福島区﹁大開と松下幸之助に関する事業﹂ 委員会

平成十八年度﹁活動計画﹂を承認

太田市議会議員

ついて提案があり︑地域
の商店会のイベントへの
協賛について説明があり
ました︒
松下幸之助研究部会
｢
｣
毎月︑第三土曜日の輪読
会ではいまだに多くの松
下翁のエピソードの発見
が見受けられます︒これ
らのエピソードは︑よう
やく本格的に活動が始
まった創業の地ボラン
ティアガイドの活動にも
生かされていますとの経
過報告がありました︒更
に︑本年も同様に部会活
動を推進するとの提案が
ありました︒
記念碑管理部会
｢
｣
記念碑の除幕以降︑記念

伊藤松愛会副会長

碑及び銘板の管理︑藤や
樹木への水遣り︑公園の
清掃等を含めた活動につ
いて報告がありました︒
皆さんには一番目立たな
いところでの活動が多い
部会ですが︑一番重要な
部会でもあります︒今年
も引続いて管理活動を継
続することが提案されま
した︒
各 部 会 の 報 告 の 後 ︑事
業資金と募金会計の収支
報告並びに監査報告が行
われました︒続いて質疑
応答に入りましたが異議
な く ご 承 認 い た だ き ︑平
成十八年度の総会を終了
いたしました︒
事務局長 松本好弘

去る三月十八日の土曜日︑大開集会所にて平成十八年度の福島区 大開町
｢
と松下幸之助に関する事業 委員会の総会を開催した︒当日は来賓として星
｣
合福島区長︑酒井府議︑太田・玉木両市議や伊藤松下電器松愛会副会長を
迎え︑大開地区や他地区から多くの皆様にお集まりいただきました︒
開会の言葉の後︑ まず
当委員会を代表して増永
会長より平素の協力に謝
辞を述べると共に︑ 今後
の委員会の活動方針と展
望を述べ︑ 強く協力をお
願いしました︒引き続き︑
来賓各位よりご挨拶と祝
電披露の後︑ 各部会から
昨年度の経過と今年度の
活動計画が提案されまし
た︒各部会の活動報告と
計画は以下の通りです︒
町おこし部会
｢
｣
まず︑ 昨年度のぜんざい
パーティーと藤まつり準
備会の経過報告がありま
した︒ 続いて今年度の第
二回ぜんざいパーティー
並びに第一回藤まつりに

星合福島区長

第二回﹁ぜんざいパーティ﹂を開催
事業委員会では昨年十
一月二十日に︑第一回﹁ぜ
んざいパーティ﹂ を開催
しました︒ これは町おこ
し事業の第二弾として企
画したもので︑ 約四〇〇

人の方々に参加して頂き
大変な盛況でした︒
今年も記念碑の建立を記
念して︑ つきたてのお餅
で大開自慢の美味しい
﹁ぜんざい﹂を振舞いま
す︒どなたでも参加でき
ますが︑ 特にチビッ子は
大歓迎です︒
﹁開催日﹂
十一月二十三日︵木︶
﹁開催時間﹂
午前十時〜十二時
﹁会 場﹂
大開公園記念碑前
部会長 舩本正治

いきたいと考えていま
す︒
尚︑ 本会で発見や研究
した成果などは︑
﹃ＰＨＰ
おおひらき松翁会﹄ の皆
様によって創業の地各所
の現地案内役を引き続い
て実践して頂きたいと
思っております︒
先月九月五日には︑
﹃東
大阪老人大学・同窓会﹄三
十六名の皆様が当地を見
学され︑ ご案内させて頂
きました︒
皆様方の積極的なご参
加をお待ち申し上げてお
ります︒
監事 市野俊哉

