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新会長就任のご挨拶
杵渕

喜善

向暑の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し
上げます。
日頃から菱の実会活動へのご参加、ご協力を頂き誠にありがとうございます。
令和 2 年度より前大塚会長の後を引継ぎ会長を努めさせて頂くこととなり
ました。
今年度(第 34 回)「群馬菱の実会」総会においては、収束の見えない新型コロ
ナウィルス感染拡大の影響により中止となりました。今年は役員の改選の年でもあり、総会の場
で新役員の承認を頂く事が出来ず、書面決議と言う形で承認を頂きました。世界中がこの新型コロ
ナウィルスの影響で大変ことになっている状況からやむを得ないことと思います。
私は菱の実会に入会し、まだ会長をさせて頂く程経験を積んでおりませんが、微力ながら新役員と
もども会員の皆様のご支援、ご協力を頂きながら会の目的であります、親睦と啓発のため役員一同
力を合わせ活動して行きますので、よろしくお願い申し上げます。
この菱の実会も高齢化が進み、また新規入会者も少なく役員選出には毎回苦慮しているとこであり
ます。会員の皆様から色々な情報とご意見を頂きより良い方向へ進めていけたらと思っております。
また、高齢化に伴い各行事や愛好会活動への参加者も少なくなってきておりますので、会員の皆様
方の健康増進のためにも、積極的な参加をお願いいたします。
菱の実会会長として、至らない所も多々あるかと思いますが、会員の皆様方のお力添えを頂き会運
営を行って参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

令和２年度・群馬菱の実会総会書面決議の結果報告
本年度の群馬菱の実会総会は，新型コロナウィルス感染拡大防止のため，開催は取りやめ
書面による決議とし，書面決議票をご提出いただきました。
その結果について下記のとおり，ご報告いたします。
書面決議の結果
総会員数 297 名
回答者数 194 名
決議事項
承認
不承認
無記入
１．令和元年度「活動報告」
194 名
０名
0名
２．令和元年度「会計報告」
193 名
1名
0名
３．令和２年度「活動計画」（案）
192 名
０名
2名
４．令和２年度「予算」（案）
191 名
1名
2名
５．令和２年度「役員」（案）
191 名
1名
2名
以上、決議事項は過半数をもって承認されました。
ご協力いただきましてありがとうございました。
今回、はがきの回答の中に、会の運営について貴重なご意見を頂きました。ご意見に対しては、
役員会で十分検討して、より良い運営ができるように心がけて行きますので、今後ともよろしく
お願いします。
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令和2年度 各行事一覧(計画と実施状況)

2020年 6月 1日現在

実施計画

行事

行事、日時、場所等

実施見込み

申込等

馬電 ゲストセンター

―

中止
中止

秋の親
秋の親睦旅行 10月中旬
睦旅行

未定

―

中止
中止

ｶﾗｵｹ発 菱の実会・MHK菱花会交流 カラオケ発
表会 表：2021年2月頃

尾島行政センター
多目的ホール 13時～

総会

総会 4月14日(火) 14時～

だより だより 7月、10月、1月、3月号発行
1)幹事会：毎月第一月曜日、15時～
会議

2)役員会：毎月第三月曜日、13時30分～
3)幹事・愛好会合同研修会 2021年2月

―

―

発行月変更

労組会議室

―

5月の幹事会を除き実
施する予定

―

実施予定

未定

カラオケ愛好会
・毎月第三水曜日：10時～15時
大会：5月、7月、10月、2月 計4回

例会(割烹 朝日)、
例会以外(ｶﾗｵｹばんば
ん)を原則

忘年会&ｸﾘｽﾏｽ会：12月
グランドゴルフ愛好会
・毎月第三月曜日：9:15 集合(雨天中止)
大会：5月、9月、2月 計3回

だより1月号で
未定
募集予定

利根川ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場
例会は、直接会場へ

申込み：毎月
4～5月迄休止、6月以
の1日迄
境野 賢治 降は、実施する予定
0276-52-4499

大会参加費：
300円(例会
は、無料)

高橋 豊

4～5月迄休止、6月以
降は、実施する予定

0276-52-4134

8月、12月、1月：休み
パソコンサークル
【ﾊﾟｿｺﾝ+ｽﾏﾎで、過ごし方改革】
「ﾊﾟｿｺﾝとｽﾏﾎ」を活用して、これからの過
ごし方をより楽しいものにしていくことを目

労組会議室

ご自由に参加
4～6月ﾃﾚﾜｰｸで実施。
ください
7月以降は、実施する
篠崎 辰夫
予定
048-501-6356

指します。
・毎月第一月曜日13:30～14:45
愛好会 ゴルフ愛好会
①2020年 6月 3日(水)

鳳凰ｺﾞﾙﾌ倶楽部

②2020月 8月12(水)

大間々ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

③2020年10月 1日(木)

城山ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

④2020年12月 2日(水)

大間々ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

⑤21年 4月 詳細未定

大間々ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

麻雀愛好会
・毎月第四木曜日 9:00～16:00頃迄

ブライダルスクール
会費:1,000円

ハイキング愛好会
6/8(月) 岩櫃山、7/13(月) 尾瀬 アヤメ平、8/24(月) 黒斑山、
9/14(月) 浅間隠山、10/12(月) 鹿俣山、11/9(月) 鼻曲山、
12/14(月) 鈴ヶ岳、1/11(月) 古賀志山、2/8(月) 吾妻山・大形山、
3/22(月) 有笠山
ボランティア活動(ぴっころ作業支援)
尾島ぴっころ作業支援
5月、7月、9月、11月、2月 5回/年
センター
13:00～15:00

