福島区﹁大開町と松下幸之助に関する事業﹂委員会

平成二十年度活動計画︵案︶

七日には全国ＰＨＰ友の
会主催による﹁第十回松
翁忌﹂
︑十月十八日十九日
には﹁全国ＰＨＰ友の会
関西大会﹂が大開と大阪
ＯＢＰでそれぞれ開催さ
れます︒両日共︑会合並び
に創業の地を見学されＰ
ＨＰおおひらき松翁会メ
ンバーによる︑現地ガイ
ド並びに朗読劇を計画中
です︒
ま た ︑今 ま で に お 寄 せ
頂いた貴重な資料のチ
エ ッ ク ︑写 真 素 材 な ど の
デジタル化を引き続き推
進したいと考えておりま
す︒
記念碑管理部会
副会長 南條俊弘
﹁活動方針﹂
記念碑の維持管理を徹
底し︑来訪者を気持ち良
く迎える環境を整えます︒
﹁活動計画﹂
今年も女性会やＰＨＰ
おおひらき松翁会と協同
して記念碑の美化に勤め︑
大開公園を訪れる方々に

﹁ご挨拶﹂ 会長 増永正始
当委員会の活動も六年目に入りました︒昨年十一月には記念碑﹁松下幸之
助創業の地﹂建立三周年を迎え記念行事も開催しました︒
﹁藤まつり﹂や﹁ぜ
んざいパーティ﹂などのメインイベントも定着し︑大開の活性化に向けた準
備が整いつつあります︒今年も各部会活動を積極的に推進し︑一層の発展を
目指します︒
町おこし事業部会
街の﹁納涼夜市﹂への協
副会長 舩本正治 賛︑そして十一月の第四
﹁活動方針﹂
回 ﹁ ぜ ん ざ い パ ー
大開イコール松下幸之 ティー﹂の開催と今年度
助創業の地をキーワード も内容充実の町おこし事
に更なる町の活性化を地 業が控えています︒また
域一丸となって進めてゆ 十二月には西野田工科高
きます︒また今秋で﹁松 校の地域恒例行事﹁夢と
下﹂の社名が消えてしま 光のファンタジー﹂の後
いますが︑私たちがこの 援も計画しています︒
地で﹁松下﹂の名をどの 松下幸之助研究部会
ように記憶に留めてゆく
副会長 井形正寿
事ができるのかも考えて ﹁活動方針﹂
ゆきたいと思います︒
六年目を迎え︑研究部
会はＰＨＰおおひらき松
﹁活動計画﹂
四月には︑第三回﹁藤 翁会と合併し︑現地ボラ
まつり﹂の開催をはじめ︑ ンティアガイドの育成を
八月の野田阪神本通商店 始め︑今後も研究本﹁松
下幸之助の見
方︑考え方﹂を
中心に︑創業期
の十五年間にお
ける松下幸之助
の足跡を静動両
面から探求して
ゆきたいと思い
ます︒
﹁活動計画﹂
本年四月二十

第三回﹁藤まつり﹂開催
今年も町おこしイベン
ト﹁藤まつり﹂ を大開公
園で実施します︒ 成長し
た藤の里子を販売した
り︑新たに藤の苗を里親
にお預けしたりと賑やか
なひと時を過ごします︒
その上︑ 今年から大開幼
稚園や小学校︑ 西野田工
科高校にも里親をお願い
し︑藤を里子に出す計画
も検討中です︒ 又︑自慢
の藤を持ち寄り品評会も
開催します︒
﹁開催日時﹂
四月二十日︵日︶
午前十時〜十二時
﹁開催場所﹂
大開公園 記念碑前
※ 小雨決行
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平成二十年度﹁役員名簿︵案︶
﹂
会 長
増永 正始
町おこし事業部会担当
副会長
舩本 正治
松下幸之助研究部会担当
副会長
井形 正寿
記念碑管理部会担当
副会長
南條 俊弘
広報部会担当
副会長
中野 勲
女性部会担当
副会長
津川 和子
町おこし事業副部会長
鍵谷 隆平
松下幸之助研究部会監事
市野 俊哉
好印象を与える活動に徹
します︒ 又︑年々成長し
ている藤棚の手入れにも
力を注ぎ︑ 文字通り記念
碑に花を添える藤の生育
を心がけます︒
﹁野田ふじ﹂
平成二〇年度
﹁事業計画予算︵案︶﹂
今年は以下の事業を実
施します︒
・ 商店街入口の
横幕を更新
・ 大開公園の
ベンチ補修
・ 記念碑の
火災保険更新
・ 事業委員会の
封筒増刷
・ 町おこし
イベントの 助成
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商店街恒例﹁納涼夜市﹂に
も協賛いたしました︒
ご支援をお願いします︒
松下幸之助研究部会
部会長 井形正寿
松下幸之助の自伝 ﹁私
の生き方 ・考え方﹂ を読
む会も終了し︑ 新たな題
材﹁松下幸之助の見方︑考
え方﹂ をテキストに︑ 大
開創業時代の十五年間を
基礎研究課題として︑ さ
らに松下幸之助の人生観
や経営観を探求していき
たいと考えております︒
引き続きボランティア
ガイドとしてＰＨＰおお
ひらき松翁会のメンバー
を中心に創業の地を案内
し︑今後も積極的に継続
して行きます︒
記念碑管理部会
副会長 山本博造
記念碑が完成して四年
近くになります︒ 今年も
高齢の方々を始め女性会
のご協力を頂き︑ 毎週記
念碑の掃除や周辺の水遣
りを実施し︑ 常に良好な
状態に保ってきました︒
夏は暑さに耐え冬は寒
さに負けず活動を継続し
てきましたが︑ 相変わら
ず植木の破損やごみのポ
イ捨てがなくならないの
は残念なことです︒
各種助成金

