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群馬菱の実会･月刊機関紙（ホームページ連動）

２０１１-５-１

http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/

東日本大震災から丁度１ケ月半、原発の終息メドもたたない中でありますが、会員の皆様のご理解により、
１５６名のご出席を得て無事総会を開催することが出来ました。
会員のみなさまのご協力や幹事の方々の準備から片付けまでのご苦労により感謝申し上げます。
平成２２年度に新しく入会された方は１３名ですが、年々当菱の実会としての運営や役割、そしてその存在
意義が益々高まってきているものと確信しています。
本年度総会は大震災の為残念ながら懇親会中止を余儀なくされましたので、総会開始前の時間を長くと
って各種コーナーと会員の皆様方の有意義なコミュニケーションスペースとしての自由広場を設けました。
尐しは皆さんのお役に立てたかなと自己満足している次第です。
お陰さまで総会も報告事項及び決議事項もしおりの通りにご承認を頂き、無事
閉会することが出来ました。
総会を欠席されました会員の皆様には総会のしおりを後日お送りしますので
ご覧下さい。懇親会と同様「菱の実ギャラリー」も中止させていただきましたが今
後とも皆さんの積極的なご出展をお願いいたします。
おしまいに、会員皆様のご健勝と益々のご活躍を心より祈念申し上げます。

＜菱の実会入会者 勧誘のお願い＞
定年時、入会の誘いがなかつた等の理由で入会していない方がたくさんいるのではないでしょうか。
また最近の退職者は一定期間働く、しばらくはのんびりしたい等で、退職即入会しない人が多くなっ
ているようです。このような方にぜひ入会の声をかけていただき、勧誘頂きたくお願いいたします。
希望者がいましたら、最寄りの幹事か事務局までご一報をお願い致します。
菱の実会総会のスナップ写真をスライドショーに編集して、YouTube に投稿しました。＜ここ＞をクリックしご覧下さい。
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【 新入会員紹介 】

三田 正平さん（平成 23 年 3 月入会） 太田市成塚町

振り返ってみると、あっという間の４２年間でした。お蔭さまで、先輩・上司の皆様に恵まれ楽しい会社生活
を送ることが出来ました。また１０年間の出向で三菱電機以外の世界で働くことができ、貴重な体験ができ
ました。
昭和４４年４月入社（生産技術課作業研究係）
１． 部品工作部門を担当し、IE の基礎を学ぶ。また新人研修の一環
として京都で量販店での販売応援を体験。
２． 炊工課の工程担当部門へ応援に行きナナオ電機を担当。
３． 作業研究係にて、クリーナーや布団乾燥機の増産に携わる。
４． 商品化技術課の発足に伴い生産技術課より移動。量産試作担当
５． プラスチック成形・プラスチック金型を担当。
６． 工機課へ移動し、プラスチック金型手配・専用工具管理を担当
７． 金型海外調達に伴い、台湾・韓国より金型を輸入実施。
８． 育良精機小山工場（旧広沢プラテック）へ技術部長として出向
９． Dpa（デジサポ群馬）へ出向し、地デジ放送の普及活動に携わる。
１０． ２０１１．３．３１ 定年退職。 ２０１１．４．１ 専任嘱託として Dpa（デジサポ群馬）へ勤務
佐藤 良一さん（平成 23 年 4 月入会） 太田市牛沢町
定年退職を機会に太田市に戻り、母親を１年近く世話の末に看取
り、その後、家のリフォーム等があり、現在やっと落ち着いた所で
す。 ２２年間、皆さんにお会いしておりませんので、顔と名前が
すぐ思い出せないかもしれませんが、今年より「群馬菱の実会」に
入会させて頂き、親交を深めて参りたいと思いますので、宜しくお
、
願い致します。
・昭和４４年４月 入社（群馬製作所、生産技術課配属）
・平成 元年１月（本社、ビル施設工事部に転勤）
・平成１０年４月 （三菱電機ビルテクノサービス（株）に出向）
・平成１５年４月（三菱電機ビルテクノサービス（株）に転籍）
・平成１９年３月（三菱ビルテクノサービス（株）を定年退職）

