故・増永名誉会長の功績を称えて

て︑記念碑の建立なども
視野に入れて大開町と松
下幸之助に関する事業委
員会を発足されました︒
発足式は︑ 西野田工科高
校の視聴覚教室をお借り
して盛大に開催されまし
た︒その後︑直ちに募金活
動が始まり平成十六年に
は大開公園に立派な記念
碑﹁松下幸之助創業の地﹂
が完成しました︒
その後も事業委員会
は︑春には﹁藤まつり﹂秋
には﹁ぜんざいパーティ﹂
を開催し︑ 町の活性化に
も貢献し今日に至ってい
ます︒ 終わりに増永正始
様のご活躍に感謝し︑併
せてご冥福をお祈りしま
す︒
相談役 藤本賢司

いと思います︒
副会長 市野俊哉

賑わう藤まつり

快適住宅の一翼を担って 90 余年

ぜんざいパーティが近づきました

名誉会長を亡くなられる
まで勤められ大きな功績
を残されました︒
大開は︑経営の神様と
呼ばれた松下幸之助さん
がパナソニック株式会社
の礎を築かれた﹁創業の
地﹂であることは広く知
られていました︒しかし
ながら︑その大開には︑
松下さんの創業の地であ
ることを示すものはな
く︑松下さんの偉業を顕
彰するものもありません
でした︒
そこで地元の有志やパ
ナソニックのＯＢの要望
を受けて︑当時︑大開連
合町会長をしておられた
増永様が中心になられ

さり︑後が絶えない状況
でありました︒
藤棚見物を終えられた
後︑休憩もかねて﹁甘茶﹂
をご賞味いただき︑好評
でした︒
自然相手の事もあり開
花の予想は大変難しい事
ではありますが︑記念碑
上の藤棚が満開になるよ
うに願いつつ︑どうぞ来
年もお楽しみいただける
ように努力してまいりた

二回目﹁甘茶﹂で藤まつりを開催
平成最後の開催となっ
た毎年恒例の﹁藤まつり﹂
は︑四月二十一日︵日︶に
大開公園で十三回目の開
催となりました︒
﹁温かい甘茶で藤まつり﹂
をキーワードに︑ 今年も
多くの方々にご来場いた
だきました︒
当日はお天気にも恵ま
れ︑福島区各所の藤棚見
物をされている皆様が大
開公園へと立ち寄って下
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皆さまお揃いで大開の美味しい

ぜんざい準備中

本年五月に増永正始様
ぜんざいをご賞味下さい︒
がお亡くなりになりまし
た︒氏は︑平成十五年三月
当事業委員会が開催するぜんざいパーティー
に福島区 ﹁大開町と松下
も今回で十五回目を迎えます︒ どうぞ大開自慢
幸之助に関する事業﹂ 委
の美味しいぜんざいを今年もご賞味ください︒
員会を立ち上げられ︑ 初
元有志団体の協力をいた
代会長を五年間︑ そして
だき︑皆様のお越しをお
待ちしています︒
尚︑ぜんざいが無くな
り次第終了しますので早
目にお越しください︒
開催日
十一月二十三日︵祝︶
開催時間
午前十時〜
無くなり次第終了
会 場
大開公園記念碑前
在りし日の増永様
注・小雨決行
︵藤まつりより︶
事務局長 松本好弘

当事業委員会のぜんざ
いは材料にこだわり︑も
ち米は松下幸之助さんの
故郷和歌山から取り寄せ
ています︒ぜんざいの決
め手の小豆は国産高級小
豆を使用しています︒前
夜から仕込み︑味見を繰
り返し仕上げて︑つきた
てのお餅を加えて皆様に
ご賞味いただきます︒
ぜんざいパーティ当日
は大開幼稚園の園庭をお
借りして︑早朝より女性
会をはじめ幼稚園・小学
校ＰＴＡ他︑商店会︑地

楽しい餅つき

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

〒 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
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もらいました︒
藤井財団様が制作され
た﹁世のため人のためア
ニメシリーズ ・松下幸之
助﹂という十二分程度の
ビデオを上映いたしまし
た︒
そのビデオ上映の傍ら
で︑キーソケットを使っ
た昔の電球の入切を子ど
もたちに体験してもら
い︑好奇心を持ちつつも
珍しそうに触ってくれた
のが印象的でした︒
今後も機会があれば︑
地元の学校と連携した授
業にお手伝いできればと
思っております︒
副会長 市野俊哉