松下幸之助研究部会
﹃創業当時の資料を読
む会﹄ は︑当方の都合で
三月より一時休会してお
り﹁
ま野
し田
たふ
がじ
︑﹂
十月より毎
月第三土曜日の夜七時よ
り大開福祉センターにて
定例輪読会を再開するこ
とになりました︒
十月二十一日 ・土曜日
から第三十回目として再
スタートさせて頂き︑ 松
下幸之助著﹃私の行き方︑
考え方﹄ のクライマック
スともいえる ﹃命知 ・創
業記念日から門真移転﹄
の内容を元に︑ 参加者の
皆様方と輪読内容を通じ
て活発な意見交換をして
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十歳前後の男性が訪れ
て︑ 今日の生活ができる
｢
のも︑定年まで勤めて︑身
に余る年金を頂いておる
のも︑ 全て幸之助さんの
お陰です と喜んでおら
｣
れました︒ また︑毎週月
曜日には事業委員会の記
念碑管理部会の方々が︑
木曜日には女性会の皆さ
んが︑ 春夏秋冬を通じて
公園の清掃や植木の管理
をなさっている姿を拝見
して︑感謝の気持ちで
いっぱいです︒

喫茶﹁茶慕﹂ 店主

記念碑と喫茶店
｢
｣

記念碑が建立されて︑
今年の十一月で二年とな
ります︒ その間︑ 月に一
回の割合で団体の見学者
の方々がいらっしゃいま
す︒その都度︑ それらの
方々にパンフレットをお
渡しして居ります︒
今年の二月頃には︑ 七

﹁記念碑と商店街﹂
野田阪神駅前通商店会 会長 鍵谷隆平
に貢献しつつあり︑ 大開
は今︑ 注目され始めてい
ます︒
駅前通商店会では︑ 地
域の消費者や住民に魅力
溢れる﹁街﹂として︑賑わ
いづくりが図れるよう︑
松下幸之助の記念碑建立
記念日に向って頑張って
います︒
尚︑﹁一店逸品﹂として︑
個店の逸品 ・オリジナル
商品の開発を計画してい
ます︒

趣味紹介コーナー

色紙﹁のだふじと句﹂

増永絵津子 ︵大開二丁目︶

ミズノ デンキ

記念碑の前で﹁野田藤まつり﹂開催
の藤の鉢をたずさえた里
親の方々が三々五々集合
し︑開始予定の十時には
勢ぞろいされていまし
た︒里子に出して一年と
短いこともあって花を付
けた鉢が少なくやや寂し
い感もありましたが︑ 松
下関係者も参加してにぎ
やかな祭りになりまし
た︒花の咲いた鉢は二千
円︑これから咲く鉢は千
円で販売され︑ この収益
金は藤まつりの協賛金と
して活用されます︒
祭りでは︑ 来年に向け
新たな里子一〇〇鉢を里
親に預けしました︒ 近い
将来︑ 記念碑の上に藤の
花が咲く頃︑ 大開の町が
鉢植えの藤でおおわれ︑
野田藤の町として認めら
れることを夢見てこの活
動は継続されます︒
部会長 舩本正治
この度︑大開公園に松下
幸之助翁の記念碑﹁道﹂が
建立されるに至ったの
は︑地元住民にとって︑ま
ことに喜びにたえぬ事と
おもいます︒この事に
よって︑ 当地にまた一つ
のシンボルが加わり︑ 地
域の﹁町おこし﹂ に大い
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サンコーデンキ

あなたの街のでんきやさん
電化製品 販売 修理

National/Panasonic のお店
大開 2 丁目 16‑1
TEL 6461‑2757
FAX 6461‑2790
営業時間 /AM9 時〜 PM8 時

野田藤の町大開を目指して

去る四月十六日︑大
開事業委員会は第一回
﹁野田藤まつり﹂を開催
しました︒これは記念
碑﹁松下幸之助創業の
地﹂の上に架けた藤棚
にちなんで毎年一回行
われるイベントで︑町
おこし事業の第一弾と
位置づけています︒
事業委員会では︑記
念碑の建立にあたり︑
花を添える目的で藤棚
を造り︑野田藤を植樹
しました︒この木は山
藤に野田藤を接木した
もので︑記念碑の左右
に一本ずつ植えていま
す︒残念ながら一代目
と二代目は枯れました
が︑昨年植えました三
代目が見事花を咲かせ
ました︒来年からは木
の成長とともに花が増
え︑かつて吉野のさく
ら︑高尾のもみじと並
び賞された﹁野田の藤﹂
が大開によみがえる日
もそう遠くないかもし
れません︒
事業委員会では︑こ
の日のために昨年四月
に藤の苗一二〇鉢を里
子に出し準備を整えて
きました︒当日は︑里子

写真「夕日と帆船」 田村元昭（大開 1 丁目）
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