第５０回 ゴルフ愛好会コンペ報告
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４月７日（木）に上武ゴルフ場に於いて、第５０回菱の実会ゴルフ大会を実施しました。今回は第５０回と節目
の開催でしたが、３月１１日の東北地方太平洋沖地震で開催を自粛しようと思いましたが、今ゴルフが出来る
喜びを感じ又、被災された方々の気持ちを察し尐しでも役に立てられたらとチャリティコンペとして３１名の方
に参加して頂き実施しました。当日は２０度を超える気温で咲き始めた桜を見ながらのプレーを楽しみまし
た。又、チャリティとしてショートホール全ホールでワンオンしなかった場合は１００円以上の募金をお願いし
たところ、趣旨を理解してくれた方が多く募金のほか賞金までカンパしてくれた人もいて予想を上回る１９,５７
０円が集まりました。（馬電ＯＢの方々の温かい気持ち感じました） 募金は菱の実会としては行っていなかっ
たので、県からの要請で実施していた上武ゴルフ場を通じ行いました。コンペの結果は２日連チャンの疲れ
も見せずに頑張った須永光雄さんが優勝しました。
皆様のご協力に心より感謝申し上げます。又、被災地が１日も早く復興される事をお祈りいたします。
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【 会員投稿 】

九十九里雑感

＜前号よりつづく＞

川柳創駄郎

話しは飛びますが、上州赤城山麓を東西に上毛電鉄(桐生―中央前橋)と言う鉄道が走っています。
桐生駅を西に向い 7 つ目の駅でしょうか、きたはらという駅を降り北へ 1km 程に大前田という地名があ
り、大前田英五郎の墓があります。
大前田英五郎(1793～1874)→上州勢多郡大前田村の名主の子として生まれたが、博徒となり人を殺
して逃走。諸国を転々としたが関東取締出後に捕えられて佐渡へ流された。のち島破りをして郷里に
帰り目明しを勤める。
伊勢崎市国定町に養寿寺という寺があり国定忠治の菩提寺で墓もあり、ギャンブルの勝にあやかろう
と墓石の角は削られて持ち去られ墓石は二代目等と読売新聞朝刊(11 月 7 日付)に載っていた。
国定忠治(1810～1850)→江戸後期の侠客。上州国定村生れ。本名、長岡忠次郎。17 歳で人をあや
め、上州博徒の大親分、大前田英五郎の下へ逃げ込み、希代のアウトロー人生が始まる。博奕(ばく
ち)渡世で罪を重ね、磔刑(たっけい)、磔(はりつけ)。上州長脇差の典型的人物として浪曲、映画など
に脚色。11 月 7 日付の記事をもとに書いていたら、同じく 11 月 23 日付で・・・・・プラスおまけかな?
「やくざ者? 民衆を救った英雄?分かれる評価」。観光関係者や郷土史家からは街おこしにつながる。
市長は「忠治は歴史的に評価が分かれている。民間がやるなら歓迎だが税金を使うのは難しい」。又
忠治をあしらった案内板を見た市民から「伊勢崎はやくざの街か」と苦情もあった。市長の難色の結果
「生誕 200 年イベント中止」などの記事。
博徒(ばくと)とか侠客(きょうかく)と出て来ましたが、博徒は「ばくちうち」であり、侠客は「強きをくじき弱
きを助けることをたてまえとする人」。どちらもやくざ渡世人であるが微妙に違うようです。
侠客の第一人者といえば、清水次郎長でしょう。海道一の大親分といわれ、浪曲師二代目広沢虎造
によって全国に広められた。清水次郎長(1820～1893)詳細は又の機会に。
中央(江戸)では、ペリーが 1854 年幕府に開国をせまり(日米和親条約)の締結に成功。坂本龍馬(1835
～1867)が江戸に出て千葉周作の弟に学ぶ。1860 年 3 月 3 日の朝、大老井伊直弼の暗殺事件(桜田
門外の変)。桜田門外の変は水戸市民の立ち上がりで映画化されヒットしている様です。
こんな時代の人達を天保水滸伝の繋がりで書いてみました。
各人物の生没年が書いてありますが、同年代の係り合いと最近の問題になった死亡(戸籍上は生存)
しているのに年金を受けていたとか、100 歳以上の人を調べた結果全国で多くの件数があったとか、
その中で国定忠治(1810 年生)と同年者がいたそうで、これこそ生誕 200 年です。笑って良いものか悪
いものかわかりません。文中、浪曲という言葉が出て来ますが、天保水滸伝、国定忠治、清水次郎長
等は昭和 30 年代の浪曲で一世を風靡した娯楽だった。
時は流れ、東京オリンピック(昭和 39 年)を境にテレビの普及もあり浪曲がすたれ歌謡曲がテレビから
流れる時代と変化した。
村田英雄、三波春夫は浪曲界から歌謡界に移り成功しました。旅行も昔は宿に着けばマージャン、宴
会後もマージャン三昧という時代もその後歌がはやりだして庶民もカラオケで歌う時代になり、旅行も
今では宴会、二次会とカラオケということになります。
川柳も退職後菱の実カラオケ会に参加して先輩のご指導のもとに歌っています。「うなりすぎ」「力を抜
いて」など始めはマイクの持ち方もいわれた記憶があります。 足掛け 7 年上達は如何に。
「川柳の歌」・ととのいました。「川柳の歌」とかけまして、「犬吠崎」と解きます。 その心は--- 銚子の
はずれです。(調子はずれ)
カラオケも しょせん自分の 応援歌 (オオ演歌)