大開小学校の
﹁大開こどもまつり﹂に 参加

修の一環として当地を訪
六月十五日︵土︶
︑地元
ねていただいた折に︑ 松 の 大 開 小 学 校 に お い て
下 幸 之 助 塾 主 ゆ か り の ﹁大開子どもまつり﹂が開
﹁創業の家﹂
﹁第一次本店﹂ 催され︑当事業委員会か
﹁第二次本店・記念碑﹂と らも松下幸之助さんに関
案内させていただいてお するブースを設けさせて
ります︒
さらにパナソニック松
愛会・大阪市内支部様も
四月と十月の年二回︑ 新
会員様及び転入会員様が
研修目的で当地を訪ねて
下さり︑ 松下幸之助創業
者ゆかりの地を一緒に歩
き︑大開と松下幸之助創
業者にまつわる話をさせ
てもらうことで︑ 当時に
思いをはせていただけれ
こどもまつり資料
ばと思っております︒
松下幸之助研究部会
部会長 松本好治
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ＰＨＰおおひらき松翁会が
ボランティアガイド
松下幸之助さん創業の
地・大開をガイドさせて
いただいているのは︑ ス
ポットで申し入れがある
方々をはじめ︑ 松下政経
塾に今年入塾された新入
塾生のみなさんが︑ 神奈
川県茅ケ崎市から関西研

政経塾のみなさん

者が大開で現在のパナソ
ニックを創業され門真に
移転されるまでの十五年
間のエピソードを交えな

がら事績をご紹介させて
頂きました︒
今後もパナソニックの
ＯＢ様に限らず︑各方面
から講演のご依頼を頂け
れば︑ 可能な限りご要望
にお応え出来るよう︑ 今
後も取り組んでまいりた
いと思います︒
副会長 市野俊哉

本年も五月二十六日に
記念碑の定期点検を実施
しました︒
事務局

TEL6461‑3505

増永悦子
き︑努力する毎日でした︒
晩年には︑ 大開は松下
電器︵現パナソニック︶発
祥の地である事から記念
碑建立の案の下︑ 事業委
員会を立ち上げ懸命に取
り組んでいました︒ 地域
の方々や︑ パナソニック
のＯＢの方々︑ 歴史研究
会の先生等︑ 大勢のお力
添えを頂き︑ 地元に貢献
出来た事が︑ 此の上ない
喜びだと感謝しているこ
とだと思います︒
記念碑の上の藤棚も立
派に成長し︑ 毎年藤まつ
りやぜんざいパーテーが
盛大に行われています︒
この楽しい行事が末長く
続きます事を草葉の陰で
祈っている事でしょう︒

パナソニック電工
松寿会様において講演を実施
きました︒
続いて ﹁大開町と松下
幸之助 ・夢と希望の始ま
りの頃﹂ と題し︑ 旧松下
電工様ＯＢの皆様という
事もあって︑ 創業当時の
回転式アタッチメントプ
ラグ︑ 二灯用差込プラグ
の現物を披露させて頂き
ながら︑ 松下幸之助創業

大開１丁目２ ‑ ９

亡夫を思ふ

私が増永家へ嫁いで
来たのは︑昭和三十一
年の秋でした︒ 新築さ
れたばかりの奥の間に
は﹁平常心﹂と書かれた
立派な額がかかってい
て︑大変印象的でした︒
六人の子宝に恵まれ
﹁勉強より雑草の様に強
く育ってほしい﹂と
願っていました︒ 望み
通り︑元気余って︑それ
はそれは大変な毎日で
あり︑又楽しい日々で
もありました︒
主人は︑四十代半ば
から︑色々なお役目が
回って来まして家業は
そっち退けで楽しく走
り廻る毎日でした︒ い
ろんな方に接し︑ 皆様
に助けられ︑ 自分を磨
今年三月十六日︵土︶に
阪神地区春の懇談会︑ 九
月二十一日 ︵土︶に北摂
地区秋の懇談会にお招き
を頂きまして︑ 講演を実
施させて頂きました︒
両日共にパワーポイン
トを使用し︑ 初めに当事
業委員会のこれまでの活
動経緯をご紹介させて頂

野田阪神 中華レストラン
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