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群馬菱の実会だより 2007-5-７(月) 

例年の通り多数の皆様の出席（１６５名）を得て盛大に開催することが出来ました。  主な議事内容は、 

① 会則改定-----平成２０年度より、年会費 ３、０００円 （ 現行 ２，０００円 ） 

② ボランティア活動者登録と連絡網構築    ③サークル活動（愛好会）の活発化 

① は今総会の最大の提案事項で、組合からの助成である定年退職者福祉基金が１８年度より廃止（１７

年度まで２万円/１人）され、将来的な財政危機に対する会費の値上げです。現在の会費２０００円

は、菱の実だより制作費と郵送料、慶弔費でなくなり、不足は福祉基金の積立を３０万/年くずして運

営しています。菱の実会を末長く維持して行くためやむを得ない会費の値上げの提案です。総会で

は全会一致で承認を得られました。都合で欠席された皆様にも事情お察しいただきたく思います 

② 昨年 9月岩松孝寿氏の転任により事務局が手薄となりましたので、ボランティア活動者の登録を行

い連絡しやすくします。又活動はこれまで同様馬電ＧＭＶと一緒に地域社会に貢献をして行きま

す。連絡は今まで馬電総務で同業務を担当していました高柳静雄さんが３月に退職しましたので、

任に当ります。なお総会欠席の人で登録できる方は、組合源田さん（５２-３７８４）迄連絡ください。 

③ サークル活動（愛好会）は、現在毎月シリーズで紹介、案内を行っています。健康の維持向上、生活

のエンジョイ、趣味の広げ等、良い面ばかりです。皆さん気軽に参加ください。 

菱の実会ではサークル活動をどんどん支援して行きます。先日の懇親会ではOBバンドのみなさん

が初披露してくださり、会を大変盛り上げてくれました。 

最後に総会に出席できない方の便りを例年通りしおりに載せ、会員間の情報として伝えています。 

皆さんなつかしく読んでいますので今後も通信欄に近況を記入ください。  これからも皆様に愛される

群馬菱の実会をめざして頑張って行きますのでご期待ください。             （幹事一同） 
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ゴルフ愛好会へのお誘い    
ゴルフの楽しみは沢山あります。コースが変われば景観も変わり、四季折々の楽しみがあります。 

特に春、新緑と、折々のお花見ながらのゴルフは格別。夏は、軽快な服装での良き汗かきも気持ち良

いものです。秋は秋で紅葉が楽しめます。冬は、若干寒さがありますが、冬景色見ながら等、１年通じ

て自然との触れ合いが満喫でき、ストレス解消で健康管理の一環ともなります｡ 

また、同組プレーする人との触れ合い（特に組み合わせには、毎回同じ人にならないよう配慮してい

ます）も、ゴルフならでは。 

そんなゴルフ愛好会へ参加 

してみませんか。 

最近プレー費も、一日遊ぶ 

割には手頃となっています 

（特に格安なコース、日程 

を選定しています）  

開催は年５回（４月～１２月） 

を予定。 開催予定は、 

「おしらせ」の欄に記載して 

います。是非ご覧いただき、 

多数のご参加をお待ちして 

おります。 

。 

平成１８年度（第八回） 囲碁大会  寺田久さん 優勝 
3月１２日（月）に赤城倶楽部で、８回目となります平成１８年度 囲碁大会を開催いたしました。 

今年度の参加者は１０名で、昼食を挟んで全員が４対局を行い、その得点（何目差で勝ったのか、負

けたのかで、得られる得点が違う）で順位を競い 

ました。朝９時半に集合して３時半頃まで、最後の 

半目を争うコウをつないで、勝ってた碁を負けして 

大笑いになるなど、名勝負？？？の連続で楽しい 

１日を過ごしました。 
 
成績上位の方は、次の通りでした。 

優 勝：寺田 久 さん（４戦全勝） 

準優勝：本木博史さん（３勝１敗） 

第三位：星野安正さん（３勝１敗） 
 

第３０回 ゴルフ愛好会コンペ報告 

岡部  勇 さん 優勝 

４月 5日（木）上武ゴルフ場にて第３０回大会を開催。

当日は若干北風が有りながらも春を思わせる好天の

中、３６名の参加を得て桜を見ながらプレー。 

1月～3月シーズンオフの練習の成果が現れた大変

良いスコアーで全員無事プレーを終了しました。 

上の写真は、満開の桜をバックにした記念写真。 

（パソコン上では、上の写真をクリックすると大きくご覧頂けます） 
 

順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 岡部  勇 ８６ 69.2 

準優勝 坂田  修 ７７ 69.8 

３位 高瀬 明生 ８４ 70.8 

４位 青野 久之 ９０ 70.8 

５位 佐藤 好一 ８２ 71.2 

６位 鈴木 清一 ８７ 71.4 

７位 立浪 嘉明 ９７ 71.8 

８位 竹沢   宏 ７５ 72.6 
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【 新入会員紹介 】 

 

