




新年明けまして、おめでとうございます。 
皆様にはお健やかに良いお正月をお迎えのこととお喜び申しあげます。 

              
デフレからも脱却し、史上最長の景気回復が続いているといわれていま 
す。三菱電機も業績が好調の様で株価も堅調です。喜ばしいことですが 
これから物価上昇が続くとすれば景気によって収入が変わらない我々 
にとっては、物価の下落が続いたここ数年のほうが良かったともいえます。 
 
小泉内閣の構造改革路線を引き継ぐ形で 安倍内閣が発足し、「美しい 
日本」 をスローガンにスタートしました。 

 
具体的な政策はまだ何も見えていません。しかし、財政再建だけは避けて通れない課題であり、健康

保険や介護保険などの保険料が上がる一方、医療費の自己負担増や介護サービスに対する対価も増

えてきており、高齢者の生活向上については政治には期待が持てないようです。 
今まで培ってきた経験や人脈を生かしつつ楽しく有意義な日々を過ごそうではありませんか。 

昨年１０月に菱の実会の事務局として活躍していただいていた岩松 孝壽さんが退任され、常駐の役

員はいなくなりましたが（群馬菱の実会への連絡は今まで通り労働組合で受けていただくよう願いして

あります）、今年も役員一同、少しでも会員の皆様に喜んでいただけるような活動を行うよう頑張りたいと

思います。皆様の一層のご協力をお願いします。 
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群馬菱の実会だより 2007-1-8(月) 

お疲れのようです・・・ 

 

年頭に当たって              群馬菱の実会 会長 長嶺 元 

菱の実会の皆様、新年明けましておめでとうございます。 
それぞれすばらしい元日をお迎えになったことと思います。また、日頃より 
弊支部の活動に対しましてご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 
弊支部は、昨年八月の役員改選により新執行部となり、三役の交代と専従 
役員の１名体制がスタートしました。 
これは残念なことですが、２名の専従体制基準（組合員５００人以上の支部） 
に満たなくなった為です。しかしながら、組合の存在価値・意義をしっかりと 
行動に出せるように新執行部全力で頑張る所存であります。   
さて、菱の実会の皆様には、昨年秋の“若林ひでき”の支援活動については大変なご協力をいただき

ました。本当に有難うございました。本年もご支援宜しくお願い致します。  
一方、馬電においては一昨年四月より給湯機専門製作所として再スタートしました。昨年八月には本

格的な給湯機工場として生まれ変わり、日産千台を超える能力を持つことが出来ました。 
現役の我々は、三菱電機の“オール電化”の牽引役である群馬製作所を、更に発展させていくことが 
ミッションであります。ＯＢの皆様に“元気な馬電”を感じていただけるように、しっかりと諸活動をして参

りたいと思います。 
最後に、群馬菱の実会の益々の発展と皆様方のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせて 
頂きます。 

 

群馬菱の実会の発展を願って  

 

三菱電機労働組合群馬支部 

執行委員長  荻原 浩良 
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順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 関根 詔三 ８４ 70.8 

準優勝 寒梅 達男 ８２ 71.2 

３位 篠崎 辰夫 ９９ 71.4 

４位 坂田  修 ７３ 71.8 

５位 竹沢   宏 ７６ 72.4 

６位 田口 勝也 ８２ 72.4 

７位 田島 保夫 ９４ 72.4 

８位 中島  進 ８６ 72.8 

９位 橋本 保彦 ８８ 73.6 

１０位 鈴木 清一 ８７ 73.8 

 

１２月５日（火）大間々カントリー倶楽部に於いて、 

３４名参加し実施しました。初冬でもあり朝の冷え込み

が若干有り、気温は 0℃、しかし風は無く冬場としては

最高のゴルフ日和となり、参加者皆楽しい１日を過ご

すことが出来ました。 

 参加３４名の平均スコア（グロス）が、「８９」 という 

大変レベルの高い内容でした。 

 

