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期 日 平成２３年４月２６日（火曜日）  

場 所 馬電 ゲストホール   （ 受付開始時間  １４：００ ） 

内 容 

 

（１） 自由時間 (健康チェックコーナー、家電品

特別分譲コーナー、業者 PR コーナーなどを

準備しています) 

１４：００ ～ １５：００ 

（２） 工場見学（希望者） １５：００ ～ １５：３５ 

（２） 総 会 １５：４０ ～ １６：４０ 

（３） 記念撮影 １６：４５ ～ １７：１０ 

（４） 散 会 (記念撮影終了後) 
 

会 費  
 平成２３年度 会費 ： ３,０００円 

当日、会場で会費を徴収させて頂きます。（つり銭のないようにお願いします） 

（ 総会欠席者は、後日郵便振替用紙を送りますので、ご送金下さい ） 

 

会場までの 

交通手段 

 

 

（１） 車の方は当日正門で駐車場のご案内をいたします。(会社前パチンコ店跡地の予定) 

なお、車はなるべく乗り合わせで来所下さるようお願い致します。 

（２） ＪＲ高崎線で来られる方は、次の列車に合わせ、熊谷駅南口に迎えの車が待機して

いますのでご利用下さい。 東京発 １３：４４ 熊谷着 １４：２３ (たにがわ 413号) 

記念撮影終了後、熊谷駅まで送りの車を出します （17：１5予定 ） 

（３） 東武伊勢崎線の迎えは、今回は出しませんのでご了承下さい。 

恒例の『趣味の作品展』は、別途企画の予定です。ご了承下さい。 

群馬菱の実会･月刊機関紙（ホームページ連動） 

http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 
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第２５回をむかえる本年度の群馬菱の実会の総会を、下記のとおり開催いたします。 
会員の皆様には、万障お繰り合わせの上、ぜひご出席下さるようお願い申し上げます。 

今回は、未曾有の震災への配慮と、計画停電が予測されることから、懇親会を中止させて頂く
ことと致しました。ご了承下さるようお願い申し上げます。 

なお今回は、受付開始時間を早めて１４時とし、総会前に自由時間を１時間ほど設けました。 
懇親会のない分、この時間帯を活用して会員同士ゆっくり話しをして頂ければ幸いです。 
ぜひお早めにお越し下さい。「三文の徳」があるかも知れません。 

(同封の返信用はがきは、４月１２日(火)までに到着するようご投函ください) 

 

会員各位                        群馬菱の実会 会長  境野 賢治 

 

＜菱の実会だよりバックナンバー集の「DVD」が出来上りました＞ 

現在菱の実会ホームページ上で、菱の実会だよりのバックナンバーをご覧頂け 

ますが、ネットを利用されていない方や手軽に見たい方のために、創刊１号から 

２１２号までを「DVD 1 枚」に収録いたしました。これを希望者に、１００枚限定

で、上記総会時に受付でお渡しします。 （パソコンでご覧頂く DVDです） 

 （希望者先着１００名様とさせて頂きますのでご了承下さい) 

この度の「東日本大震災」の被災地、被災者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

なお、菱の実会として義援金の受付けなどは特に行いませんので、個別での対応をお願い致します。 
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順位 氏 名 ＨＤ ｽｺｱ １打 ２打 

優勝 高木よし子 0 64 4 13 

準優勝 小澤 永一 +3 77 2 15 

３位 長嶺   元 +3 79 2 10 

４位 高木 和彦 0 80 1 14 

５位 平賀   一 0 80 0 16 

６位 宮田 恭之 0 82 2 8 

７位 長嶺美恵子 0 82 2 8 

８位 岩瀬 求馬 0 82 1 13 

９位 柳沢 勝利 0 83 1 14 

１０位 根岸利喜蔵 +3 83 1 13 

 

 

第１２回（平成 2２年度）囲碁大会 
 ３月１４日（月）に赤城倶楽部で、第１２回となります 
平成２２年度 囲碁大会を開催いたしました。 
今年度は参加者が１０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。 
星野さんは４戦全勝で、５年振りの優勝でした。 

また、鈴木さんは第１０回大会に続いての準優勝で 
着実に力を付けてきているようです。 
来年も３月の第２月曜日に開催されますので、 

今回都合が悪く不参加の方も予定おきください。 

順位 氏 名 勝 敗 得 点 

優勝 星野 安正 ４勝０負 ３９５点 

準優勝 鈴木 庄一 ３勝１負 ３００点 

３位 大塚 俊郎 ３勝１負 ２９０点 

 
 

