
会員動向のお知らせ（平成２８年度）    
群馬菱の実会事務局 

＜新入会員＞     平成２９年４月１日 更新 

「 秋山 雄一 」 さん  （平成２８年５月入会）  静岡市葵区 

「菱 孝」さん 

（４月入会） 

 

伊勢崎市境百々東 
 

1968 年 4 月 1 日に三菱電機に入社し、配属先が群馬製
作所になり 5 月に赴任。研修生時代を総務で過ごしその
後品証部、製造管理部、電子機器製造部、技管課、品証
部情報機器製造部、出向、製造管理部、本社と数年単位
で職場を変わり、2012 年 3 月 31 日に退職。退職後、1 年
間はのんびりしたが、2 年目からは、群馬県教育委員会で
嘱託職員として働き、現在 4 年目になっている。 三菱電
機在職中の種々のことが、私を人間的に成長させてくれた
ことに感謝している。  
現在は、週日は教育委員会の業務や頼まれたことを行い
週末は庭で草花と遊んでいる。気力が続く限りはこの生活
を続けるが、今は孫の成長が楽しみな日々でもある。 

「伊藤公泰」さん 

（４月入会） 

 

深谷市東方 

 

１９７３年４月（２３歳）群馬製作所人社 総務課配属 
１９８３年４月（３３歳）稲沢製作所 転任 
１９９０年１月（４０歳）福岡製作所 転任（勤労課長） 
１９９５年６月（４６歳）東洋高妙乾電池出向（総務部長） 
１９９８年６月（４９歳）群馬製作所 転任（総務部長） 
２００２年６月（５３歳）住環境システムズ（本社総務 B） 
２００５年４月（５５歳）三菱電機ライフサービス転籍（本社総
務部長） 
２０１２年４月（６２歳）健康保険組合（常務理事） 
２０１６年３月（６６歳）同退職 

「梶塚貞夫」さん 

（４月入会） 

 

熊谷市妻沼小島 

 

１９７４年４月１日 入社 馬電総務部総務課 

１９７５年３月１６日 製造管理部商品技術課試作係 

１９８３年１０月１６日 製造管理部工機課試作係 

１９９７年１０月１６日 石油ﾌｱﾝﾋｰﾀ製造部開発試作課 

２０００年４月１日 製造管理部工機課工機係 

２００３年４月１日 給湯ｼｽﾃﾑ製造部工作課 

２０１２年４月１日 給湯製造部製技課 

退職後の予定は別に考えておりませんしばらくは､健康に

留意してのんびり生活しようと思っております。 

桒原（くわはら） 幸雄 さん （４月入会）  太田市粕川町 

「中島寿夫」さん 

（１１月入会） 

 

太田市亀岡町 

 

 

 

1971年入社。1984年ＭＨＫ出向。2013年退職 

約 40年間､各種商品の開発を担当。特に炊飯器は
30年間,設計､試験､試作の開発全般を担当 。 

退職後の活動：山歩き､ﾃﾆｽ等運動で健康維持を中
心 

 

 

 



＜祝長寿＞ 

竹沢 由光 様 菱寿  ８５歳 1932/04 

本木 博史 様  喜寿 ７７歳 1940/04 

江森 久記 様  喜寿 ７７歳 1940/02 

佐藤 辰利 様  喜寿 ７７歳 1940/02 

小暮 俊一 様  喜寿 ７７歳 1940/02 

橋本 保彦 様  喜寿 ７７歳 1940/02 

近藤 正司 様  喜寿 ７７歳 1940/01 

関根 正次 様  喜寿 ７７歳 1940/01 

岩田 尚之 様  喜寿 ７７歳 1940/01 

増田 紀昭 様  喜寿 ７７歳 1940/01 

木部 欽次 様 菱寿  ８５歳 1931/12/03 

森川 勝美 様  喜寿 ７７歳 1939/12/04 

大谷 清輔 様  喜寿 ７７歳 1939/11/04 

福田 興司 様  喜寿 ７７歳 1939/11/01 

田部井 朝保 様  喜寿 ７７歳 1939/10/10 

櫻井 信捷 様  喜寿 ７７歳 1939/10/19 

佐藤 好一 様  喜寿 ７７歳 1939/10/26 

中野 嘉博 様  喜寿 ７７歳 1939/10/30 

宍倉 周作 様 菱寿  ８５歳 1931/08/12 

小沼 政雄  様  喜寿 ７７歳 1939/08/03 

倉田 秀男 様  喜寿 ７７歳 1939/08/15 

田島 保夫 様  喜寿 ７７歳 1939/09/24 

木村  直 様  喜寿 ７７歳 1939/04/25 

久保 弘行  様  喜寿 ７７歳 1939/06/09 



小倉 孝男 様  喜寿 ７７歳 1939/06/18 

佐藤  勇 様  喜寿 ７７歳 1939/07/18 

 

＜訃報＞ 

「岡田 進」さん 享年 

７２歳 

 

５月１９日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

「松木 延八」さん 享年 

７７歳 

 

５月３０日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

「橋本 一郎」さん 享年 

６５歳 

 
９月２８日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

「栗原 正吾」さん 享年 

７４歳 

 

１０月２５日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「富岡 保夫」さん 享年 

７９歳 

 

１１月１０日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「川口 博」さん 享年 

７３歳 

 

１１月１３日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「中村 啓二」さん 享年 

８２歳 

 

１１月２１日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「田部井元保」さん 享年 

８２歳 

 

１２月３日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「高柳 とく」さん 享年 

８５歳 

 

１２月１９日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

「野村 庄平」さん 享年 

８４歳 

 

平成２９年１月２９日にご逝去されま

した。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 



「倉田 英男」さん 享年 

７７歳 

 

平成２９年２月１５日にご逝去されま

した。ご冥福をお祈り申し上げます。 

「瀧 亀三郎」さん 享年 

８１歳 

 

平成２９年３月１８日にご逝去されま

した。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 


