
会員動向のお知らせ（平成３０年度）    
群馬菱の実会事務局 

＜新入会員＞     平成 31年 3月１日 更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。内田です。 

自分は 2010 年 4 月に中電から馬電に転任となり、その後 2015 年 3

月まで 5 年間馬電にお世話になりました。 

現在では三菱電機は退職しましたが、まだ関係会社である三菱電機
照明にお世話になっております。 

5 年間の馬電の思い出は 2011 年の東日本大震災と 2014 年の豪雪に
よる雪害です。震災ではその後のオール電化の停滞により事業に大
きな影響が出ましたし、雪害では製品保管テントの大部分が倒壊し
て一時的にお客様にご迷惑をおかけすることになりました。しかし

ながら馬電の従業員の皆さんの持ち前の団結力でこれらの苦境を乗り切ってきたこと
は、大いに感銘しましたし、その後の馬電の復活につながっているものと確信してお
ります。馬電で知り合った皆さんとは年に 1，2 度お会いして、懐かしい昔話ができ
ればとも思っています。どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

1972 年 入社 1996 年 労組（書記長 2 期・委員長３期） 

2010 年 菱馬テクニカ（常務） 2018 年 退職 

「對比地 弘志 （ツイヒジヒロシ）」 さん  
（平成３０年４月入会）  太田市新田木崎町 

 

「栗原 猛 （クリバラタケシ）」さん  （平成３０年４月入会）  太田市新田市野井町 
 

1973 年 入社 表面処理、特電、電商工作課 基板、光ピックアップ、工具 

暖房機 部品工作、給湯機、品証部品企 

2015 年 3 月定年退職 ⇒専門嘱託として入社 2018 年 4 月退職 

「内田 敏彦（うちだとしひこ）」 さん （平成３０年７月入会）  鎌倉市大船 

 

 

「篠原 幸雄 （しのはらゆきお）」 さん （平成３０年９月入会）  太田市龍舞町 

 

 

1970 年４月 三菱電機群罵製作所入社特電設計課に配属。 

1977 年 石油機器設計（石油テーブル､ＦＨ､給湯器設計） 

1996 年９月 ＭＥＥ出向石油機器設計課課長 

2001 午４月 出向解除 製造管理部技術管理課ＧＲ就任 

2003 年４月 製造管理部付専任 

2005 年 給湯器製造部開発企画課。原価企画関係      

2010 年 資材部賢材企画。原価企画とりまとめ。 

2012 年３月 定年退職。嘱託として再就職 

     原価企画とりまとめとして職務継続 

2016 年３月 退職 



 

 

 

 

 

 

＜祝長寿＞ 

児島 清己 様  喜寿 ７７歳 1941/04 

吉田 弘志 様  喜寿 ７７歳 1941/04 

井野 文人 様  喜寿 ７７歳 1941/05 

大竹  操 様  喜寿 ７７歳 1941/05 

志村 慶司 様  喜寿 ７７歳 1941/05 

鈴木 清一 様  喜寿 ７７歳 1941/05 

南日 国伸 様  喜寿 ７７歳 1941/06 

井上 征光 様  喜寿 ７７歳 1941/06 

益子 喜雄 様  喜寿 ７７歳 1941/06 

大槻 伸次 様  喜寿 ７７歳 1941/07 

梅山 忠利 様  喜寿 ７７歳 1941/08 

吉澤 俊夫 様  喜寿 ７７歳 1941/08 

倉上 純也 様  喜寿 ７７歳 1941/08 

日比野 浩一 様  喜寿 ７７歳 1941/08 

石井  博 様  喜寿 ７７歳 1941/09 

大沢 和夫 様  喜寿 ７７歳 1941/09 

櫻井 宏延 様  喜寿 ７７歳 1941/09 

真下 昌巳 様  喜寿 ７７歳 1941/09 

伊沢 昭一郎 様 菱寿  ８５歳 1933/10 

「笠田 利雄 （かさだとしお）」 さん （平成３０年１２月入会）  太田市由良町 

 

 

1975４月 三菱電機入社、群馬制作所に配属。 

   主に石油ファンヒータ、給湯機等の設計、品質管理担当 

2005 年 4 月 品質保証部に異動 

2009 年 10 月 三菱電機システムサービス（ＳＣ）に出向、転籍 

2017 年７月 退職 



相沢 浹治 様  喜寿 ７７歳 1941/10 

上村 統久 様  喜寿 ７７歳 1941/10 

高瀬 明生 様  喜寿 ７７歳 1941/11 

秋元 正夫 様  喜寿 ７７歳 1941/11 

坂田 孝志 様  喜寿 ７７歳 1941/11 

摩庭  有 様  喜寿 ７７歳 1941/12 

木暮 文夫  様 菱寿  ８５歳 1934/1 

加藤 武雄 様  喜寿 ７７歳 1942/1 

飯塚  徹 様  喜寿 ７７歳 1942/1 

境野 賢治 様  喜寿 ７７歳 1942/2 

高橋 利且 様  喜寿 ７７歳 1942/2 

益山 邦穂 様  喜寿 ７７歳 1942/2 

北野 雄樹 様  喜寿 ７７歳 1942/2 

田村 佳一 様  喜寿 ７７歳 1942/3 

 

＜訃報＞ 

高梨 靖士さん 享年 

７３歳 

 
９月１２日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

窪田 秀治さん 享年 

７３歳 

 
１０月４日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

吉田  壽さん 享年 

８０歳 

 
１１月２２日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 森  良雄さん 享年 

７４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。 

 



倉上 義男さん 享年 

７３歳 

 
１月５日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 


