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群馬菱の実会だより 2008-11-3(月) 

秋の親睦旅行「信州・戸倉上山田温泉と安曇野の旅」旅行記 
     （平成２０年１０月１５､1６日）  

  前日に泣いていた空は１５日の朝になったらすっかりご機嫌の快晴、参加者の半数は親睦旅行の皆勤

賞の方々で総勢３２名の男性ばかり、今年は女性参加を強く呼び掛けたのですが、残念ながら参加を得ら

れませんでした。 

紅く色づき始めた信州へ、大谷会長・占部総務部長・児玉書記長から快適で安全な親睦旅行の祈念、又

現在上向きの会社状況・近況等の出発セレモニーでスタート、早速車中には臨時のスナックが開店、飲み

物が配られて、またたく間に和やかムード、今年は参加者皆さんの自己紹介とそれぞれの「常備薬につい

て」をお聞きしました、楽しい独特の常備薬や多くの症例の報告で盛り上がりました。 

懐古園内のソバ屋で昼食、やっぱりそばは信州です。午後の見学予定地「海野宿」、１６００年代の古い家

並み養蚕の面影のある落着いた宿場町の散策で足慣らし、次は神社のお参り、生命力の神「生島神社」、万

物に満足を与える「足島神社」、境内には樹齢８００年以上の沢山の古木が私達にパワーを降り注いでくれ

ます。 

宴会では、年金･健康・愛しい家族・そして懐かし話が行き交って、アルコールの消費は思いのほか進ん

で大賑わい、続けて各部屋・カラオケへと延長、何時になく長く楽しい夜でした。 

翌日も快晴の中「ホテル雄山」出発、戸倉駅近くの四百年の歴史を持つ「造り酒屋」では、地酒の試飲

で二日酔いの迎え酒、たっぷりと味わってお酒のお土産が飛ぶように売れていました。 

いい気分のバスの中、「松本城」へ向かいます、国宝城郭四つ（姫路・彦根・犬山と並ぶ）の一つ、人の

手でしっかりと磨かれた艶々の手すりを頼りに急な階段を登って、天守閣からは信州山々の景観を楽し

みました。城周辺の散策、天守閣の昇降にも足腰は少しの衰えもなく、その強さに皆さん少し自信を持

ったようです。 

松本市から北上して安曇野のスイス村で昼の腹ごしらえ、そして清流とコスモスの花に囲まれた「ワサビ

農場」の見学、ワサビ風味のアイスクリームに舌鼓。 

今回は約４５０ｋｍの長距離ドライブ、談笑と適度な散策、車中ではビンゴゲーム、ハーモニカ生演奏、

はては大合唱と長旅を一向に苦にもせず、ホテルから派遣された運転手さんのガイドも中々の説明で楽

しく又トラブルもないアッという間の２日間でした。旧交を暖め、健康で楽しい来年の再会を約しました。 

今年参加頂けなかった「菱の実」仲間の皆さん！来年の旅行日程は １０月の第３週 水・木曜日１０月

１４日～１５日です。振るってご参加下さい、待っております。                  （境野 記）                
 

 

 

 

恒例の細野さんのスケッチです 

国宝「松本城」 

大王わさび農場 

千曲市雲山酒造 
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順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 大竹   操 85 69.4 