168,144 藤まつり、ぜんざいパーティ

1,464,713
1,464,713
2,203,510

収 支 次期繰越金

169,000 消耗品費

21,757

あなたの街のでんきやさん
電化製品 販売 修理

ミズノ デンキ

大開 １丁目５−２３
TEL ６４６１―４３０５

特別寄稿﹁松下翁の息づかいや
想いを感じられる商店会をめざして﹂

山口達也

は︑当時の翁の息づかい
や想いだと考えていま
す︒
﹁松下﹂の冠がパナソ
ニックになっていく現代
にとって︑ 皆さんの力で
作っていただいた記念碑
のある通りの商店会とし
て﹁創業の地﹂ の息づか
いや想いを感じられるよ
うなまちづくり︑ 商店街
形成をめざしていくこと
がとても大切だと感じて
います︒ 地域でしかわか
らない思い出話や関わり
など︑ 日常の中にあった
﹁松下﹂を掘り起こせる企
画を考えて参りたいと思
います︒

野田阪神駅前通商店会青年部長

私の経営するカフェ
シーズプラスには︑ 以前
ここがビリヤード場で勝
球亭であった頃の古いレ
ジスターがおいてありま
す︒今となっては使って
いませんが︑ 店内に鎮座
し︑ゆったりとお客様を
見守っています︒ 松下幸
之助翁創業の地としての
訪れる多くの方がこの大
開に望んでおられること

ＰＨＰ友の会主催﹁松翁忌﹂のご案内

松下幸之助翁の想い出や願いを偲ぶ第十回松翁忌
︵大阪・大開︶を左記の要領で執り行います︒ご参加
希望の方はＰＨＰ代表南條までご連絡下さい︒
第十回松翁忌
松下幸之助翁を偲び︑松下電器創業の地を訪ねる
﹁日 時﹂ 四月二十七日︵日 十三時〜十六時十五分
)
﹁場 所﹂ 大開福祉センター
﹁講 演﹂ 顕彰碑 ﹁道﹂ のできるまで
﹁朗読劇﹂ 松下幸之助伝記 おおひらき物語
﹁見学会﹂ 創業の地を歩く
尚︑偲ぶ会終了後︑懇親会を開催いたします︒ 場
所は大開福祉センター︑ 時間は十七時〜十八時三十
分︒会費二千円︒
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1,031,252
合 計
102,000 公園模型のカバー制作、他

次期繰越金
雑

費

合 計

420
雑費

受取利息
252,525 記念碑のリーフレット
付

1,508,779
支出合計

243,629
100,000 西野田工高記念誌に賛助広告

印刷費

1,402 ぜんざいＰ経費
広告費

6,755
554,000 区役所へＴＶを寄贈、他

12,470

154,335 パソコン、他

1,180
ぜんざいＰ祝儀

850 会議費

備品費

雑収入
163,275 記念碑の文字の補修

58,000 通信費
14,500 記念碑の１９年度保険料

50,000 研究部会助成金
ぜんざいＰ会費
工事費

30,000 広告・協力費
藤まつり祝儀

支 出 火災保険料

50,000

平成十九年度﹁収支報告︵案︶
﹂

自平成１９年３月１日～至平成２０年２月２９日

平成十九年度活動報告

町おこし事業部会
部会長 舩本正治
町おこし事業部会で
は︑当委員会発足時よ
り地域の皆様のご協力
を賜り︑昨年も賑やか
に町おこし活動を繰り
広げました︒四月二十
九日には大開公園で第
二回﹁藤まつり﹂を開催
しました︒昨年︑育成を
お願いした皆さんから
元気に育った藤の苗木
を持ち寄って頂き︑鉢
を即売いたしました︒
そして新たに苗鉢をお
預けし︑今後の育成を
お願いしました︒
十一月二十三日の第
三回﹁ぜんざいパー
ティー﹂では︑昨年に増
して多くの地域の皆様
にお集り頂き︑美味し
いぜんざいに舌鼓を
うって頂きました︒ま
た同時に子供達を対象
にした学習ノートの配
布も地区ＰＴＡの皆様
にご協力願い行うこと
ができました︒
この二つの行事は︑
地域の恒例行事として
今後も創意と工夫を重
ね︑大開の町の彩とな
ればと思います︒また
八月には野田阪神本通

平成１９年度収支報告書（事業費）
自平成１９年３月1日～至平成２０年２月２９日

50,000
会報協力金

3,712,289
収入合計

4,535 三井住友銀行
受取利息

100,000 総会費
募金会計助成金
寄

平成１９年度 募金会計収支報告書

47,250
1,055,461 会報発行費
前期繰越金
24,500 藤まつりの収益金（17鉢）
雑収入

支出の部
収入の部
要
摘
金 額
項 目

3,683,254
収 入 前期繰越金
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