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群馬菱の実会･月刊機関紙（ホームページ連動）

2011-９-1

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

伊豆修善寺・浄蓮の滝・稲取温泉 親睦旅行のご案内
恒例の菱の実会「秋の親睦旅行」ご案内の季節になりました。今年は「全室オーシャンビュー・天然
温泉かけ流し宿の旅」を企画致しました。修善寺を参拝し浄蓮の滝を見学、宿では伊豆七島が浮
かぶ海を望み温泉に入って日頃の疲れを癒してみては如何でしょうか。
会員の皆様には万障繰り合わせの上多数ご参加くださるようご案内申し上げます。
詳細は同封のパンフレットをご覧下さい。
＜申込方法＞ 同封の返信はがきにて、９月１７日（土）までにお申込下さい。
１．期日
平成２２年１０月１３日（木）～１４日（金） １泊２日
２．集合場所
馬電 正門前 午前８時４５分（途中乗車は基本的にはございません）
３．宿泊先
稲取観光ホテル エメラルド七島 静岡県賀茂郡東伊豆稲取１４２９
ＴＥＬ：０５５７－９５－１１１１
４．参加費
男性１７，０００円、女性１５，０００円（当日徴収させて頂きます）
第 １ 日 目

第 ２ 日 目

９：００

馬電正門前

９時前後

ホテル出発

昼食・

カメヤ御殿場店

買い物

ひもの屋

見学・休憩

修善寺参拝、散策

見学・昼食

城カ崎海岸・小田原

見学・休憩

浄蓮の滝

買い物・休憩

鈴広かまぼこ店・ 三芳 PA

１５：３０

天城峠経由 ホテル着

１７：３０頃着

馬電 正門前

【 菱の実会だよりバックナンバー項目別策引集 】 本号に添付いたしました。
先般、総会の時に「バックナンバーDVD」を希望者に配付いたしましたが、何がどの号に掲載されて
いるかの策引がないため、見るのに不便だったかと思います。そこでバックナンバーの内容を項目
別にまとめる厖大な作業を進めてきましたが、このたび完成しましたので添付させて頂きました。
改めて過去の記事を読み返してみると、大変興味深い、いいことがたくさん書かれています。
いずれ節目の時に「単行本」の出版も考えられるかと思います。 どうか、この策引集をご活用頂き、
末長く菱の実会だよりをご愛読下さるようお願いいたします。
菱の実会だより編集委員 一同
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先日は喜寿のお祝に生花をいただき有難うございました。お陰様にて私も定年
後習い始めた絵画、ゴルフ等元気に楽しんでいます。又三年前から腹式呼吸
で健康になろうの誘いにつられ、ハーモニカクラブに入り練習もしています。
これからも健康に注意しながら楽しく趣味を生かしていきたいと思います。
伊勢崎市三光町
桑名 松司



「中島 重夫さん」 （伊勢崎市中央町） も喜寿を迎えられました。

【 新入会員紹介 】

佐藤 英二さん（平成２３年４月入会）

邑楽町赤堀市

今度、菱の実会に入会いたしました佐藤英二です。宜しくお願い致します。
＜私の経歴＞
・１９５９/４/１ 菱電機器入社。回転機機械班配属。その後、熱硬化性樹脂
成形、中温工場、熱化塑性樹脂成形等を経て電話機生産にかかわる。
・１９９３/３/１６ 北関東支社転勤
・２００４/３/３１ 北関東支社定年退職
馬電・北関東支社勤務４５年を通じ、良き先輩、仲間は巡り合い恵まれた会社
生活を送ることが出来ました事感謝致しております。 馬電を離れて２０年近く
なりますが、馬電勤務時と同様よろしくお願い致します。

大塚 誠二さん（平成２３年１月入会）

邑楽郡大泉町

この度、菱の実会に入会いたしました大塚誠二です。これから諸先輩方に
お世話になりますので、宜しくお願い致します。
＜私の経歴＞
・１９６９/４/１ 馬電入社。１９８０/１０まで資材管理係
・１９８０/１０～１９８５/３ 工作部工程課
・１９８５/４～１９９５/６ 資材部資材管理課
・１９９５/６～２００５/３ 暖房機製造部工作課
・２００５/４～ 給湯機製造部工作課
・２０１１/３/３１ 定年
馬電入社以来、４２年間にわたり部品調達に従事してきました。これも諸先輩
方の指導や関係者の協力に支えられ、無事定年を迎えることが出来たと感
謝をしております。

山口

さとし

知 さん（平成２３年１月入会）

太田市岩松町

馬電在職中は、材技・光ピックアップ・アメニティ機器等を担当してきました、
山口 知です。この度、菱の実会に入会しお世話になりますので、よろしくお
願い致します。
＜私の経歴＞
・１９６９/４/１ 馬電入社
・１９７４/１/１６～１９８６/１０/１５ 開発試験課(品質保証課)材料・部品の評価
・１９８６/１０/１６～１９９５/３/１５ 光ピックアップ受入検査と工作技術
・１９９５/３/１６～２００２/１０/１５ アメニティ機器の品質評価
・２００６/４/１～ 給湯機(温水器)材料・部品の品質管理・認定
・２０１１/３/３１ 三菱電機 定年退職
入社以来、馬電一筋に４２年間を無事終了することができました。これもひと
えに先輩・同僚・後輩のお陰と感謝申し上げます。暑い日には、赤城山にて
キャンプ等、只今充電中です。今後ともよろしくお願い致します。
● 今月の『 細野水彩画廊 』：「 波しぶき」（菱の実会ホームページでご覧下さい）
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【 ご案内 】