準優勝 金井 正一 84 70.8 

３位 瀧 亀三郎 88 71.2 

４位 須永 光雄 86 71.6 

５位 島田 十助 85 71.8 

６位 小林 初男 78 72.0 

７位 小池 利男 78 72.0 

８位 関根 詔三 83 72.2 

９位 竹沢   宏 76 72.4 

１０位 岡部  勇 75 72.6 

第３７回 ゴルフ愛好会コンペ報告  

９月３０日（火）に上武ゴルフ場に於いて、第３７回 

菱の実会ゴルフ大会を実施しました。 

前日まで１日中雨の予報でしたが、当日になると雨も 

止み時々青空も出る薄曇の最高のコンデションとなり 

高スコアが期待される大会となりました。 

結果は 29名が参加して 70台の人が６名とハイレベル 

な大会となりましたが、優勝したのは大竹操さんが 

ネット 69.4で激戦を制しました。 

菱の実会ゴルフ大会の組合せは、同じ人との組合せが 

続かないように調整していますが、調整しきれてない 

部分もあるかと思いますがご容赦願います。 

次の例会は、１２月９日に大間々カントリー倶楽部で 

開催します。くわしくは「お知らせ」をご覧下さい。 

【 新入会員紹介 】 

小池 利男 （平成 19 年 3 月退職）  邑楽郡大泉町 

 

 

≪≪雑雑記記帳帳≫≫  演歌は心 ・・・ 渋川市出身演歌歌手 「清水博正」 

地元群馬県から有望新人がデビューしました。全盲の現役高校生歌手 

清水博正（１７）です。生まれつき目が見えず、小さいときから演歌が大 

好きで、いろんな場所で歌っているうちに「いつか演歌歌手になりたい」 

と夢見るようになったという。ＮＨＫのど自慢「平成１８年度チャンピオン 

大会」でグランドチャンピオンを受賞。魂揺さぶる歌唱力と中性的な歌 

声が大反響を呼び、レコード会社争奪戦の上、テイチクエンタテインメ 

ントから「雨恋々（あめれんれん）」でデビューしました。 

作曲家「弦哲也」氏のコメントから・・・「彼の歌を聞いて鳥肌が立つほど 

の感動を覚えた。もちろん歌の上手さもあるが十六歳の盲目のその少 

年は十六年間の人生を総べてぶつけてきている、喉で歌っているのではなく全身で歌っているのだ。

まるでその日その瞬間が燃え尽きてもいいと思える様にも聞こえた・・・。」 

そんな彼の歌を聞いてみませんか。この会報をホームページからご覧になっている方は、 

上の画像をクリックすると、彼の歌と動画、くわしい情報のサイトが開きます。 

  

  

平成 16年に三菱電機からホーム機器に転籍となり昨年の 3月に 

定年退職し、今年の 4月より「菱の実会」に入会させて頂いて 

いる小池です。 

想い起こせば、昭和 40年に三菱電機静岡製作所に入りその年の 

夏に群馬製作所に転任と,いきなり企業の厳しさを味わいました。 

その後、昭和 59年の MHK設立と同時に出向となり、昨年無事 

定年となりました。この間、家電製品の開発設計と知財関連の 

業務も管理させて頂きましたが、振り返ってみますと、失敗の連続だったような気がします。 

その都度、皆様方から叱咤激励を頂き、苦難を乗り切れたと思っております。本当に感謝、感謝

です。現在は、たまにホーム機器に出勤していますが、殆ど在宅中心で、好きなゴルフを楽しん

でいます。これからは、今まで全速力で走ってきましたので、何事にも「ゆっくり＆のんびり」

をテーマに歩んでいく所存です。これからもよろしくお願い致します。 

http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/uta-shimizu.htm


（３）No．１８７ 

 【 会員投稿 】 

 

