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群馬菱の実会だより 2008-5-７(水) 

今年も会員（３５２名）の内、総会には１７１名の方々が出席され盛大に開催することが出来ました。 

平成１９年度の「活動報告」では例年の活動報告に加え、延べ人員 150名に上る各種ボランティア活

動が活発に行なわれた事が報告されました。 

今年は年会費 ３、０００円 （ 従来 ２，０００円 ）でのスタートです、将来的な財政危機に対処した昨

年度総会の承認事項でしたが、平成２０年度予算は、菱の実基金の取りくずし（平成１９年度は約 12

万円）なしで予算編成が出来、万一の出費発生の対応基金として運営する事となりました。 

① 「菱の実会だより」の郵送を役員の配達や「ホームページ」での配信者も増加、それ以外の配送を昨

年６月より、郵送から宅配制度に変更、平成１８年度にくらべ大幅に改善できました、皆様の中で新

たにパソコンを設置される場合は「菱の実会だより」メール配信の導入を頂ければ、郵送料低減の一

役となります、是非ご検討をお願い致します。 

② サークル活動（菱の実愛好会）及び各種仲間･サークル（同期会や趣味仲間他）の「菱の実会だより」 
シリーズ紹介を毎月実施しています、楽しい活動内容など是非投稿下さい、勿論会員各自の投稿も
お待ちしております。又「菱の実愛好会」には皆様お気軽に参加下さい。 

③ ボランティア活動はこれまで同様に馬電MGＶと一緒に地域社会に貢献をしています。活動に参加

を希望される方は、組合源田さん（５２-３７８４）迄連絡下さい。 

④ 例年同様、総会に出席できない方の便りをしおりに掲載してあります、是非在職時代の仲間の顔を

思い浮かべながらお読み下さい。 

⑤ 新会員２１名、馬電５代所長「神谷さん」も新会員として、総会・懇親会に参加頂きました。今後とも

「群馬菱の実会」発展の為、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。     （幹事一同） 

 

訃報 松川  實さん（太田市末広町 享年８２歳）は、４月６日ご逝去されました。 

ご冥福をお祈りすると共に、お知らせします。 

ボランティア報告 ・・・・ 

第２５回全国都市緑化ぐんまフェアー会場の清掃  

本州最大級の１００万本の芝桜が咲きほこる、太田市 

北部運動公園、４/１９（土）久し振りの晴天で約 5,000人 

以上が訪れた会場の清掃を実施しました。         

来訪者のマナーも良く、会場は綺麗に保つ事が出来 

ましたが、MGVの８名は-広～い会場を何度も巡回、 

美しい芝桜を見ながらの楽しいボランティアでした。 
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順位 氏 名 GRS NET 

優勝 高柳 静雄 91 70.6 

準優勝 長谷川正男 86 71.6 

３位 小池 利男 80 71.6 

４位 坂田  修 79 71.8 

５位 萩原十四夫 84 72.0 

６位 田口 勝也 89 72.2 

７位 竹沢  宏 82 72.4 

８位 寒梅 達男 88 72.4 

９位 井上 佳久 88 72.4 

１０位 中村 晴三 75 72.6 

 

第第３３５５回回  ゴゴルルフフ愛愛好好会会ココンンペペ報報告告    

 
 

【 新入会員紹介 】 森尻  政美 さん （平成 20年 3月退職） 太田市細谷町 

 

この度、入会させていただきました森尻です。諸先輩の皆様には会社生活に

おいて公私とも大変お世話になり、お陰様で定年を迎えることができました。

菱の実会の年間行事を送っていただきましたが沢山ありますね。不器用な私

でも参加できることがあるのかな～と､思ってます。 

――前向きに歩みたい--- また､定年後の心のありかた（ﾒﾝﾀﾙ）についても

ご相談したいときは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
小林   久 さん  群馬県太田市末広町 （２０年２月入会） 

