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群馬菱の実会･機関紙（年 4 回発行） 20１8-6-1 

 

＜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。 

紙面版:平成３０年６月号 ＜愛好会成績や写真等は、下記ホームページに掲載＞ 
ネット版: http://www.hishinomi-gunma.sakura.ne.jp/~hishimig/ 

（１） 

平成３０年度・群馬菱の実会総会の報告 
 第３２回「群馬菱の実会」総会を、４月１７日(火)馬電複合棟内のゲストセンターに

て開催しました。 

例年の如く「ヤアー久しぶり! 元気そうだね～」等々の会話で始まり、受付開始時間の

前から多くの方々がお見えになり、総会前の工場見学会では、参加者のほとんどの人が

日々変わりゆく生産現場を見学させていただき感激!! 

今年は例年行っていた会員作品展示会が、会社構内耐震工事のリニュアルに伴い展示ス

ペースの関係上残念ですが中止となりました。 

 
今回の総会は会長が体調不良により不在でしたが、

会員１３１名の方にご参加いただいての開催となり

ました。副会長挨拶に続き、ご来賓(望月馬電所長・

労組児玉執行委員長)からのご挨拶をいただきスタ

ート。 

ご来賓挨拶では望月馬電所長からエコ給湯器の販

売絶好調でマーケットシェアーも上昇したとの力強

い話があり、私達ＯＢとして大変喜ばく思いました。 

 児玉執行委員長からは、昨年度の菱の実会の旅行

で組合会館の「ＭＥＬＯＮＤＩＡあざみ野」を利用

したお礼の言葉をいただきました。また平成２６年

度より労組本部で活躍している荻原副委員長(前群

馬支部執行長委員長)の紹介もありました。 

その他、平成２９年度活動報告と会計報告・平成３
０年度活動計画案と予算計画案、並びに役員改選年
度に伴う、新役員案を事務局より提案し、参加者の
皆さんに承認をいただき総会を終了しました。 

 総会終了後、例年同様正門ロータリー前にて記念
撮影を実施。 

 その後、恒例の懇親会を実施、今年度の懇親会は
構内食堂がスペース的に使用不可能なため、会場
を変えて「明養軒(尾島)」にて開催。計５２名(会
員４０名・会社幹部８名・労組幹部 4 名)の参加を
いただき盛大に実施することができました。 

 参加者の皆様ご協力ありがとうございました。 



 
第４回 菱の実会・菱花会 交流カラオケ大会 リポート 

  ・平成３０年４月７日（土）、１３：００～１７：００ 太田市尾島行政センター
ホール 

・皆さんのご協力で、今回も盛大に実施することが出来ました。企画から運営、会場
設営、カラオケ映像操作、音響操作、照明操作、舞台装置、演出、歌唱・・・すべ
てメンバーの自作自演です。全くの素人集団が、プロのステージに匹敵するほどの
ものを作り上げることに、ＯＢ会の秘めたる大きなパワーを感じます。メンバーそ
れぞれの得意技の結晶です。皆さんのパワーとご協力に敬意を表したいと思います。 

・当日来て頂いた観客の方から「回を重ねる毎に運営や歌唱ともにレベルアップし、
今回も昨年より更に盛り上がって、印象に残る大会でした」というコメントを頂き
ました。 大会の翌日、ＮＨＫのど自慢を見ていて、これならこの大会から何人も
の合格者が出る、と感じた次第です。 

・カラオケ愛好会では、今回の反省と共に、もう次回大会に向けての練習が始まって
います。こんなカラオケ愛好会に仲間入りしませんか。そして次回大会に参加して
みませんか！ 

・「歌う門には福来たる」。さらに健康もやってくる。歌う世間に鬼はいません。  
（ 篠崎 記 ）5 月にホームページに掲載されたものです 

 

 

【新入会員紹介】 
「對比地 弘志 （ツイヒジヒロシ）」 さん 
（平成３０年４月入会） 太田市新田木崎町 

 

1972 年 馬電入社 (温水器係) 
1979 年 商品技術課 
1983 年 生産技術科 （作業研究・工数計画） 
1996 年 労組群馬支部 （書記長 2 期 4 年・委員長 3 期 6 年） 
2006 年 製管工作部復職 （工作課長） 
2010 年 菱馬テクニカ転籍 （常務取締役） 
2018 年 菱馬テクニカ退職  
※46 年間という長い間、群馬製作所・労働組合・菱馬テクニカで 
 大変お世話になりました。今後とも、よろしくお願い致します。 