参加者募集
関根 詔三

計画通り実施する予定

0276-31-8410

0276-52-0803

4～5月迄休止、6月以
降は、実施する予定

橋本 功衛

4～5月迄休止、6月以

荒井 昭三

0276-52-4260 降は、実施する予定

杵渕 喜善

5月は、中止。7月以降

0276-56-7590 は、未定。

ねぷた
ねぷた祭り 8月14日(金)、15(土)
尾島町
―
祭り
注)各愛好会への申し込み・確認等の連絡は、愛好会の責任者にお願いします。

中止
中止
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新入会員紹介
わきざか

とおる

脇坂

徹

群馬県伊勢崎市境下武士

昭和 49 年入社 温水器工場、石油ファンヒーター工場を経て営業へ、営業で住設、
石油ファンヒーターを担当した後、営情シ（本社）へ転任。平成 5 年馬電営業に
戻ります。
その後 2000 年から資材に在籍、2006 年再度営業に戻り、2016 年６０歳を迎え約
３年間嘱託を経て２０１９年２月退職しました。その間、組合役員も２期経験さ
せていただき菱の実会にも触れることがあり、菱の実会旅行（鎌倉）も同行した
経験があります。
今回、3/1 よりＭＤライフにお世話に成ることになり、それを機会に菱の実会に参
加させていただきます。OB の方には知っている人がいなくなった等、なかなか馬
電内に入りずらい等聞いていますが、ＭＤライフでは社販等も担当しております
ので、気兼ねなくお尋ねください。
とうぞよろしくお願い致します。

協力会社紹介
【三菱電機エンジニアリング㈱ [MEE] 紹介】
三菱電機エンジニアリング株式会社 静岡事業所 群馬支所
「群馬菱の実会」会員の皆様におかれましては、いよいよご清栄のことと、お慶び申し上げます。
さて、この度、「群馬菱の実会だより」への寄稿の機会をいただきまして、誠にありがとうござ
います。
拙文ではございますが、弊社の概要をご報告させていただきます。

1. 会社概要
三 菱 電 機 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 [ 英 名 ： MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY
LIMITED/略称：ＭＥＥ]は、1962 年 2 月 1 日に設立されました。
企業理念「人と技術と品質で信頼を築きます。」とスローガン「技術が支える確かな未来」
を掲げ、主に 三菱電機 や様々なお客様の設計・開発と当社オリジナル製品の企画から販売ま
でを手がけている 会社 です。
家電から宇宙まで、ソフトからハードまで、幅広い事業分野と技術力で、豊かな社会づくり
に貢献しています。
2. 三菱電機エンジニアリング静岡事業所群馬支所の概要
群馬支所は、1984 年に当時ＭＥＥ東京事業所の管轄で開設され、主に石油ＦＨや電子レンジ、
クリーナー、電気温水器の設計業務を担当していました。
1985 年から、光ピックアップの設計業務やパソコンの品質管理業務も加わり、以後、
馬電の変革とともに歩んできました。
2005 年の馬電構造改革により、加湿機と空清機・除湿機の三菱電機ホーム機器株式会社[ＭＨ
Ｋ]への移管と合わせて弊社社員の 8 名もＭＨＫへ出向者となり、その後、事業所管轄である
静岡事業所との空調連携により、現在では、馬電・ＭＨＫ・静電の 3 場所の業務を担当して
います。
同群馬地区は三菱ヒートポンプ給湯機と電気温水器の各種設計業務と、付帯する品質評価/管
理やドキュメント制作を主力業務として、総勢 47 名(静岡事業所管轄含む 62 名)で対応して
おります。

3. ＭＥＥの中期ビジョン「ＳＨＩＮＫＡ２２」
弊社も今年で創立 58 年となりますが、2022 年の中期ビジョンとして
[培った技術とノウハウを進化させ、最大の価値を提供する技術集団をめざす]
を基本方針として、今後も馬電給湯機事業の更なる事業拡大と社会活動への貢献に努めて参
りますので、菱の実会会員の皆様におかれましても、従前にも増してご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。
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祝・長寿

（ 令和２年 4 月～7 月度 ）
５月：真下 富夫様

菱寿 （８５歳）

６月：関口 宏様
７月：小川 実様

喜寿 （７７歳）

４月：小平 昌司様
５月：小林 昌樹様
６月：平賀 一様、須永 宏様、坂田 修様
７月：佐藤 英二 様、赤石 眞希様、里見 弘多様

紙面版菱の実会だよりの次回発行は令和２年１０月１日
の予定です。
なお、菱の実会ホームページは、毎月１日に更新・発行
しています。
（ネット会員へメールで毎月ご案内）
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● 編集：「菱の実会だより」編集委員会
〒370-0492

「草津湯菜の宿 杓凪華」も補助適用登録施 設 です

群馬県太田市岩松町 800
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杵渕

喜善

三菱電機労働組合群馬支部内
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