お力添えを頂きながら、
藤棚の維持管理に取り組
んでまいります。
ご協力頂きました「の
だふじの会」の皆様に改
めてお礼を申し上げます。
有難うございました。
会長 松本好治

藤棚の剪定作業を実施
十月十日（日）、朝早
くから「のだふじの会」
の皆様のご協力により、
大開公園の藤棚の剪定作
業を実施しました。
四〜五月に花が咲いて
以降、長雨と暑さから空
が見えないほど生い茂っ
た枝葉を処理することが
出来ずにいましたが、野
田藤の専門家でもある
「のだふじの会」の皆様
にお声かけさせて頂いた
ところ、快くお引き受け
頂き、当日の作業となり
ました。
今後ともアドバイスと

今年も『ぜんざいパーティ』は中止します
新型コロナウイルスの感染防止のため
従いまして残念ながら今
年もぜんざいパーティは
中止します。
来年こそはコロナ禍も
終息すると予測されます。
その際にはにぎやかに
「ぜんざいパーティ」を
開催しますので、楽しみ
にお待ちください。
事務局長 松本好弘

ンティア組織を立ち上げ
ました。
当初、六百名ほど集まっ
た会員が今では数名まで
に減少したと当日ガイド
してくれた方が話をして
くれました。
松下事業委員会がこの
様な状態に落ちいらない
ことを会員すべてが願い
つつ、これからも情熱を
持って日々精進していく
ことを切に願う次第です。

会長 松本好治

快適住宅の一翼を担って90余年

松 下 事業 委 員 会の 更 な る飛 躍 を 誓う
大阪堂島にある中央電
気倶楽部の内部組織「電
壮会」が企画されたＪＲ
塚口から少し歩いたとこ
ろにある近松門左衛門記
念館見学ツアーに参加し
て来ました。
近松門左衛門は当時荒
廃していた記念館に隣接
する廣済寺の再興に尽力
しました。
尼崎塚口の人々は近松
門左衛門の偉業をクロー
ズアップすることで町お
こしをしたいと考え、今
から三十年ほど前にボラ

副会長 市野俊哉

グループに支給されてい
ます。
当委員会が「藤まつり」
や「ぜんざいパーティ」
を開催したり、会報「道」
の発行、ホームページの
管理運営などの広報活動
ができるのは、この助成
金や多くの支援者のご寄
附に支えられているから
です。
ここに改めて心から御
礼申し上げます。

ご 支 援 に 感 謝
松下事業委員会は二〇
〇三年に発足以来、一八
目を迎えます。この間、
多くの方々にご支援をい
ただき今日に至っており
ます。とりわけ福島区社
会福祉協議会（会長・矢
山英夫氏）様からは、毎
年助成金として活動資金
を援助していただいてお
ります。
この助成金は、赤い羽
根募金の配分金から交付
されており、福祉ボラン
ティア活動を行っている

住宅ローンや資産運用、生命保険の
ご相談承り中! TEL 06-6462-1620

〒553-0004
大阪市福島区玉川4丁目13番16号
TEL (06)6441-6425
FAX (06)6441-6465

西野田支店

廣瀬建具株式会社

三井住友銀行

発行責任者 松本好治
編集責任者 市野俊哉
大阪市福島区大開
2-17-27-504
TEL&FAX 06-7164-0647
令和３年１１月号
（第35号）
福島区「大開町と松下幸之助に関する事業」委員会
新型コロナウイルスに
感染する人が減少してい
ますが、国や大阪府は感
染の再拡大を懸念して依
然厳しい方針で臨んでい
ます。
ぜんざいパーティは、
お年寄りからお子様まで
沢山の人が公園に集まる
ことで三密となり、感染
の心配が絶えません。

ホームページ https://www.ohiraki-matsushita.com
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報
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( 1 )

特 別 寄 稿

ながら、語り部メンバー

野田阪神 中華レストラン

による現地ガイドを実施

しました。

ＰＨＰおおひらき松翁会

ＰＨＰおおひらき松翁会が
ボランティアガイド
毎年五月に松下政経塾・ ていましたが、十月二十

会長 市野俊哉

大開の開業医・木庭
野田阪神駅前通商店街 ブンイレブン」の場所に
の入り口、三井住友銀行 料亭「花屋」があったと （こば）永助先生がお亡

西野田支店の向かいにあ 教えてくれた方のお婆さ くなられた昭和四十三年 新入塾生の皆さんが関西 日 水( 午)前、第四十二期
るコンビニエンスストア んは、松下幸之助さんが には弔問に来られていま 研修（塾主研究）の一環 塾生・六名の皆さんが当
「セブンイレブン」が昭 大開在住の頃に懇意にし すので、情報提供者の方 として、松下幸之助塾主 地へ来訪されました。
和五十六年に阪神高速神 てもらい話もよくしてい が抱っこされたというの ゆかりの地である創業の
現地案内は三井住友銀
戸線が完成する以前は たそうです。
はこの頃のことではない 地を来訪されています。 行西野田支店様から始ま

拡大による緊急事態宣言 工場跡と順に進み、創業

「花屋」という料亭であっ
私にこの情報を教えて のかと思っています。
十七年目となる今年も り、第二次本店工場跡、
たことを知る人にやっと くれた本人さん自身も幼 （情報提供者は昭和三十 新型コロナウイルス感染 創業の家跡、第一次本店
巡り合うことが出来まし 少の頃に松下幸之助さん 五年生まれ）

料亭「花屋」が存在し の影響で来訪が延期となっ 当時のエピソードを交え

TEL 6461-3505

に抱いてもらったことが

松下幸之助さんアーカイブス（その三）

大開１丁目２－９

た。
た場所が現在の「セブン

松下幸之助さんは昭和 イレブン」のところであ

「花屋」というのは松 あったと言っています。
下幸之助さんが連合区会

お伊勢さんのお参りの
松下幸之助さんは大開 三郎、榎村要太郎、柏木
町時代から町内の人たち 潔、松本梅三郎（私の祖 他にも幸之助さんは大開

されています。実に嬉し

会長 松本好治

お伊勢さんに参拝した い限りです。

さんです。

と親しく付き合っていか 父）、そして松下幸之助 町の人たちと行動を共に
れます。
三重県のお伊勢さんへ

大開町の人たちと一緒に のが何年なのか確かなこ
参拝に行かれた時に記念 とはわかりませんが、祖
に撮影した写真を私が今 父は昭和十五年に亡くなっ
も大切に保有しています。 ていますのでそれ以前で
十一会（といちかい） あることは確かです。こ
重も祖父・松本梅三郎と

のメンバー十一人とその の時は私の祖母・松本八
関係者です。

八木退次、中山辰之助、 一緒に参拝しており、記
平新一、高木愛一、森川 念写真にも収まっていま
善一、武久逸郎、西山幸 す。

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

議員に当選された大正十 八年に第二次本店・工場 ると判明したことは実に
四年に祝賀の宴席を催さ から門真に移転された後 うれしい限りです。
会長 松本好治
大正14年、大阪市の連合区会議員に立候補し、28人中
第２位で当選する。（料亭「花屋」での祝賀宴席の写真）

れた料亭です。現在のコ も度々大開を訪ねて来ら
ンビニエンスストア「セ れています。

料亭「花屋」があったとされる現在のセブンイレブン
（高架下右側）

協賛広告募集中

北京飯店

( 2 )
令和３年１１月１日