蓼科・天望館        三ヶ田 文彦 

 今年は二度も天望館に泊まりましたが、先日の帰り際に支配人と話した会話を菱の実会の 

皆さんにお伝えしたく、筆を執ることとしました。 

 多くの皆さんがご存知のように、長野県茅野市北山にある「天望館」は、三菱電機の関連

施設として建造された、すばらしいリゾートタイプの建物です。 

 その辺にあるホテルなどよりもはるかに立派な施設で、広々としたロビーやテニスコート、 

たまにはカモシカもでるという散策コース、風呂はもちろん天然の温泉がたっぷり使われて

います。九州の湯布郷館と同じ頃につくられた、立派であか抜けした保養所らしからぬ施設

です。おまけに宿代は最も安いクラスのホテル代よりも安いのですから、利用しない手はあ

りません。 

 なによりも私が気に入ったのは、各部屋には森に向かった大きなガラス窓があることで、

幅が４ｍ、高さが２ｍもの一枚もののガラスがはめ込まれています。四季折々の新緑や紅葉

の森が、まるで額縁の絵画を見るように見事です。 

 車で 30 分ほど山を下れば諏訪湖に行けますが、湖畔には原田泰治の美術館やさまざまな見

どころがあり、霧ケ峰や白樺湖もすぐ近くです。 

私たち群馬勢は地の利を占めていますから、高速道路を利用すれば約 2 時間半で到着でき

て、ガソリン代も大きな負担にはならないのが、ありがたいです。 

 天望館の支配人は帰りがけに、「群馬製作所 OB の皆さんのご来訪をお待ちします」と、

期待をこめて話してくれました。立派な施設を利用して、利用料金を通して三菱電機にも貢

献できるのは、OB としては嬉しいことでもあります。  

皆さんもぜひ奥様をはじめ、ご家族の方々や仲間の人々とのんびり山の温泉に浸かりに、 

天望館に行ってやってください。                        以上 

 

 

 
＜ 天望館ホームページより ＞ 

訃

報 

日比野 秀雄 さん （太田市新田木崎町 享年９２ 歳） は 
１０月８日 ご逝去されました。 

渋沢 喜久治 さん （太田市備前島町 享年７６ 歳） は、 
１０月５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。 日比野さん 渋沢さん 
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◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１１月の 
 囲碁愛好会 

 １１月１０日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １１月の麻雀会 
１１月１３日（木） 
１１月２７日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 1１/１１(火) 25 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
第５３回秋季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

１１月２４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：１１月１７日（月） 
高橋勝美（0276-52-0398） 

４ 
第３９回 
ゴルフ愛好会例会 

１２月９日（火） 
8：35 ｽﾀｰﾄ 
集合 8：00 

大間々ＣＣ 
6100 円（食事込） 
会費 1000 円 

申込締切り：11 月２４日（月） 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
１２月の 

パソコンサークル 

１２月１日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
１２月の 

カラオケ月例会 

１２月１日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：1１月 21 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１１月１７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 ８ 幹事会 
１２月１日（月） 
１５：３０～ 

９ 
【ボランティア】 

独居老人宅剪定 
１１月８日（土） 

8：00～11：00 
旧尾島町内 

馬電構内（組合事務所北）に集

合。 都合の付く方は ご協力、 

よろしくお願いいたします。 

編集後記  
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無資格レコーディングエンジニア 

ここ３年程、さる音楽友の会より依頼され、同会主催のミニコンサートを録音し、あつかましくもＣＤ

に編集して演奏者にお渡ししている。このミニコンサートは、群響の首席コンサートマスターをはじ

め、英国王立音楽院卒の演奏者、日本マンドリン独奏コンクール第１位入賞者や、藤原歌劇団

合唱部レギュラーメンバーなど、そうそうたるメンバーの演奏を年４回開催しているものです。 

そもそもレコーディングエンジニアは、良い耳と音楽の知識・素養、機器の使い方だけでなく、最

低限の電気知識、音響工学の知識を必要とされるようですが、当方が録音を依頼された当初は、

録音の専任者がいないのでやってもらえないか、音さえ入っていれば良い、音質は問いませんと

の事でした。しかしここ３年目にして、ゲネプロ（本番前の音合わせ練習）で演奏者とマイクセッテ

ィングや音のレベルについて打ち合せるようになりましたが、当方の無知識・無素養がいつばれ

ないかと不安になり始めました。救いは女房殿の“これ買ったＣＤの音がしているね”の一言で

す。（演奏を指しているとしても休心です）                            上村 記 

 

 

 

 

 

 

 

 


