今年も『甘茶で藤まつり』は
中止します
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「道」の発行やホームペー
ジの維持管理など滞りな
く活動することができま
した。
左に令和三年度事業会
計収支報告書を掲載し、
心から御礼申し上げます。
相談役 藤本 賢司

ご 支 援 に 感 謝

に実施します。
当事業委員会の活動費
〇第十六回ぜんざいパー は、多くの支援者のご寄
ティの開催は未定で
付で賄われています。中
す。
でも社会福祉協議会から
毎年頂く助成金（共同募
金配分金）は、活動を根
本から支える貴重な財源
さらに二〇十四年には となっています。
「松下幸之助創業の地」
お陰様で今年度も会報
記念碑建立十周年懇談会
を倶楽部五階大ホールで
開催いたしました。
また今年二〇二二年四
月七日（木）には倶楽部
電壮会会員の方々に創業
の地・大開を訪ねていた
だきます。
この様な御縁が出来ま
した中央電気倶楽部様と
はこれからもよりよい関
係を保っていければと思っ
ています。
会長 松本 好治

依然として新型コロナの終息が見えません。残
念ながら昨年に続き今年も大開公園で開催予定
〇会報「道」を発行
の藤まつりを中止します。
四月一日春号
の下は「密」になるこ
十一月一日秋号
とが避けられません。
新型コロナや複数の 〇第十四回藤まつり
新型コロナで中止し
変種ウイルスが収まら
ない限り、藤まつりの
ます。
開催は、非常に危険で 〇記念碑の定期点検
す。
五月二十二日（日）
事業委員会としては、
止むを得ず中止を決定
しましたので、紙面を
通じてお知らせします。
何卒ご了承ください。

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
十三回に亘って藤まつ
りを開催してきました。
十二回目からは来訪者
に甘茶をふるまい大い
に喜ばれました。
当日は、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。野外とは言え藤棚

中 央 電 気 倶 楽 部 との出会い
当時常務理事をされて
いた西牧隆利様の倶楽
部への入会の勧めで翌
年二〇〇八年中央電気
倶楽部個人会員になり
ました。
以来、西牧様とは松
下幸之助さんを通じて
の交流が始まりました。
その年の二〇〇八年
に倶楽部五階大ホール
で催された作家・北康
利様の講演会「同行二
人 松下幸之助と歩む
旅」にも大開の方々も同
席し聴講しました。
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福島区「大開町と松下幸之助に関する事業」委員会
松下幸之助さんが昭
和七年五月五日に五階
大ホールで水道哲学」
「企業の真の使命」を
打ち立てた中央電気倶
楽部とはどのような処
であるのか知りたく、
電気倶楽部開館最終日
にアポイントも取らず
直接に出向いたのは今
から十五年前の二〇〇
七年のことでした。
にもかかわらず倶楽
部職員の方は五階大ホー
ルに私を案内してくだ
さいました。帰り際に
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松下幸之助さんアーカイブス（その四）
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令 和三年度

昭和十二年に結婚式を
挙げた私の父母は祖父・
松本梅三郎が松下幸之助
さんから買った第一次本
店・工場の床の間で結婚
記念写真を撮影していま
す。その写真を今も私が
持っています。その床の
間は私の幼い頃の記憶に
残っています。
父母の結婚から三年後、
昭和十五年に祖父・松本
梅三郎は亡くなりました。
祖父の告別式には松下
幸之助さんからの「しき
び」が立てかけられてい
たと生前の母から聞いて
いました。
さらに私が大開小学校
の生徒時代の昭和三十年
代、私達が武久のおばちゃ
んと呼んでいた人が我が

家に来て「今、西宮の松
下の本宅に行ってきてん。
奥様のむめのさんがおば
ちゃん上がり上がりと言っ
て上げてもらい食事をよ
ばれてきてん」と母親と
話をしているのを横で聞
いていたことを子供ごこ
ろに憶えています。
その時は武久のおばちゃ
んと松本家の関係が解ら
なかったのですが今、思
うと十一会（といちかい）
のメンバーのひとりであ
る武久逸郎さんの親族だっ
たのです。
幸之助さんは大開を去っ
たあとの昭和三十年代に
なっても十一会（といち
かい）の人たちと交流を
されていたことが解り嬉
しく思っています。
会長 松本 好治

野田阪神 中華レストラン

特 別 寄 稿

現在も脈々と受け継が
れており、そしてＰＨ
Ｐ研究所にも「綱領」
があり、松下政経塾に
も「塾是」というもの
がそれぞれあります。
そして一九三二年五
月五日の第一回創業記
念式典（堂島の中央電
気倶楽部にて開催）の
中で、当年を命知元年
と定め、「産業人の使
命は物資を水道の水の
如く（安価な製品を）
無尽蔵に供給すること
で、社会から貧乏を克
服し、楽土を建設する
ことにある。」（水道
哲学）と発表されまし
た。松下幸之助氏が興
した事業の中で現代の
ＳＤＧｓの考え方は今
に始まったことではな
く、九〇年前の「社会
から貧乏を克服し、楽
土を建設すること」と

〇 四月一日に会報三十
松下幸之助氏が目指した理想の社会の実現と
四号を発行しました。
現代のＳＤＧｓ（持続可能な一七の開発目標）について
〇 甘茶で藤まつりは中
松下事業委員会 副会長 市野 俊哉
止しました。
毎年四月に開催して
いました藤まつりは、
いう考え方は、言葉や
新型コロナの影響を
表現の違いはあります
受けて残念ながら中
が、現代のＳＤＧｓの
止しました。
実践であると考えられ
〇 記念碑の定期点検を
ます。
実施しました。
そしてＰＨＰ研究所が
毎年五月に実施して
一九四八年に発表した
いました記念碑の定
「ＰＨＰのことば（繁栄
期点検と清掃活動は、
の基（もとい）」の中に
新型コロナに配慮し
も 「限りない繁栄と平和
と幸福とを真理はわれわ
て十月に延期して実
れ人間に与えています。
施しました。募金者
人間が貧困や不安に悩む
名簿が刻まれたプレ
のは、人知にとらわれて、
ートを点検し、記念
真理をゆがめているから
碑の汚れを洗剤でき
であります。お互いに素
れいに清掃しました。
直な心になって、真理に
〇 十月一日に会報三十
順応することに務め、身
五号を発行しました。
も心も豊かな住みよい社
〇 ぜんざいパーティは、
会をつくらねばなりませ
中止しました。
ん。」と記されています。
毎年十一月に開催し
松下幸之助さんの事績
ているぜんざいパー
研究に携わる者として、
ティは、三密になる
松下幸之助さんの行き方
や考え方が時代を超えて
ことが 避けられ
通用することに勇気と誇
ないため、止むを得
りを感じます。
ず中止しました

昨今、テレビやネッ
トをはじめとするメディ
アにおいてＳＤＧ ｓ
（持続可能な一七の開
発目標）を耳にしない
日はありません。
松下幸之助氏の生涯
の活動の中で、一九一
八年三月に松下電 器
（現パナソニック）の
創業、一九四六年一一
月にＰＨＰ研究所の創
設、そして一九八〇年
四月には松下政経塾の
開塾といずれも「人類
の繁栄・平和・幸 福
（ＰＨＰ）の実現を目
指す」を主眼としたも
のでした。
一九二九年に制定し
たパナソニックの経営
理念「綱領」は「企業
は社会の公器」として

父・松本要治郎の挙式写真
（第一次本店工場跡の床の間にて）
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