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群馬菱の実会･月刊機関紙
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紙面版：平成２９年１月号 ＜愛好会成績や写真等詳細は、ホームページに掲載＞
ネット版： http://www.hishinomi-gunma.sakura.ne.jp/~hishimig/
年頭に当たりまして
群馬菱の実会

会長

川島

和平

明けましておめでとうございます
菱の実会会員の皆様におかれましては、健やかな新年を
お迎えのこととお喜び申し上げます。
菱の実会としては昨年度、３０周年の節目の年を迎え
ることができました。これもひとえに、これまで継続し
て来られた諸先輩・会員の幹事会皆様・会社幹部皆様の
ご支援とご協力・労働組合委員長を初めとする皆様のご
支援が３０年の歴史を積み上げさせていただいたと考
えております。
さて、当年度の菱の実会活動としまして、より元気に、
より活発な活動を継続したいと考えます。
菱の実会会員の皆様も一年一年毎年年輪を重ね、好むと好まざるを得ない中で年
を積み上げることになります。
このような中で、如何に元気に、健康的な生活を送ることができるか？皆さんの
共通な課題ではないでしょうか？
このような意味から、元気で健康的な生活をいかに過ごすかが皆さんの課題と考
えております。
そのために、昨年よりスタートした「ハイキング愛好会」や各種愛好会の活動を
従来以上に活性化した活動としたいと考えます。
また、各種愛好会の活動には、昨年度より積極的に進めております「ＭＨＫ菱花
会」との交流もより強化したいとも考えております。
さて、最後になりますが、菱の実会員の皆様・馬電の益々の発展と労組の皆様に
幸多き一年となりますことをご祈念申し上げて年頭のご挨拶とさせていただきます。

事務局からのお願い
菱の実会だよりを、この紙面版と菱の実会ホームページの両方で見ている方や、ネットで見
ることのできる方は、ネット登録頂き、郵送・宅送をご遠慮頂きますようお願い致します。
（ 郵送料等の費用削減のために、ぜひご協力下さるようお願いします ）
事務局宛てにメールアドレスをご連絡の上登録下さい。毎月１日にメールでホームページ更
新発行のご案内をさせて頂きます。ネット版月刊「菱の実会だより」をぜひご覧下さい。
なお愛好会の成績や写真等の詳細情報は、ホームページに掲載致しますのでご了承下さい。

新年のごあいさつ
労働組合群馬支部

執行委員長

児玉 一馬

菱の実会の皆さま、新年明けましておめでとう
ございます。
新春を健やかにお迎えのことと心よりお慶び申し
上げます。
また、日ごろより労働組合の活動に対し、ご支援
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
弊支部は、昨年８月の改選により新体制で運営
しています。特に今回は皆さまとの窓口となる書
記長が旧嶋田書記長から、梅津書記長（旧副委員
長）に変更していますのでご承知おきいただきますようお願い申し上げます。
これまで同様、気軽に組合事務所に足を運んでいただければ幸いです。
さて、いよいよこれから春季交渉を迎えます。電機業界を取り巻く環境とし
ては、中国の景気減速が続き、上半期は為替の円高傾向から業績が悪化する企
業が多くなりました。下半期以降は米国のトランプ大統領就任による政策転換
が日本経済に与える影響の不透明さから、非常に不安要素の多い状況となって
きています。こうしたなか、４年連続で賃金引き上げの要求を行うことになり
ます。非常に難しい交渉となることが想定されますが、所得向上による消費拡
大を通じた経済の好循環を実現するための重要な交渉であり、ニュースなどで
是非ともご注目ください。
次に、馬電のトピックスですが、昨年７月に物流センター・ショールーム・
事務所からなる「複合棟」が、稼働を開始しています。物流センター設置によ
る部品調達から生産・出荷までの一貫体制構築と、体感型のショールーム「ユ
クリエ」による提案力向上により、電気給湯機事業のさらなる強化を図ってい
きますので、これからも馬電にご期待ください。また、巷では「働き方改革」
がトレンドになっていますが、馬電でも経営方針として「働き方改革」に取り
組んでいるところです。
本年も菱の実会の皆さまとの連携を一層深めながら、共に「笑顔あふれる暮
らし」をつくっていきたいと思います。
菱の実会の益々の発展と皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ
ます。

新入会員紹介

「中島寿夫」 さん（１１月入会）

1971年入社。1984年ＭＨＫ出向。2013年退職。
約40年間､各種商品の開発を担当。特に炊飯器は30年間,
設計､試験､試作の開発全般を担当。退職後は、山歩き､
ﾃﾆｽ等運動で健康維持を中心。

