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５０周年を迎えました
日頃より労働組合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。
さて弊支部は、お蔭様で本年１月８日（土）に創立５０周年を迎えることが出来ました。
振り返りますと昭和３４年４月に菱電機器株式会社が発足した２年後の昭和３６年１月８日に
菱電機器労働組合として全員参加の中での結成大会をもって組織されました。
組合１０周年記念誌によると、結成にあたっては十代の若者を中心とした活動であったと記さ
れており、その多くの方が現在の菱の実会の皆さんであります。 その後、昭和３８年３月には
会社合併により三菱電機労働組合群馬支部として再発足して現在に至っていることは、これまで
の諸先輩方のご尽力とご努力の賜物であり敬意を表します。 今後ともご指導賜りたくよろしく
お願いします。

５０周年プレイベント
もちつき大会
1/15(土)馬電食堂にて

本年は５０周年を迎え、新たな気持ちで馬電の発展と組合員の幸せに向けて活動するために周年
行事を計画しております。春には構内従業員を対象とした桜祭り、６月には会社や組合代表者、
ＯＢの方々、上部団体をお招きして記念レセプションを計画しております。更に秋には馬電フェ
スティバルとの協賛で５０周年イベントを計画しております。菱の実会の皆様や地域の方々にも
祝っていただけると幸いです。 詳細は追ってご案内いたしますので、是非ご来場をお願い申し
上げます

平成２２年度 幹事＆カラオケ愛好会の研修旅行記（２月１８日・１９日）
１７日夜半からかなり強く降り始めた久し振りの雨も上がって１８日の朝は快晴のもとで出発時刻をむかえた。
時おり突風が吹いてはいたが暖かい研修旅行が始まった。
参加者は総勢１８名と昨年度よりはチョッピリ少ないようでしたが皆さんの顔はなんとなく開放感にあふれて
いたように見受けられた。開催場所は昨年同様の吾妻町の岩櫃山麓にある「ホテル コニファーいわびつ」
で実施しました。昼食をホテルにてすませ、
第１日目は、恒例のグランドゴルフを室内体育館で技を競い合い、夕食前に温泉にジックリしたりて、その
後、お待ちかねの楽しい夕食会、カラオケとひと時を過ごしました。
第２日目は雰囲気を１８０度変えて約３時間の研修会開催、参加者の熱意の表れと建設的な提案や意見を
戴きました。これを今後の菱の実会運営に役立たせてゆきたいと思います。 帰りは白井宿そばの道の駅
「こもち」にてお土産を買いあさり無事帰宅となりました。
（二宮 記）
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研修旅行の写真です。

先日は喜寿のお祝い有難うございました 私も平成７年に定
年退職以来地域の一員として地域活動にも参加し現在は老
入会役員も務めさせて頂き元気に過ごしています
又日常は好きな小旅行したり趣味の会で月一度そば打等を
したりして楽しんでいます
又健康維待には毎日１時間程ウオーキングをしています､こ
れからも健康に十分注意し過ごしていきたいと思います
最後に菱の実会の益々の発展と会員の皆様の御多幸を祈
念いたします。
平成２３年 1 月吉日 中村 啓二
地元の生花店より私の喜寿のお祝として菱の実会より佳麗な生花をい
ただき有難うございました。退職後 17 年を過ぎた今日まで、会員の行く
末を案じ見守って下さった役員の皆様に感謝申し上げます。
退職後 10 年程は趣味を生かし造園の仕事に従事してきましたが、ここ 7
年あまり地域のお役に立てばと、町会の役員を隔て老人会の一員とし
て会の取り纏めや、地元の子供達と世代間の交流を深めております。
個人的には野作業の傍らグラウンドゴルフやカラオケを楽しんでおりま
す。そろそろ老い支度をすると共に現在の健康を維持し米寿までは頑
張りたいと思います。
平成２３年 1 月吉日 小倉 文夫
喜寿のお祝いとして豪華な“盛花”を頂き、感謝 ・感激です。
生を受けてから７７年、いろんなことがありました｡その総べてが、今は
良い思い出として、頭の中を,駆け回っています。
平成 21 年に発表された平均余命は
７５歳の人で 11.63 年、ということは 86.63 歳
８０歳
8.66 年
86.66 歳
あと 10 年位は、世の中を謳歌できそうです。
明るく ・ 元気に ・ 楽しく “わが道を行く” で、毎日を過ごそうと思っ
ています。
まずは御礼まで
平成２３年 1 月吉日 町原義太郎