第２９回 ゴルフ愛好会コンペ報告  関根 詔三さん 優勝 

第４５回（秋季）グラウンドゴルフ大会 柳沢 勝利さん 優勝 

秋季グラウンドゴルフ大会が、去る１２月１８日

（月）利根グラウンドゴルフ場で１８人の参加で

行なわれました。先月の予定日が雨のため１

ｶ月遅れの開催となりましたが、晴天に恵ま

れ、赤城コース・榛名コース・妙義コースの２４

ホールで熱戦がくりひろげられました。 

結果は、１本のホールインワンを出した柳沢

勝利さんが優勝カップを手にしました。 

次回の第４６回（冬季）大会は２月１９日（月）に

開催予定となっておりますので、多数の参加

をお願いいたします。 

順位 氏 名 ＨＤ スコア １打 ２打 

優勝 柳沢  勝利 ０ ５９ １ １２ 

準優勝 平賀   一 ２ ６２ １ ９ 

３位 斉藤  慶蔵 １ ６３ ０ １２ 

４位 増田  三郎 ３ ６４ ０ １２ 

５位 根岸利喜蔵 ４ ６５ ０ １３ 

６位 高橋  勝美 １ ６５ ０ １０ 

７位 滝 亀三郎 ３ ６６ ０ １１ 

８位 茂木 鶴次 １ ６８ ０ １０ 

９位 茂木さと子 ０ ７０ ０ ６ 

１０位 根岸佳代子 ３ ７０ １ ５ 

 

ボランティア活動（清和荘のガラス清掃）応援の御礼 

 １２月の恒例行事である清和荘のガラス拭き作業が 12 月１６日（土）に行われました。 

年々社員が減少し OB に期待が寄せられている中、多数の参加有難うございました。 

入所者からは「毎年三菱電機からガラスの清掃に来てくれるので、外の景色が良く見えるよう

になり楽しい気分になります、特に朝の太陽がまぶしく見えるようになり大変ありがたい」 と 

感謝されています。協力有難うございました。MGV からも御礼がありました、報告します。 

 

             パソコンサークルヘのお誘い 
            毎月第一月曜日、午後一時半になると、一見パソコンとは縁のないよ

うな中年男性が組合事務所に集まってきます。現在メンバーは１５名。パソコンのレベルは 
まちまち。それぞれの疑問点や質問を出し合い知っている人が答える形で進めています。 
しかしいつの間にかパソコンはそっちのけで関係のない話題で和気藹々。メンバーのいい 
コミュニケーション、情報交換の場となっています。堅苦しい「パソコン教室」ではありません。 
こんなサークルを一度のぞいてみませんか。お気軽にご参加ください。お待ちしています。 



（３）No．１６５ 

【 会員投稿 】 
「世界ガーデンめぐり(２)イングリッシュガーデンの庭園形式あれこれ」    細 野 孝 雄 

表題通りの難しい事を述べようとしている訳ではないので、

写真を見ながらついでに文章を読んで頂ければそれでＯＫ。

英国の王侯・貴族たちの大庭園は、幾つかのガーデンの組

合せで出来上がっていて、豪勢なものだ。18 世紀頃から、

世界を支配した富に物を言わせて、世界中から珍しい植物

をやたら持ってきちゃって、自分の領地に植えて仲間に見

せて自慢する悪趣味が流行し今に至る。当時の女王だって

資金提供してやらせていた。世界中の珍しい植物を探し求

めている連中のことをプラントハンター（plant hunter）
と言い、存在に歴史がある。 
 
 

①ノットガーデン（knot garden） 
さて、あなたが英国の庭園を訪れると、必ずどの庭園でも良く

似たデザインの庭園が出て来るのに気が付く筈だ。まず、必ず

出会うのが、良く刈り込んだ草つげの低い垣根風の柵に縁取ら

れた中にハーブ類を植えた形式の庭園で大概シンメトリーに

なっているが、これを「ノットガーデン」と言う。あたかも草

つげの垣根が編まれた様に見えるからだ。欧米人種はシンメト

リー（左右対称）が好きで（基本で）、センターをずらしただ

けで新しいデザインとして注目されると聞く。 
 

 
②ボーダーガーデン（border garden） 
名前の通り庭の境目を構成するような細長く構成された花

一杯の花壇。日本人の多くは、花一杯で構成されるこのガ

ーデンが好きで、これをもって、イングリッシュガーデン

と思っている人達が多い気がする。カラーコーディネート

の植え方を考え出したり、通常方形なノットガーデンを５

つのサークルでデザインしたガートルード・ジーキル女史

が有名。 
 
 
 