冬季グラウンドゴルフ大会が去る２月１４日利根グラウンドゴルフ場で２０名の参加で行われました。今大会は
「みょうぎコース」が芝養生のため使用出来ず、「あかぎコース」・「はるなコース」を各２周、３２ホールで熱戦が
くりひろげられました。 結果は 「はるなコース」でダイヤモンド(８ホール中ホールインワンを３回出すこと)を達
成した高木よし子さんが優勝しました。 次回の春季大会は、５月２３日(月)を予定しています。 
 

 

第第４４回回  カカララオオケケ大大会会   順 位 氏 名 曲  名 結果 

優勝 根岸利喜蔵 女のみち ９３点 

準優勝 佐藤辰利 夢のゆめ ９３点 

３位 大橋 浩 こぼれ紅 ９３点 

4位 永沼ひろ子 悲しい酒 ９２点 

5位 野村隆一 夢追い酒 ９１点 

6位 根岸佳代子 恋瀬川 ８９点 

7位 境野賢治 襟裳岬 ８９点 

8位 永沼 進 紬の女 ８８点 

9位 金子吉男 昴 ８８点 

10位 堀込延秋 くちなしの花 ８８点 

 平成２２年度第４回カラオケ大会を、３月７日（月）に「カラオケ本舗・まねきねこ」尾島店で実施しました。         
当日は、雪まじりの雨が降り寒い一日で、カラオケ会々員の出足が悪いのではないか心配でしたが、ほぼ全
員、元気で参加をいただき、にぎやかなカラオケ大会となりました。22年度の参加状況は、12回連続が３名、
11 回が 5 名、１０回が３名等で、昨年より多い年間１５２名の参加をいただきました。ありがとうございました。 
大会の採点結果は、全体的に高得点でベテランの根岸利喜蔵さんが、見事２回連続優勝をなしとげました。
次回例会は、４月４日（月）｢カラオケ本舗・まねきねこ｣で開催予定、新規参加者も待っています。  

第６２回冬李グラウンドゴルフ大会 
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● 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) 「ロータリー表示のある市街」 

この度、喜寿の祝に生花をいただき、ありがとうございました。
私も今のところ元気ですので、地域の為に尐しでも役立つよう
努力しております。その他、ゲートボール、旅行、野菜作りをし
て、楽しんでおります。 
皆様、健康は宝ですから。  
              平成２３年２月吉日  田部井 元保            

 

 

＜訂正＞  前号の「祝喜寿」で名前に誤りがありました。お詑びして訂正させて頂きます。 

         「誤」  小倉 文夫  → 「正」  小暮 文夫 

この度は喜寿のお祝を戴き心より感謝申し上げます。定年退職後は、町の 
体協の理事や村の社寺総代、農事支部長等も務めたりしました。又退職時 
に決意表明したとおり、スキー、マスターズの全国大会に連続出場したり、 
県連の指導員の競技大会は一昨年迄頑張って来ましたが、体調を悪くした事と妻も体調不良の病弱と
なったことを機にリタイアしました。 
現在はグラウンドゴルフや子供達への安全パトロールを実施しています。又野菜作りや田畑の保全管理

等の作業する為に今後は無理をせず健康に注意して行きたいと思います。  
                                          平成２３年２月吉日  岩瀬 求馬 