語り継ぐ 戦争の記録展―Ⅱ 開催のご案内

「戦争の悲惨さと、平和の尊さを伝える」
会場： 新田文化会館（エアリスホール・１階）多目的室
会期： １０月１日（土）・２日（日）・３日（月）
時間は午前１０時～午後５時 １０月１日のみは午前１１時より
後援： 太田市・太田市社会福祉協議会・太田市教育委員会
[参考]
昨年第一回目を学習センターにて開催し、約１,800 名の方にご来場頂きました。太田市内の
小学生の感想文を見せていただきましたが開催して良かったと思いました。その内容ではほとんどの子
供たちが今の時代に生まれてきてよかったと涙が出るほどの感想文でした。（森 記）

尾島ねぷた祭り ・・・ 今年も多くの人出でにぎわいました
尾島ねぷたは今年も８月１４、１５日盛大に行われました。あいにく１日目の１４日は、雷雤に見舞われ途中
で中止となってしまいましたが、屋台店と見物客いっぱいの商店街の夜空に、高さ７メートルに及ぶねぷ
たと女性の叩く太鼓の音は勇壮、可憐で見物客をおおいに楽しませてくれました。

三菱ねぷたのスナップ写真スライドショームービーをご覧下さい。(ここをクリック)

第５２回 ゴルフ愛好会コンペ報告
第４６回 ゴルフ愛好会コンペ報告

順位
優勝
準優勝

３位
４位
５位
６位
７位
8位
9位
10 位

氏 名
篠原陽治郎
竹沢
宏
田口 勝也
寒梅 達男
島田 十助
小池 利男
大竹
操
青野 久之
坂田
修
井上 佳久

GRS
８８
７５
７８
７８
８２
８２
８０
８６
７２
９０

NET

71.2
71.4
72.0
72.0
72.4
72.4
72.8
72.8
73.2
73.2

７月２５日（月）に大間々カントリー俱楽部に於いて、第５２回菱の実会ゴルフ大会を実施しました。
今回は梅雤明けで猛暑を覚悟しての計画でしたが、当日は気温も３０度をチョット越えたくらいで、カートで
走ったり、木陰では涼しい風が気持ち良く感じられ、まずまずのコンデションの中での実施でした。好スコ
アが期待される中３１名の方に参加して頂き実施しました。コンペの結果は期待通り好スコアのラッシュで
坂田修さんが７２回のパープレィーで＋１.２のプラスハンディとなってしまいました、そんな中久しぶりに参
加して頂いた篠原陽治郎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。
次回の大会は、１０月１１日（火）に予定しています。（上武ゴルフ場）
＜編集委員からのお願い＞ いつも菱の実会だよりへ原稿投稿頂きお礼申し上げます。
一時会員投稿の原稿が途切れましたが、その後お蔭様で投稿が進み、８月末日現在、４件の原稿がストック
されています。掲載は先着順とさせて頂きますので、ずれ込む場合はご了承下さるようお願いいたします。
引続き投稿や情報提供をよろしくお願いいたします。
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◇ お し ら せ ◇
日時

場所

申込み、その他

９月１２日（月）
９：３０～
９月８（木）２２（木）
９：３０～１７：００
９月９日（金）
９：３０～１２：００

赤城倶楽部

ご自由にご参加ください

赤城倶楽部
会費 1０００円

申込み 9/6 日、20 日まで
荒井昭三（0276-52-0803）
小林昌樹（0276-38-0964）

赤城倶楽部
(会費:無料)

荒井昭三（0276-52-0803）
栗原正吾（0276-352-1913）

９月の
グラウンドゴルフ例会

９月２６日（月）
９：３０（集合９：１５）

利根Ｇ/Ｇ場
(会費:無料)

希望者は直接会場へ
(雤天中止)

第５３回ゴルフ愛好会

１０月１１日（火）
９：20 ｽﾀｰﾄ 集合 8:45

上武ゴルフ場

１０月のカラオケ月例会

１０月３日（月）

９月の囲碁愛好会
９月の麻雀会
９月の将棋愛好会

１０月のパソコンサークル

「まねきねこ」
0276-52-3450

１７：３０～２０：３０

１０月３日（月）

川口（56-2678）関根（31-8410）
長谷川（0270-74-2056）
竹沢 宏（52-2271）
申込み： 9 月 28 日まで
大橋 浩（0276-52-3866）
江川八郎（0276-52-1886 ）

労組会議室

１３：３０～１５：３０

１０月の幹事会

１０月３日（月）１５：３０

労組事務室

９月の編集委員会

９月２６日（月）１３：３０

労組会議室

編集後記
各地でいろいろな夏まつりが行なわれていますが、先月記載しました世良田祇園まつりの屋台は、
文献では文政４年(１８２１年)頃制作されたとの記録があり、この度８台の屋台がきれいに補修され
ました。これらの屋台は貴重な文化財であり、末永く後世に伝えていく責務があります。
「群馬菱の実会だより」も、我々の活動の証となるもので、会員各位から投稿していただき、歴史の
１ページにしていきませんか !
（ 高橋勝美 記）
発
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＜次号配布予定日＞ 発行日：10 月１日。 ●ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは 10 月１日更新予定。●メール便及び菱の実会員宅配は
10 月 5 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）