「栗原 猛 （クリバラタケシ）」 さん 
（平成３０年４月入会） 太田市新田市野井町 

退職後の予定 
 特に考えてはいませんが、健康第一に
ウォーキングや新規ゴルフクラブをフル
セット購入し、週 2 回程度の打ちっぱな
しで汗を流し健康を優先に維持・向上を
図って行きたいと思います。 
 また、若干ではありますが、畑もあり
野菜作りを楽しんでいければと思ってい
ます。 
 若輩ものですが、よろしくお願いいた
します。 

1973 年 4 月 入社  
1974 年 表面処理  1979 年 特電  1984 年 電商工作課 基板 
1987 年 光ピックアップ  1988 年 工具（現工機） 
1999 年 暖房機 部品工作 2005 年 給湯機 
2014 年 品証部品企 
2015 年 3 月 31 日  定年退職 ⇒4 月 1 日 専門嘱託として入社 
2018 年 4 月 15 日付  退職 

（２） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇　お し ら せ 　◇
幹事会・役員会・愛好会 例会・行事 場所 申込み、他

菱の実だよりの発行予定 1月、3月、6月、8月の年4回

申込は2日前まで

荒井（52-0803）
小林（38-0964）

大会は参加費３００円
問合せ先：高橋豊（52-4134）

関根（31-8410）

長谷川（0270-74-2056）

滝沼栄（0270-76-1343）

「まねきねこ」 申込み：　毎月の1日まで

0276-52-3450 境野賢治（52-４４９９）

毎月第一月曜日１３：３０～１４：４５

今年度のメインテーマ
　　「パソコンを極める」
　　・ＹｏｕTube　　・ネット検索
　　・ネットショッピング　　・ワード
　　・写真、ビデオ編集

橋本功衛　0276-52-4260

hishinomigunma@kmail.plala.or.jp

ボランティア

ぴっころ作業支援を次の５回予定
　5月9日（水）、7月5日（木）、
　9月12日（水）、11月15日（木）、
　2月13日（水）
　時間帯は13:00～15:00

尾島ぴっころ地域活
動支援センター

荒井（52-0803）

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

パソコンサークル 労組会議室 ご自由にご参加ください

ハイキング愛好会

4/23(月) 榛名山：掃部ヶ岳、5/14（月）日光：社山、6/11（月）日光
白根山、7/9（月）赤城：黒檜山、8/27（月）秩父：武甲山、9/10（月）
子持山、10/10（水）奥日光・戦場ヶ原、11/12（月）中之条：嵩山、
12/10（月）足利：仙人ヶ岳、1/14（月）榛名山：水沢山、2/11(月)筑
波山、3/11（月）上信越：鼻曲山

カラオケ愛好会

グラウンドゴルフ愛好会

麻雀愛好会
ブライダルスクール

会費1０００円

ゴルフ愛好会

年5回のコンペを開催予定
　第８６回　5月31日（木）
　第８７回　8月3日（金）
　第８８回　10月10日（水）
　第８９回　12月11日（火）
　第９０回　4月

上武ゴルフ場
大間々カントリー俱楽部
城山カントリー倶楽部
上武ゴルフ場
城山カントリー倶楽部

例会は毎月1回開催

（8月、12月、1月は休み)

大会は第８７回　5月２１日（月）
　　 　  第８８回　9月24日（月）

　　 　  第８９回　2月18日（月）

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

毎月第一火曜日　17:00～21:30
大会月は5月・7月・10月・2月 の4回

囲碁愛好会

毎月第二月曜日 ９：３０～

9月23日（月），24日（火）　夏季囲碁大会

3月１1日（月）　第20回囲碁大会

ブライダルスクール

ご自由にご参加ください

鈴木庄一 0276-46-5377
竹渕  雅   0270-26-3005

毎月第二、第四木曜日
９：３０～１７：００

（３） 

祝・長寿  （ 平成３０年４月～６月度 ） 

喜寿（７７歳） 

４月：児島 清己 様、吉田 弘志 様、 

５月：井野 文人 様、大竹 操 様、志村 慶司 様、 

鈴木清一 様 

６月：南日 国伸 様、井上 征光 様、益子 喜雄 様 

 

 



 
 

紙面版菱の実会だよりの次回発行は 平成 30 年８月１日の予定です。 

なお、菱の実会ホームページは、毎月１日に更新・発行しています。 

（ネット会員へメールで毎月ご案内） 

発  行     2018-6-1  No.286                 発行責任者  大塚 誠二 

● 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 

 

（４） 

 