【 会員投稿 】 
 古い話を持ち出して申訳ございません。秋の親睦旅行「九十九里・白子温泉の旅」を聞き、ひょいと過

(よぎ)ることがありましたので書きたいと思いペンを執りました。 

「利根の川風ェ～ 袂(たもと)に入れてェ～ 月に棹さす高瀬舟ェ～ 利根の７月大利根月夜ョォ～ 佐

原囃子(ばやし)の音もさえ渡りゃァ～ 飛ぶや蛍のここかしこォ～ わたしゃァ～ 九十九里ィ～ 荒浜育

ちィョ～ と言うてェ～ 鰯のォ～ 子ではないィー 」。 御存知浪曲玉川勝太郎の「天保水滸伝」です。 

天保水滸伝 

笹川繁蔵(1810～1847)→江戸後期の博徒。下総(しもうさ)国香取郡で醸造業を営む岩瀬家に生まれ、

長じて利根川沿岸の大親分となる。平手造酒を助っ人として飯岡の助五郎との縄張り争い(大利根河原

の決闘)を行い、のちに助五郎に暗殺された。浪曲天保水滸伝に登場した。 
 
余談→ 醸造業が、酒、醤油・味噌どれを造っていたかわかりませんが、助つ人の平手造酒の名前が、

酒を造るとなります。因果でしょうか。 
 
利根川河口(銚子市)を遡り香取郡東庄町に笹川という地名は見受けられるが、繁蔵に繋がる痕跡見つ

からず。東庄(とうのしょう)町→千葉県北東部、香取郡の町。利根川南岸の低地と下総台地にまたがる。

中心の笹川は近世の利根川水運の河港であった。 

一方の飯岡助五郎(1792～1859)→江戸後期の侠客。相模(神奈川県)生まれ。本姓石渡。下総飯岡に

移り網元となる。また博徒、岡っ引として活動。笹川繁蔵と争う。飯岡→2005 年 7 月に旭市に編入され

る。刑部岬の近くに助五所の墓があります。 
 
九十九里浜→千葉県太東崎(たいとうさき)から刑部(ぎょうぶ)岬までの太平洋に面する砂浜海岸。長さ

約 60km、沿岸は黒潮と親潮の出合う所で魚類があつまる。太東崎は白子温泉から南へ 14km にあり、

刑部岬は犬吠岬から西へ 12Kmにあり。 

佐原(さわら)市→伊能忠敬(いのうただたか)(1745～1818)江戸後期の地理学者。日本全図の製作者、

下総佐原の伊能氏の養子だそうです。犬吠崎から利根川を遡って約 18km 利根川ぞいに佐原市があり

利根川を渡れば霞ヶ浦があります。市内には忠敬の銅像や記念館があります。   ＜次号につづく＞ 
 

九十九里雑感                   川柳創駄郎 

 

 

＜ご案内＞  太田でテニスしよう会 ５月２１日（土）11:00～15::00 小雨決行 

場所 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ太田 太田市鳥山上 2282 （0276-37-6868） 

連絡先 福田興司（0276-62-3612 fukudako3@ybb.ne.jp ）4/30 まで 

 

田部井元保さん 

mailto:fukudako3@ybb.ne.jp
http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/hosono2011-04.pdf
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◇ お し ら せ ◇ 

 日時 場所 申込み、その他 

４月の囲碁愛好会 
４月１１日（月） 

９：３０～ 
赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい 

４月の麻雀会 
４月１４（木） ２８（木） 

９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 

会費 1０００円 

申込み 4/12 日、26 日まで  
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

４月 

グラウンドゴルフ例会 

４月２５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） 

ゴルフ愛好会例会 
5 月下旬から 
6 月上旬の予定  

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

５月のカラオケ月例会 ５月９日（月） 
１７：３０～２０：３０ 

「まねきねこ」 
0276-52-3450 

申込み： 4 月 28 日まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 
江川八郎（0276-52-1886） 

５月のパソコンサークル 
５月９日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組会議室 ご自由にご参加下さい 

４月の編集委員会 ４月１８日（月）１３：３０ 労組事務室 
 

５月の幹事会 ５月９日（月）１５：３０ 労組会議室  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
    
 

発  行     2011-4-1  No.216                 発行責任者  境野 賢治 

● 編集：「菱の実会だより」編集委員会  ● 事務局 三菱電機労働組合群馬支部内 

〒370-0492 群馬県太田市岩松町 800    ℡ 0276-52-3874 Fax 0276-52-3207 

 

編集後記 

＜次号配布予定日＞ 発行日：5 月１日。 ●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは 5 月１日更新予定。●メール便及び菱の実会員宅配は 

5 月 10 日頃配送予定です（宅配者の都合で多尐の遅れはご容赦下さい） 

大大小小ごご宴宴会会･･ごご会会食食  

５５２２－－００１１１１２２  

 

 

 

  

各各種種宴宴会会･･法法事事他他承承りりまますす  00227766--5522--00000077 

「４月号の編集後記頼むよ」・・ああもう番が来たのか！年２回ほど原稿担当の番が来

る。番が来る度にどんな事を書こうか？ 文才の無い小生は悩むところである。 

今回は、馬電ＯＢ Ｍさん（７７歳）の奮闘ぶりを紹介したいと思います。３月１１日に発生した東日本

巨大地震では、日本列島に甚大な被害をもたらしているが、県内に住むＭさんの妹さん宅でも電気

温水器の破損被害を受けた。そんな中Ｍさんは、破損品を撤去処分し新製品との更新作業を１人で

行った。更に昨年は、自宅（２階建て）のぐし瓦に漆喰作業を命綱頼りに１人で行ったとのこと。Ｍさん

曰く「今思うと虫の知らせだったのか？築３０数年経過する建物も今回無傷で済んだ」と話しておられ

た。「仕事大好き」と、何事にもチャレンジ精神旺盛で年齢を感じさせないＭさんの行動力・若々しさに

ただただ敬服する次第です。                                編集委員 高柳 

 