平成２３年度 菱の実会総会の予告ご案内
平成２３年度の総会は、４月２６日（火） 開催の予定で、準備を進めております。
詳細は、次号でご案内いたしますので、あらかじめご予定くださるようお願いいたします。
なお、昨年と同じように会場の一角に『会員趣味の作品展』を展示する予定ですのでご準備下さい。
この作品展は、総会前一週間程度展示して、現役の皆さんにも見てもらうことになっております。
ふるって出品下さるようお願いいたします。事務局又は幹事までご連絡をお願いします。
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自然の魅惑にとりつかれて ! 田辺 浩 （聞き手：二宮）
今回の「頑張ってます」の主人公は自然の魅力に取り
付かれて、カメラと一緒に思いのままに活動されている
田辺さんをご紹介いたします。 田辺さんにつきまして
は菱の実会総会の際、会員皆さんの作品展示会には
毎年傑作写真をご出品頂いており皆さんもご存知の方
と思いますが、ここにあらためてご紹介いたします。
以下田辺さんとの会話の中身をまとめました。
まず、写真を始めるということよりはカメラと出合った
のは田辺さんが当時中学生になった頃（昭和３０年頃）
お父さんより買っていただいたことが契機になったよう
です。その後は趣味程度にスナップ写真を撮っていた
ようですが、その後定年を機に一気に写真を撮ることとカメラの魅力に取り付かれたようです。
ジャンルは特に自然が中心で「風」、「光」、「空気」がテーマの３要素だそうです。
したがって、自然への進出が多く冬山などの撮影には登山靴にアイゼンを持ってカンテラを頭につけて雪山
を登る、まるで冬山登山家の様相とのこと。昨年の暮れも夕暮れの浅間山を撮りに行かれたようです。国内が
主な活動場所で仲間も１０数人いて、時間さえあれば出かけているようです。 定年直後２年間写真教室に足
を運び基礎を磨きここまできたが最近はカメラのハードが日進月歩のため対応に苦慮されているようです。こ
のへんのところが技術なのかもしれませんね。 遠方では北海道に自家用車で行ったそうです。（奥さんとは
一緒で無いようです）同じ場所に何回でも行き気に入った写真が撮れるまではの意気込みで苦労は苦労と感
じたことは無いそうです。帰り道仲間と温泉につかり疲れを癒すことが何よりの楽しみだとか。これからも健康と
いろいろな事故等々に気をつけて沢山の自然界の魅力を我々に魅せて頂くようお願いしましてコーヒータイ
ムとなりました。
＜ 夕暮れの浅間山 ＞

＜中学校の数学＞ 中学１年の方程式の応用問題 （方程式をたてて答えなさい）
８０円の鉛筆と１００円のボールペンを合わせて １５本買った。
代金の合計は １３４０円だった。それぞれ何本ずつ買ったのか。
● 今月の 『 細野スケッチ 』 (右の作品名をクリックしてご覧下さい) 「早朝のサクレクール寺院」
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◇ お し ら せ ◇
日時

場所

申込み、その他

３月の囲碁愛好会
（ ２２年度囲碁大会 ）

３月１４日（月）
９：３０～

赤城倶楽部
会費 1０００円

３月 10 日までに
窪田秀治（0276-25-7158）
星野安正（0270-74-2064）

３月の麻雀会

３月１０（木） ２４（木）
９：３０～１７：００

赤城倶楽部
会費 1０００円

申込み 3/8 日、22 日まで
荒井昭三（0276-52-0803）
小林昌樹（0276-38-0964）

３月
グラウンドゴルフ例会

３月２８日（月）
９：３０（集合９：１５）

利根Ｇ/Ｃ場
(会費:無料)

希望者は直接会場へ
（雨天中止）

上武ゴルフ場
(会費 1０００円)

川口（56-2678）関根（31-8410）
長谷川（0270-74-2056）
竹沢 宏（52-2271） 3/25 締切

「まねきねこ」
0276-52-3450

申込み： ３月 28 日まで
大橋 浩（0276-52-3866）
江川八郎（0276-52-1886 ）

労組会議室

＜中学校の数学問題＞

３月２２日（火）１３：３０

労組事務室

80ｘ+100(15-ｘ)=1340

４月４日（月）１５：３０

労組会議室

４月７日（木）
8：17 ｽﾀｰﾄ
（７：４５集合）

第５０回
ゴルフ愛好会例会
４月のカラオケ月例会
４月のパソコンサークル
３月の編集委員会
４月の幹事会

４月４日（月）
１７：３０～２０：３０

４月４日（月）
１３：３０～１５：３０

鉛筆８本、ペン７本

三菱電機ライフサービス(株)群馬支店
“buy MELCO 2011”『 春のいきいき社内販売セ－ル 』 実施中 （期間 ～3 月 31 日）

いよいよ 7 月２４日！アナログ放送終了！

テレビ・レコ－ダ－の地デジ化はお済ですか？

この機会に省エネ性にすぐれたＬＥＤバックライト採用テレビ、三菱ブル－レイはいかがですか！
その他、省エネ＆快適性エアコン霧が峰、大容量・省エネタイプの三菱冷蔵庫など各種家電品を
ご用意し、お待ちしております。
ご用命は 0276-52-4669 （大林・渡辺・高柳）まで

大小ご宴会ご会食

５２－０１１２

編集後記
裁判員裁判が始まりました。皆様の中にも、今だったら時間もあるし、裁判員をやってみても
いいかなと思っている方も多いのではないかと思います。私もその一人ですが・・・・
まず選挙人名簿から抽選で一年間分の裁判員候補者が選ばれ、その中から、裁判毎に
裁判員(６名)と補充裁判員が選ばれます。群馬県（前橋地裁）では、昨年、有権者１６３万
人に対して５９００名の裁判員候補者が選ばれました。およそ有権者２８０人に一人の割合に
なります。更に裁判員に選ばれるのは、候補者の 1／10 程度のようです。菱の実会員
の中で裁判員候補者が毎年一人選ばれる程度の率で、残念ながら菱の実会裁判員が誕
生するのはまだまだ先なのかもしれません。
（ 窪田 記 ）
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