群馬菱の実会の皆様、今度入会させて頂く、亀井多明男です。 

よろしくお願いいたします。 私の経歴を簡単に紹介させて頂きます。 

昭和３７年に入社し、平成２年まで試作係、その間５年間総務課応援で技能五

輪訓練の抜き型職種のコーチを担当。 

その後、工機工場４年、平成６～８年本社特機営業所に転勤、Ｈ８～１１年菱馬

テクニカへ出向、Ｈ１２年～営業部に所属し、定年後は、大好きな還暦野球を主

に、合間に息子が経営している自動車整備工場の営業をお手伝いします。 

 

 

今年３月末、４５年の会社生活を終え、４月より菱の実会の一員として仲間入り

をさせて頂くことになりました高柳でございます。 

在職中、菱の実会の皆様には、ボランティア等いろいろな場面でご支援、ご指

導たまわりまして、誠にありがとうございました。 

４月からは、菱の実会１年生、大組織の中の一員として変わらぬご指導をよろし

くお願いいたします。 

この度平成１９年３月３０日付にて三菱電機を無事卒業（定年退職）致しました。 
昭和３７年４月坊主頭で入社以来、４５年もの長期にわたり無事に職務を全う出
来たのは、良き先輩方に恵まれ、更には多大なるご指導頂いたためと深く感謝し
ております。大変ありがとうございました。 
私は、入社以来４０年間は第三工場にて現場（工作）を歩いてきました。クリーナ
及びファンヒータの生産に携わり、思い出は数多くありますが、最後の２年間はＬ
Ｆ東京社群馬支店（前橋）にて営業職務で会社生活の幕を閉じることが出来まし
た。現在、何の計画もなく毎日家でブラブラしておりますが、今後大先輩（菱の実
会）のアドバイスを受け、第二の人生を切り開いていきたいと思っております。よ
ろしくお願いいたします。 

訃報 内田 正一 さん（太田市阿久津町 享年７７歳）は 4月 11日ご逝去されました。 

服部 信道 さん（名古屋市北区平安 享年７３歳）は ４月１６日ご逝去されました。 

ご冥福をお祈りすると共に、謹んでお知らせいたします。 

ボランティアのお願い（太田市尾島ピッコロ福祉作業所の作業応援） 

 恒例になっています作業応援を今年も実施します。 
 参加いただける方は事務局（５２-３８７４組合源田さん）迄連絡ください 
 ・応援日  ６月１１日（月）～１４日（木） １３：００～１５：００ 
 

亀井 多明男 さん （平成１９年 3月退職）   群馬県太田市鶴生田町 

高柳 静雄 さん （平成１９年 3月退職）   群馬県太田市新田中江田町 

中庭  徹 さん （平成１９年 3月退職）   群馬県太田市宝町 

このほか、今回次の方が入会されました。 

・茂木 敏男 さん （平成１９年３月退職） 群馬県太田市大舘町 

・生田 三郎 さん （平成１９年３月退職） 群馬県太田市新田木崎町 

・井上 佳久 さん （平成１９年３月退職） 群馬県太田市岩松町 

・小林 初男 さん （平成１９年３月退職） 群馬県太田市西矢島町 
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◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
５月の 
 囲碁愛好会 

５月１４日（月） 
９：３０～ 赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ ５月の麻雀会 
５月１０日（木） 
５月２４日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 5/6(日)20 日(日) 
下山國夫（0277-78-3204） 
荒井昭三（0276-52-0803） 

３ 
第４７回春季 
グラウンドゴルフ大会 

５月２１日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：５００円） 

申込 5/17（木） 高橋勝美 

（0276-52-0398） 

雨天中止 

４ 
第３１回 
ゴルフ愛好会例会 

６月５日（火） 

8:20 集合 9:07ｓｔ 
大間々ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

5 月１４日（月）締切 

萩原（56-3852）関根（31-8410） 

川口（56-2678） 

長谷川（027-74-2056） 会費 10000 円（ﾌﾟﾚｰ･賞品･ﾊﾟｰﾃｨ･食事込） 

５ 
６月の 

パソコンサークル 

６月４日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
６月の 

カラオケ月例会 

６月４日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：５月３１日（木）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 
第７回太田でテニス

の輪をひろげよう会 

５月１９日（土） 

１１：００～１５：００  

集合１０：４０まで 
（厳守） 

サン・ 
スポーツランド 

会費２０００円 

５月１２日(土）まで 
近藤正司（56-0486） 
小野正江（31-8622) 
（詳細は＜ここ＞クリック） 

８ 編集委員会 
５月２１日（月） 
１３：３０～ 

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 ９ 幹事会 
６月４日（月） 
１６：００～ 

編集後記  

◎去る、４月２４日に実施されましたＨ１８年度菱の実総会には、多数の皆様の参加を

いただきＧＨ１０１ホールが満杯の盛況で実施されました。忙しい中、又遠方より参加

大変ありがとうございました。なお懇親会にも多くの方が参加され皆様久しぶりの再会

で、旧交を温めるとともに、ＯＢバンドの皆様によるバンド演奏が本邦初公演され大変

楽しい懇親会となりました。 

◎今年の総会は会費の値上げという大変なお願いを致すことになりましたが、今後群馬

菱の実会発展のためと、深いご理解を頂くと同時に、会員の皆様のなお一層のご支援ご

協力をお願い致します。 

（幹事一同、大谷記） 
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