森田  茂 さん  群馬県太田市新田木崎町 （２０年３月入会） 

戸谷 信男 さん  群馬県太田市脇屋町 （２０年２月入会） 

青木 紀行 さん  群馬県太田市東金井町 （２０年３月入会） 

神谷 昭美 さん  東京都文京区白山 （２０年３月入会） 

小池 利男 さん  群馬県邑楽郡大泉町（２０年４月入会） 

 

平成１９年度（第九回） 囲碁大会   
3月１０日（月）に赤城倶楽部で、第９回となります平成１９年度 

囲碁大会を開催いたしました。 

今年度の参加者は、当日の欠席者もあって９名で、昼食を挟ん 

で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。 

今大会は、３勝１敗が４名、得点でも３００点の同点が３名もでる 

という大激戦で、最終的には「同得点の場合は、棋力の上の者 

を上位とする」というルールに基づき、優勝～３位までが決定しま 

した。優勝した寺田さんは、２大会連続の優勝という快挙でした。 

９時半から１６時頃まで、楽しい 1日を過ごすことができました。 

来年も 3月に開催されますので、今回不参加の方も予定おき 

ください。成績上位の方は、次の通りです。 

優 勝  寺田 久 さん、 準優勝  窪田秀治さん、 

第三位  本木博史さん  

 
 

 

森ﾁｬﾝに励ましをお与え下さい。    好きなこと・・・「気まぐれに映画鑑賞・温泉・ｺﾞﾙﾌ尐々・社交ﾀﾞﾝｽ」 
 

４月３日（木）上武ゴルフ場にて第３５回大会を開催。３８名の参加を 

得、桜満開、春満開、天気も満開。いわゆるゴルフ日和での一日を 

楽しむ事が出来ました。１～３月迄シーズンオフにて皆様それぞれ 

練習の成果をこの上武ゴル場にて確認されたかと思いますが、若干 

馬場が悪く思ったより成果が現われなかったようですので、次回での活躍に期待致します。 

 
 

このほかにも、次の方々が 

菱の実会に入会されました。 
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    奥田さん有難うございました            高橋 正晨  

群馬菱の実会だより２００８年４月１日号にて奥田さんの訃報を知り、大変驚き、馬電の基礎を築かれた

恩人を失った寂しさに涙が溢れました。 

何も知らなかった私に、設計とは何かを教えて下さったのは奥田さんでした。三菱電機は会社が生き

続けるために、何を開発すべきかと言うことでした。自由奔放な雰囲気の中で、目標設定、独創考

案、現物検証などの具体的挑戦を行いながら、他社を凌駕する商品を創り出すことでした。 

２０００年に開催された「馬電設計ＯＢ６０歳超の会」の際、熊谷駅より藪塚温泉までのマイクロバスの中

で、奥田さんと親しくお話したのが最後となりました。 

「お前に謝らなければならないことがある。ジャー炊飯器の発売の後、読売新聞社が取材に来た際、所

長室に呼ばなかったことである」と謝られました。 

また持論として、「お金がないのは首が無いのと同じだ」と言われたことがいまでも耳に残っております 

心から人を信じ、任せるという、心の大きい人物でした。 

心からご冥福をお祈り申し上げる次第でございます。                                         

 

 

