藤をご覧になるために
多くの方々が、大開公園
の記念碑前に集まってこ
られます。野外とは言え
「密」になることは避け
られません。新型コロナ
や複数の変種ウイルスが
収まらない限り、藤まつ

しかし、コロナ禍とい 令和三年度 行事予定
令和三年度 役員名簿
コロナ禍に
う状況の中、昨年は年間
会 長
松本 好治 事業会計
人選中
思うこと 行事である藤まつり、ぜ ○ 会報「道」発行
四月一日春号 副会長
津川 和子 同監査役 中田 秀雄
んざいパーティを始め、
十月一日秋号 副会長
市野 俊哉 支援会計 藤本 賢司
会長 松本好治 各種団体の大開ガイド等
町おこし部会部長
同監査役 水田 英二
がすべて中止となり、皆 ○ 第十四回藤まつり
新型コロナで
北川 和正 事務局長 松本 好弘
昨年四月に会長を拝命 様に会長としてご挨拶す
致しまして一年強という
イベント部会部会長
事務局次長 笹野 舜輔
中止します
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
歳月が過ぎようとしてい た。
○ 記念碑の定期点検
水野 敏雄 特別相談役 酒井 豊
ます。
五月二十三日（日）に 渉外担当 辻花 悦子 特別相談役 舩本 正治
本
年
末
頃
に
は
コ
ロ
ナ
騒
会長をお受けしました ぎが収まり、ぜんざいパー
実施します
女性部会 野村千恵子 相談役
藤本 賢司
当時、私の大開での生い ティが開催され、晴れて ○ 第十六回
同
瀬川 幸恵 顧 問
藤井 宏一
立ちを会報紙面に掲載し 皆様に会長として披露目
ぜんざいパーティの
て頂きご紹介させていた が出来ることを心から願っ
開催は未定です。
ご支援に感謝
だきました。
て
い
ま
す
。
当事業委員会の活動費 より昨年度も会報「道」
は、多くの支援者のご寄 の発行など滞りなく活動
今年も『甘茶で藤まつり』は中止します
付で運営しています。中 することができました。
新型コロナの終息が見えない中、残念ながら昨年に続き今年も大開公園で
でも社会福祉協議会から
左記に令和二年度事業
開催予定の藤まつりを中止ます。
毎年頂く助成金（共同募 会計収支報告書を添付し、
りの開催は、非常に危険 金配分金）は、活動を根 心から御礼申し上げます。
です。
本から支える貴重な財源
事業委員会としては、 となっています。これに
相談役 藤本賢司
止むを得ず中止を決定し
ましたので何卒ご了承く
ださい。
事務局長 松本好弘

当事業委員会では、平
成十九年に第一回藤まつ
りを開催してから一昨年
まで十三回にわたって藤
まつりを開催してきまし
た。十二回からは来訪者
に甘茶をふるまい大変喜
ばれました。
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快適住宅の一翼を担って90余年

考え方です。五月五日は 「ゆかりの地」にと氏が 〇 四月一日に会報三二

レートを点検し、記

者名簿が刻まれたプ

実施しました。募金

講演活動等が難しい中、

松下事業委員会では、
コロナ禍で現地ガイドや

講演のリモート対応に
チャレンジ

号を発行しました。

念碑の汚れを洗剤で

アプリ』を使用し
『 ZOOM
たオンラインでの対応も

活動報告

止しました。

きれいに清掃しまし

選択肢の一つとしてチャ

令和二年度

毎年四月に開催して

た。

ています。

の寄贈を受け、二階特別 〇 甘茶で藤まつりは中

また、幸之助氏自身が 会議室にあります。さら

毎年十一月に開催して

野田阪神 中華レストラン

特 別 寄 稿

北区堂島浜の中央電気 「倶楽部五十年史」の誌 に平成二十一年、経済産

いました藤まつりは、

〇 十月一日に会報三三

同社の創立記念日とされ 使用された役員用会議机

倶楽部は、大正三年に電 上で「（大ホールが）松 業省から本館建物の「近

新型コロナの影響を

号を発行しました。

中央電気倶楽部と
松下幸之助氏

気関係事業者が創立した 下電器発展途上における 代化産業遺産」認定に際

受けて残念ながら中

実施しました。

いるぜんざいパーティ

中止しました。
毎年五月に実施して

は、三密になることが 先ずは左記アドレスまで

を行った有名な場所であ 〇 記念碑の定期点検を

レンジしてまいります。

社交倶楽部で、本館建物 画期的な「中興の場だ」 し、幸之助氏が創業記念

止しました。

されています。

〇 ぜんざいパーティは、

（三代目）は昭和五年竣 と言えると思う。」と記 式で「水道哲学」の演説
工で九〇年です。

いました記念碑の定

避けられないため、止 ご相談ください。

TEL 6461-3505

幸之助氏は倶楽部を愛 ると明記されております。
元中央電気倶楽部

期点検と清掃活動は、

祖父・松本梅三郎の幸

祖父は「あんたは、ま 之助さんとの関係の深さ

と励まして帰らせたと叔 ています。

会長 松本好治

大開１丁目２－９

この五階大ホールで松
下幸之助氏が昭和七年五 し、昭和三十四年には理

月五日に松下電器製作所 事長を務め、以降歴代社

常務理事 西牧隆利

むを得ず中止しました。

たことがあったと祖父の

うあかんわ」と言ってき います。

てきて「おっちゃん、も う時ではなかったかと思 脱したのです。

松本梅三郎の自宅にやっ なら松下はつぶれるとい とで爆発的に売れ苦境を

していく中、私の祖父・ 売れなくて、これがダメ い効能を知ってもらうこ

創業し事業が順調に発展 転車ランプが思うように ンプを店頭に置いてもら

その後の経緯は皆様が
松下幸之助さんが大開 の窮地といえば、大正十
で松下電気器具製作所を 二年に発売した砲弾型自 ご承知の通り、無償でラ

松下幸之助さんアーカイブス（その二）

ichino@iec-dns.com
副会長 市野俊哉

新型コロナに配慮し
て十一月に延期して

オンライン上の画面

末娘・松本朝子が私に話 だ若いねんから頑張り」 を今更ながらに感じ入っ
をしてくれました。

幸之助さんの大開時代 母から聞きました。

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

（現パナソニック）の創 長などが理事長を務めて
業記念式を行い、「事業 いる。倶楽部百周年の理
の真の使命」を発表しま 事長が同社の大坪文雄会

した。それは「生産者の 長だったことも縁の深さ
ここで私が在職時に体

使命は貴重なる生活物資 が感じられるところです。
を水道の水の如く無尽蔵

にたらしめることである。 験したことをご紹介しま
いかに貴重なるものでも す。ある年の四月初め、
量を多くして無代に等し 当時の中村邦夫社長が大
い価格をもって提供する ホール舞台の演台に立ち、
ことにある。かくしてこ 新入社員向けのビデオ撮
そ貧は取り除かれていく。 影をされており、ここが

貧より生ずるあらゆる悩 会社の出発点であると示
次にパナソニックへの

みは取り除かれていく」 されておりました。

であります。これが後に

「水道哲学」と呼ばれる 社名変更時に、幸之助氏

1932年5月5日 第１回創業記念式典が挙行された5階大ホール

協賛広告募集中

北京飯店
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