菱の実会及び各愛好会の活動報告（ 平成２８年１２月度 ）
名

称

基本日程
毎月
第二月曜日

囲碁将棋愛好会

麻雀愛好会

第二・四木曜日

グラウンドゴルフ
愛好会

活動報告
11/14(月) 定例会を１２名の参加者で実施。
３０周年記念大会 11/21・22 日に伊香保温泉で開催した。
４名で変わりなく実施。

毎月例会
年４回大会

11/28 予定していた定例会は雪のため会場が悪く中止とし
た。12・１月は寒いので休止として、2 月から活動開始する。

ゴルフ愛好会

コンペ年６回

第 79 回を１１月２９日に上武ゴルフで開催した。風が強かっ
たが２３名の参加者あり。参加者が減ってきているので新規
参加者を探して行きたい。

カラオケ愛好会

毎月
第一月曜日

１１／７定例会を１３名の参加で開催した。
１２月大会を１２/５開催。

パソコンサークル

毎月第一月曜日

各ファイル・DVD のコピーの方法等を実施した。

ハイキング愛好会

随時

１１月１４日(月) 根本山・熊鷹山を参加者８名で実施した。

ボランティア

随時

例年ニューイヤ駅伝の交通整理に小林昌樹さんが参加して
いたが来年度は不参加。

幹事会

毎月
第一月曜日

12/5 実施。MHK 菱花会との交流カラオケ大会について、
及び会報の毎月発行について検討。

役員会

毎月
第三月曜日

1２/１９実施。紙面版会報の月刊について検討。
交流カラオケ大会は、菱花会と打ち合わせ、開催する場合
は早めの会場確保が必要。

その他

愛好会の成績表や写真等の詳細情報は、ホームページに掲載しておりますのでご了承下さい。

祝・長寿
菱寿 （８５歳）

（ 平成２８年８月～１２月度 ）
８月： 宍倉 周作
１２月：木部 欽次

様
様

８月： 小沼 政雄、

喜寿 （７７歳）

９月： 田島 保夫

倉田 秀男

様

様

１０月：田部井 朝保、 櫻井 信捷、 佐藤 好一、 中野 嘉博
１１月：福田 興司 、大谷 清輔

様

様

◇ お し ら せ ◇
幹事会・愛好会

例会・行事

場所

申込み、他

幹事会

毎月第一月曜日 １５：００～

労組会議室

役員会

毎月第三月曜日 １３：３０～

労組会議室

囲碁将棋愛好会

毎月第二月曜日 ９：３０～
３月１３日(月)は年度末大会

ブライダルスクール

鈴木庄一 0276-46-5377
竹渕 雅
0270-26-3005

麻雀愛好会

毎月第二、第四木曜日
９：３０～１７：００

ブライダルスクール

申込は 2 日前まで

会費 1０００円

荒井（52-0803）小林（38-0964）

2 月 20 日(月)第 83 回大会
(会費:200 円） 申込み：２月１２日（日）
3 月 27 日(月)例会(会費：無料）

利根グラウンド・ゴルフ場
集合は９：１５ 雨天中止
例会は直接会場へ

問合せ先：高橋豊（52-4134）

グラウンドゴルフ
愛好会

1 月は 1/10（火）
1 月は 1/23（月）

ゴルフ愛好会

次回は 4 月の予定

カラオケ愛好会

毎月第一月曜日 １７：３０～２１：３０
1 月は 1/10（火） 大会の予定

「まねきねこ」
0276-52-3450

申込み： 毎月の 1 日まで

パソコンサークル

毎月第一月曜日 1 月は 1/10（火）
１３：３０～１４：４５

労組会議室

ご自由にご参加ください

ハイキング愛好会

2 月 27 日 （月）奥武蔵 伊豆ヶ岳

集合場所、時刻は

橋本功衛 0276-52-4260
hishinomigunma@kmail.plala.or.jp

江川 八郎（52-1886）

別途参加希望者に連絡

ボランティア

訃
報

発
●

井上佳久 ５２-２１２６

橋本 一郎さん (享年６５歳)
９月２８日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

栗原 正吾さん (享年７４歳)
１０月２５日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

富岡 保夫さん (享年７９歳)
１１月１０日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

川口 博さん (享年７３歳)
１１月１３日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

中村 啓二さん (享年８２歳)
１１月２１日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

田部井元保さん (享年８２歳)
１２月３日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

高柳 とくさん (享年８５歳)
１２月１９日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

平成２８年８月～１２月までの訃報です。
高柳とくさんは、元赤城山荘管理人です。
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