► 「文チャン」こと 奥田文一さん（元馬電所長）他界の報は 「群馬菱の実会だより」によりもたらされた。 

９０歳を越えての大往生と覚悟はしておれど、私にとって大先輩の他界は最大に悲しい。 

 「オーイ、長さん在室か！」  ・大きな体型 ・優しい微笑 ・そして趣味の競馬券をポケットに入れて、 

人間性豊な会話、、、、 

▷▷ そんな「文チャン」に もう一度お会いしたい！ 

► 小型回転機技術の専門家「文チャン」こと 奥田文一氏は、モ－タ－開発、量産そして家庭用商品の開発、

量産を通じて技術革新を図り、多くの人材を育成した。 

  当時名電にあった家庭電気商品の事業展開を 馬電へ移設と拡大が図られ、「文チャン」は 技術移管の  

責任者として馬電へ転任、定年退職まで馬電マネ－ジメント（第三代所長）と共に技術革新に注力 

された。「文チャン」の技術は三菱電機にとどまらず、業界で高く評価されている。 

これらの成果は、ホ－ム機器（株）の花園工場や藤岡工場でみられる。 

▷▷ 「文チャン」 是非もう一度馬電へ寄りませんか！そして馬電の将来について語りませんか！ 

▶ 温水器の男「文チャン」こと 奥田文一氏は エコ給湯器の市場拡大を見ずして他界した。 

深夜電力利用温水器の事業開発は、電力会社（株）殿の援助を得ながら、「文チャン」は リ－ダ－ 

シップを発揮した。この事業展開の成果は誰もが知るところであり、温水器の男と評された。 

エコ給湯器の事業展開に当って・市場、顧客への教育・販売ル－トの確保・新しい販売ル－ト 

・新しいニ－ズに合った商品開発といった課題が残されている。 

これらの課題の内容と実体を総括したい。 

▷▷ 「文チャン」の温水器成功作戦を大切にしてゆきたい！ 

▶ 「文チャン」は 「菱の実会」総会に必ず参加された。高齢のため欠席されるようになり、下名の病気も

あって近年お会いしていない。 

馬電ご視察の帰路、高崎線車中で「文チャン」と話合った。 馬電の将来、そして競馬、、、 大宮への 

時間は短かった。 「文チャン」と別れる時、私は必ず再来を要望した。 

▷▷ 「文チャン」はもう来ない！  だけど再度声をかける。馬電へ立ち寄って下さい！ 

▷▷ だけど「文チャン」はもう来ない！！ 
                       合掌 

故「文チャン」こと奥田文一様 
（平成 20年春） 

 

 

【 会員投稿 】 追想 
『文チャン』こと奥田文一さんを偲んで     徳山 長 
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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１２日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい。 

２ ５月の麻雀会 
５月８日（木） 
５月２２日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 5/6(火) 20 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
第５１回冬春季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

５月２６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月２２日（木） 

高橋勝美（0276-52-0398） 
（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 
６月３日（火） 

プレー費 6055円 
（食事込） 

大間々ｶﾝﾄﾘｰ 
８：２８ｽﾀｰﾄ 
集合 7：50 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
６月の 

パソコンサークル 

６月２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２日（水） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：5 月２3 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 
第８回 

太田でテニスの輪を 

ひろげよう会 

５月１７日（土） 

10:40 までに集合 

  （時刻厳守） 

ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 

太田 

会費 2,000 円 

５月１０日（土）までに 

近藤正司(0276-56-0486) 

小野正江(0276-31-8622) 

詳細は＜ここ＞クリック 

８ 編集委員会 
５月１９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ください。 ９ 幹事会 
６月２日（月） 
１６：００～ 

【ボランティア】 
ぴっころ福祉作業所 

作業応援 

６月９日（月）～ 

６月１２日（木） 

13：00～15：00 

ぴっころ 

福祉作業所 

ホッチキス針の箱詰め 

事務局までｔｅｌ、ｆａｘ等で 
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編集後記 

光陰矢の如し、ＴＶのクイズ番組の回答ではありません。最近、富に実感しています。 

ところで、群馬菱の実会の会期も、大谷新会長体制で、平成２０年度を開始しました。新幹事一同

会員の皆様のご支援、ご協力を頂きながら、会の目的である、啓発と親睦のため頑張る所存です。 

よろしくお願い致します。 

最近、“漢字が書けなくなった”と言う話はよく聞きますが、原因の一つに、パソコンの普及で、 

漢字を書かなくなったことが挙げられます。では、読みはいけるのか、真面目に調べてみたら常用

漢字でも読めない漢字が随分有ることに気がつきました。特に送り仮名が一文字の語彙に多くみら

れます。暇にまかせて一度チャレンジされては如何でしょうか。                  上村記                  

 


