28,002 会報協賛金、受取利息,他
雑収入

572,271
収入合計

194,656

次期繰越金

377,615

中田 秀雄 印

副会長
市野 俊哉
町おこし部会部会長
北川 和正
松下研究部会部会長
松本 好治
会報部会部会長
横田 和秀
イベント部会部会長
水野 敏雄
野村千恵子
瀬川 幸恵
辻花 悦子
中田 秀雄
藤本 賢司
水田 英二
松本 好弘
笹野 舜輔
舩本トシ子
酒井 豊
藤本 賢司
藤井 宏一

会報発行費

19,764 道の春号・秋号

イベント開催費

59,290 藤まつり、ぜんざいパーティ

交通・通信費

11,666 会報郵送代、電報代

諸経費

14,775 事務用品、HPサーバー代、他

修理費

21,816 横断幕撤去代

女性部会
同
事業会計
同監査役
支援会計
同監査役
事務局長
事務局次長
事務局員
特別相談役
相談役
顧 問

67,345 放送備品購入代

備品、雑費

監 査

辻花 悦子 印

会 計

50,000 社会福祉協議会（赤い羽根募金）

助成金

0 34人分
活動報告会会費

要
摘
金 額
項 目

388,269

各種祝儀

106,000 活動報告会、 藤まつり、ぜんざいP

相続や資産運用、生命保険のご相談を

承っております。

TEL 06‑6462‑1620

ホームページ:http://www.ohiraki‑matsushita.com

〒 553‑0004
大阪市福島区玉川 4 丁目 13 番 16 号
T E L（06）6441‑6425
F A X (06) 6441‑6465

西野田支店

廣瀬建具株式会社

三井住友銀行

編集責任者 市野俊哉
大阪市福島区大開 1‑13‑5
ＴＥＬ 06‑6461‑0125
平成 31 年 4 月号
（第 30 号）
福島区「大開町と松下幸之助に関する事業」委員会

快適住宅の一翼を担って 90 余年

今年も甘茶で藤まつりを開催

甘茶ふるまい中

自平成30年３月1日〜至平成31年2月28日

平成三十一年度
﹁開催場所﹂
大開公園記念碑前
﹁行事予定﹂
甘茶で藤まつりは︑今年で二回目となります︒ ﹁開催日時﹂
○ 会報﹁道﹂発行
四月八日は︑お釈迦様の誕生日を祝う花祭りがあ
四月二十一日︵日︶
春号と秋号︵年二回︶
ることから︑古き良き時代の風習に習って藤まつ
十時開始
○ 第十三回藤まつり
り当日に大開公園の藤を見に来られる皆様に﹁甘
注・甘茶が無くなり
四月二十一日︵日︶
茶﹂をふるまいます︒
次第終了します︒
大開公園記念碑前
事務局長 松本好弘
○ 記念碑の定期点検
五月二十六日︵日︶
ご支援に感謝
○ 第十五回
松下事業委員会の活動
ぜんざいパーティ
資金は︑地域活動協議会
十一月二十三日︵祝︶
から頂く共同募金配分金
大開公園記念碑前
や︑ 藤まつりやぜんざい
パーティ開催のおりに団
平成三十一年度
体や個人の支援者から頂
﹁役員名簿﹂
くご祝儀でまかなわれて
います︒収入や支出の明
名誉会長
増永 正始
細は︑一面左下の事業会
会 長
舩本 正治
計収支報告書に記載して
副会長
津川 和子
います︒ご支援頂いた皆
様に心から感謝申し上げ
ます︒
役員一同
ては︑甘茶を仏壇にお供
えするところもありまし
た︒
この機会に︑甘茶が見
直され日々の生活に生か
されれば︑この企画もお
役に立つことになります︒
最近︑福島区の﹁のだふ
じめぐり﹂の期間中に大
開公園の藤棚を見に来ら
れる方が増えています︒
中には百人規模でお出で
になるグループもありま
す︒四月とは言えやや肌
寒い日もあり︑あたたか
い甘茶はきっと喜ばれる
ことと思います︒

満開の藤棚

支出合計

収 支

0 役員総会、役員会・他

会議費

支 出

前期繰越金
収 入

甘茶とは︑文字通り甘
いお茶です︒甘茶の葉
は︑低木アジサイの変種
で一説によれば甘さは砂
糖の百倍とも言われる天
然の甘味料です︒古くか
ら内蔵機能の働きを高め
ると言われています︒ま
た︑最近では花粉症やア
トピーにも効果があるこ
とが伝えられています︒
かつては︑お寺などの仏
教施設でお釈迦様の像
に︑甘茶をかけてお祝い
する催しがあり子供の頃
楽しまれた方もおられる
でしょう︒ご家庭によっ

楽しい藤まつり

平成30年度 事業会計収支報告書

平成 31 年 4 月１日

報
会
（１）

発行責任者 舩本正治

経塾関西研修では第三十
九期塾生の皆さんの来訪
を受け︑ 創業の地を案内
しました︒
また同年四月二十ニ日
と十月二十七日には︑ パ
ナソニック松愛会の ﹁退
職者研修会﹂ の一環とし
て同じく創業の地を案内
しました︒ 今後も創業の
地の案内は積極的に継続
いたします︒
また日にちは前後しま
すが︑ 同六月二十三日に
はパナソニック創業百周
年を記念し︑ 門真本社に
併設のパナソニックミュ
︱ジアムへ地域の有志の
方々十七名と見学に赴き
ました︒
記念碑管理部会
大開公園愛護会︑ おお
ひらき松翁会の協力を得
て記念碑及び周辺の美化
に取り組みました︒ 現在
は︑記念碑上の藤棚に防
鳥網を展開した結果︑ 素
晴らしい藤の花の開花を
見る事が出来ました︒
同五月二十七日には六
回目の記念碑の点検と大
掃除を行いました︒ なお
記念碑︑ 銘板︑ 藤棚はお
おむね良好な状態でし
た︒
事務局長 松本好弘