＜おわり＞

● 今月の『細野水彩画廊』：「イギリス・コッツウォルズ地方バイブリー村」（菱の実会ホームページでご覧下さい）
「細野スケッチ」は、本格的水彩画へのレベルアップに伴い「細野水彩画廊」へタイトルを変更しました。
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◇ お し ら せ ◇
日時

場所

申込み、その他

赤城倶楽部

ご自由にご参加下さい

５月１６日（月）
９：３０～
５月１２（木） ２６（木）
９：３０～１７：００

赤城倶楽部
会費 1０００円

第６３回春季
グラウンドゴルフ大会

５月２３日（月）
９：３０（集合９：１５）

利根Ｇ/Ｃ場
(会費:５００円)

ゴルフ愛好会例会

６月２日（木）
９：４１'スタート

５月の囲碁愛好会
５月の麻雀会

(会費:１０００円)
申込:５月２０日

申込:５月１９日
高橋勝美 0276-52-0398
雨天中止：翌月に開 催
川口（56-2678）関根（31-8410）
長谷川（0270-74-2056）
竹沢 宏（52-2271）
申込み： ５月 28 日まで
大橋 浩（0276-52-3866）
江川八郎（0276-52-1886 ）

上武ゴルフ場

（９：００'集合）

第４回カラオケ大会

６月６日（月）
１７：３０～２０：３０

「まねきねこ」
0276-52-3450

６月のパソコンサークル

６月６日（月）
１３：３０～１５：３０

労組会議室

６月の幹事会

６月６日（月）１５：３０

労組会議室

５月の編集委員会

５月２３日（月）１３：３０

労組事務室

訃

申込み 5/10 日、24 日まで
荒井昭三（0276-52-0803）
小林昌樹（0276-38-0964）

ご自由にご参加下さい

丸山 浩 さん （ 享年 ７０歳 ） 太田市龍舞町
平成２２年１１月９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。

報

大 小 ご 宴 会 ･ご 会 食

各 種 宴 会 ･法 事 他 承 り ま す 02 76-52-0007

５２－０１１２

編集後記
菱の実会だよりのバックナンバー集、ご利用頂いているでしょうか。
１０年前の平成１３年５月号を開いてみました。ゴルフ愛好会第２回例会の記事によると、参加者
は１４名、上位のスコアはまだ９０台どまり。今は参加者３０名以上で、７０台のスコアも珍しくありま
せん。ゴルフに限らず菱の実会の活動は、年々活発化しレベルアップしています。その様子が
バックナンバーから懐かしくよみがえってきます。時々バックナンバーで、当時を懐かしくしのぶ
のも一興かと思います。「温故知新」、ぜひご利用下さい。
（ 篠崎 記 ）
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