③ウォールドガーデン（walled garden） 
名前は壁（大概レンガ壁）に囲まれた花壇。メキシコ湾流が

流れているとは言え、樺太と同緯度にある英国は寒い国だ。

その上、海底が隆起してできた国土は山は無いが至る所石灰

岩の大地でネイティブな植物に恵まれない国土だった。だか

ら世界中からめずらしい植物をやたら採ってきて植えた。耐

寒性の無いものは、オランジェリやグラスハウス、コンサバ

トリーと言った温室で育てるが、それほどでもない植物はこ

のウォールドガーデンで育てる。つまり、レンガ壁の保温性

と風よけで比較的暖かい環境が作れるからだ。レンガ壁の前

に偶然植えたのではなくて、植えるためにレンガ壁をデザインしている。

ノットガーデン＜ハットフィールドハウス＞ 

ボーダーガーデン＜ＲＨＳガーデンウィズリー

＞ 

ウォールドガーデン＜ウェイクハースト＞ 

＜ハンプトンコートパレスの庭園＞ 

＜ 続 く ＞ 



（４）No．１６５ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１月の 
 囲碁愛好会 

１月１５日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １月の麻雀会 
１月１１日（木） 
１月２６日（金） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 1/１０(水)19 日(月) 
下山國夫（0277-78-3204） 
荒井昭三（0276-52-0803） 

３ 
１月度 
グラウンドゴルフ例会 

１月２２日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

 

希望者は直接会場へ 

雨天中止 

４ ゴルフ愛好会例会 未定  
萩原（56-3852）関根（31-8410） 

坂田（25-8732）石尾（52-2636） 

５ 
２月の 

パソコンサークル 

２月５日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
２月の 

カラオケ月例会 

２月５日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：1 月３１日（水）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１月２２日（月） 

１３：３０～ 

８ 幹事会 
２月５日（月） 

１６：００～ 

組合会議室 

都合の悪い場合は、事務局

まで忘れずにご連絡をお願

いいたします 

* ホームページで、“HISHINOMI・DESK CALENDAR ”を掲載しています。ご利用下さい。 

編集後記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  行            発行責任者  長嶺 元              三菱電機労働組合群馬支部 
2007-1-8  No.165    編集「菱の実会だより」編集委員会           ℡ 0276-52-3874 

 
菱の実会だよりホームページ アドレス http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 

FAX 0276-52-3207 

新春のお慶びを申上げます、今年も宜しくお願い致します。 
後記作成にあたり、「菱の実」No163 号の名川柳（ご覧にならない人が多いと寂しい！）

＜会報を 読まぬ阿呆に 見ぬ阿呆＞ が思い出されます。 
＜片しても なお置き去らる 粗大ゴミ＞  現在、私の地域では不法投棄のゴミに 

悩まされています。今年こそはその無頼な行為を根絶したいと、諸策を考えております。

防犯灯・監視カメラ等 皆様のご助言をお待ちしております。 
＜粗大ゴミ 拾う神あり リサイクル＞  私も捨てられる前に何とかリサイクル、  

お役に立てるよう、今年も頑張ってゆきたいと思っております。 
＜リサイクル されぬ阿呆に せぬ阿呆＞ 奥様を大切に！ 

（境野 賢治記）  



（３）No．１６８

【 会員投稿 】

「世界ガーデンめぐり(２)イングリッシュガーデンの庭園形式あれこれ」 細 野 孝 雄

④ポンドガーデン(pond garden)

人工池を中心にした人工花壇。池の中では蓮の花を咲かせ

たり、水生植物を育てたり。

⑤サンクンガーデン(sunken garden)

地面を周囲より掘り下げて、見下ろす感じに作った庭園。

ポンドガーデンはサンクンに作られていることが多い。

⑥キッチンガーデン(kitchen garden)

キッチンで料理に使う野菜を育てる菜園のこと。ハーブ類

をはじめおなじみの野菜が栽培されている。

ちなみに、前回ご紹介したクライストチャーチのフラワー

コンテストの個人宅部門では、キッチンガーデンがあるこ

とが条件に決められている

⑦メイズ(maze)

迷路のことだ。垣根になるような潅木で作られている。子供

用は背が低いが、本格的なのは当然大人でも見通しがきかな

い。ハンプトンコートパレスのものが巨大で有名。

おまけ

寄せ植えとカラーコーディネーション例

湿度が低いので密植ができ、カラーコーディネーションが

素晴らしい。 （隠れ庭園デザイナー 2006.09.01）

ポンドガーデン＜ハンプトンコートパレス＞

サンクンガーデン＜ハンプトンコートパレス＞

キッチンガーデン＜ネブワースハウス＞

子供用メイズ＜ネブワースハウス＞

おまけ＜ハンプトンコートパレスガーデン＞