ホームページ:http://www.ohiraki‑matsushita.com

第十四回ぜんざいパーティ開催

あった松下幸之助さんに
ちなみ︑ 北海道産のアズ
キと毎年︑ 松下幸之助さ
んの故郷である和歌山県
産のもち米を使用させて
いただいております︒
津川実行委員長の開会
宣言を待たずに長蛇の行
列となり︑ 準備された約
六〇〇食が一時間ほどで
完食となりました︒
最後に︑ ご協力いただ
きました三井住友銀行
様︑大開女性会︑ 商店街
女性部︑ 大開夢と希望の
会をはじめ︑ 各団体の皆
様方には︑ 改めて御礼申
し上げます︒
副会長 市野俊哉

TEL6461‑3505

当委員会では︑昨年の
十一月二十三日︵金・祝︶
︑
大開公園の記念碑前にて
第十四回 ﹁ぜんざいパー
ティ﹂を開催しました︒
このぜんざいパーティ
は︑ぜんざいが好物で

ぜんざいをどうぞ

品について学び合いまし
た︒
第二部は松心会館へと
場所を移し︑
﹁大開町から
新天地 ・門真へ﹂ と題し
てミニ講演を実施させて
頂きました︒
今後も定期的に各方面
の皆様を松下幸之助歴史
館へご案内し︑ 創業の地
大開を中心にご案内出来
ればと思います︒
副会長 市野俊哉

ＰＨＰ友の会イベントで
松下幸之助歴史館を見学
昨年十月二七日︵土︶︑
ＰＨＰ友の会主催の ﹁Ｐ
ＨＰ松下幸之助歴史
ウォーク﹂ と題し︑ 松下
幸之助歴史館の見学とミ
ニ講演会を開催しまし
た︒
第一部部の松下幸之助
歴史館＆ものづくりイズ
ム館の見学では︑ 松下幸
之助創業者の九四年の壮
大な人生と事業家として
の足跡︑ 懐かしい家電製

大開１丁目２ ‑ ９

平成三十年度 活動報告
町おこし部会
創立１００周年に向けて
当部会では︑ 昨年四月
二十八日に第十二回藤ま
大阪市立大開小学校
つりを開催しました︒
校長 平野大輔
藤まつりは︑ 前年まで
とろう﹂です︒氏は﹁碁の の藤の里親募集や地域の
初段になるには一万回碁 有志の方々が育てた藤の
を打てばだいたいなれる 品評会を取りやめ︑ 記念
という︒ そこで私は素直 碑上の藤棚の藤を鑑賞し
な 心 の 初 段 に な る に は ︑ て頂きながら︑ 用意した
一万日︑ そう三十年ほど 甘茶を召し上がっていた
毎日毎日素直な心でいこ だきました︒ 特に昨年は
う︒さすれば素直の初段 ﹁のだ藤ウォークラリー﹂
に だ い た い な れ る と 思 と重なり予想以上の方々
う︒そう思って十五年経 にお越し頂きました︒
つがまだ私は素直の初段
また同十一月二十三日
になれん︒ ようやく碁で の第十四回ぜんざいパー
いえば︑ 四級か三級ぐら ティーでは多くの来場者
いの所かな︒ まだまだ常 の皆さまで︑ 公園内に行
に迷いがあり常に素直に 列が出来る程の盛況でし
ものをみることができな た ︒ こ の ぜ ん ざ い パ ー
い︒けれどせめて三十年 ティーでは今回も地元諸
経てば初段になりたいと 団体のご協力を得て盛大
自 分 は 念 願 し て い る の に実施する事が出来まし
だ﹂と語られたそうです︒ た︒
素直な心で︑ものをみて 松下幸之助研究部会
いくことは生涯のテーマ 同年五月十五日の松下政
でもありましょう︒ 創立
１００周年に向けて︑ こ
の﹁素直の初段をとろう﹂
を基に︑ 大開小学校の歴
史を荘厳する取り組みを
行います︒ 今後ともご支
援・ご鞭撻のほど︑ 宜し
くお願い致します︒

平成３１︵２０１９︶
年度に︑大開小学校は
創立９９周年を迎えま
す︒翌２０２０年オリ
ンピックイヤーには︑
くしくも創立１００周
年を迎える記念すべき
年であります︒大開小
学校では︑﹁豊かな心を
もち︑たくましく生き
る子どもの育成﹂ を学
校教育目標に掲げ︑全
校児童・教職員が良好
な信頼関係で結ばれ︑
一丸となって活発な教
育活動を推進していま
す︒
本校の校長室の中央
壁面には︑松下幸之助
氏直筆の書﹁素直﹂が
掲げられております︒
私は︑松下幸之助氏の
言葉を思い出します︒
それは﹁素直の初段を

野田阪神 中華レストラン

（２）

報
会
平成 31 年 4 月１日

