
 新年明けまして、おめでとうございます。 

皆様にはお健やかに良いお正月をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

 原油価格が１バレル１００ドル近辺まで高騰し、ガソリンや灯油の価格が 

この１年で２倍近くなりましたがまだ落ち着く気配がありません。 

それどころかこの影響で今まで価格の優等生であったラーメンや牛乳など 

の食料品を初め多くの日用品が数十年ぶりに次々に値上げされようとして 

います。日常生活に車が欠かせない多くの会員にとっては痛手が大きい 

のは勿論のこと、物価上昇は年金生活者にとっては最大の敵と云えます。 

また、先の参議院選挙では与野党が逆転し衆参のねじれが生じている現 

状では今年もまた政治への期待は持てそうにありません。こんな中でも常 

に前向きに、今まで培った経験と知恵を生かし仲間との連携を深めながらボランティア活動や趣味を生

かした活動に積極的に参加して若さと健康を保つように努めようではありませんか。 

世相を表す漢字に「偽」が選ばれたように昨年は明るい話題の尐ない年でありましたが、今年こそは明

るい希望の持てる年になってほしいものです。 

昨年から菱の実会にまだ入会していない方に積極的に働きかけて会員の増加を図っています。これら

を続けるとともに、皆様に喜んでいただけるような活動を行っていきたいと思います。 

沢山の方の各種イベントへの参加や菱の実会報への投稿をお待ちしています。 
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群馬菱の実会だより 2008-1-７(月) 

年頭に当たって              群馬菱の実会 会長 長嶺 元 

群馬菱の実会の発展を願って  三菱電機労働組合群馬支部 

執行委員長  荻原 浩良 
菱の実会の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

平成２０年の新春を健やかにお迎えのことと、心よりお喜び申し上げ 

ます。また、日頃より弊支部の活動に対しましてご支援ご協力を賜り 

厚く御礼申し上げます。 

弊支部は新体制となってから早いもので既に２年目の活動に入り 

ました。振り返りますと、昨年は政治に対する取り組みに２つの大きな 

変化がありました。 

１つめは 32年間続いた組織内議員擁立の幕引きです。 

これまでの歴代組織内議員の議会活動と、支援をして頂いた皆さんの 

ご尽力に改めて感謝申し上げます。 

２つめは電機連合政治顧問“若林ひでき参議院議員”の立候補断念です。 

菱の実会の皆様にも多くの支援を頂きましたが、重大かつ深刻な心身の病により誠に残念な結果とな
ったことを改めてお詫び申し上げます。 

さて、三菱電機においては新聞報道等でご存知かと思いますが、非常に好調であり、4期連続の増
収、6期連続の増益達成が視野に入る水準であると聞いております。一方馬電においては、ものづくり

強化が一段と進み、工場の変革や働く人達皆が元気になり、おかげさまで本部や他場所に大変評価

された 1年でありました。是非、総会時の工場見学会でご覧いただければと思います。 

今年も三菱電機の“オール電化”の牽引役として群馬製作所の発展に向けて組合の立場からしっか
りと諸活動をして参りたいと思います。 

又、昨年５月に組合事務所内に菱の実会事務局ゾーンを新設しました。いつでもお気軽に訪問頂
ければと思います。組合書記局一同でお待ちしております。 

最後に、菱の実会の益々の発展と皆様方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 
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【 新入会員紹介 】 
    
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 高木 和彦 86 70.4 

準優勝 中村 晴三 77 71.0 

３位 萩原十四夫 76 72.4 

４位 井上 佳久 82 72.4 

５位 青野 久之 87 72.6 

６位 大竹  操 90 73.2 

７位 石尾 延也 94 73.6 

８位 滝 亀三郎 86 74.0 

９位 佐藤 好一 86 74.0 

１０位 寒梅 達男 87 75.0 

平成１５年４月で退職（転籍）致しました中島でございます。 

大変遅くなりましたが、この度菱の実会に入会させて頂く事になりました。 

私は昭和３５年４月に入社し、試作係を始めに、専用機係、石油 F/H

係、油工課、部工課、営業課と各職場を経験させて頂きました。又テクノ

トップへの出向、更に萬世電機（東京）へ出向し、そのまま転籍になり、

平成１８年１２月をもって退職いたしました。 

各々の職場では、菱の実会員の皆様には大変お世話になり、ありがとう

ございました。これからも諸先輩のご指導を頂きながら、第二の人生を心

豊かに、楽しく過ごしたいと考えております。宜しくお願い申し上げます。 

。 
 栗田 博さん （平成１９年３月退職）   太田市上小林町 

昨年３月末、４５年間勤めた三菱電機を無事定年退職しました栗田博です。 

この度群馬菱の実会へ新入会員として仲間入りさせて頂くことになりました。 

よろしくお願いいたします。 

私の経歴を簡単に紹介させて頂きます。 

昭和３７年４月入社し試作係２３年、工作４年、ゲストホール８年、ＬＥ関西社

（出向）３年、馬電営業（特殊品）３年、ＬＥ東京社（馬電駐在）４年の計４５年

です。今後は、農作業（見習い中）、さんぽ（一万歩実践中）を日課として、 

体を鍛えてガンバッテ行きたいと思っています。 

第３４回 ゴルフ愛好会コンペ報告   高木 和彦 さん 優勝 

１２月 4日（火）大間々カントリークラブにて、第３４回菱の実会ゴルフ大会が、過去最高の参加を得て 

開催されました。優勝は、前回上武ＧＣにての高木よし子さんに続き、今回高木和彦さんと高木デー。 

今回は１２月の第一次寒波到来かと心配されましたが、風も無くゴルフ日和に恵まれた一日でした。 

次回開催は、平成２０年４月上旬頃を予定しておりますので、 

楽しみにして下さい。 
 

なお今回の大会でたいへんおもしろい結果がみられました。 

萩原十四夫さんと坂田修さんが、ともにグロスが「７６」のベスグロ 

でしたが、新ペリア方式というハンディキャップ算定法により、 

萩原さんが３位、坂田さんは３４位でした。隠しホールの影響で、 

順位にこれだけの開きが出ました。ちなみに坂田さんのハンディ 

は、ﾌﾟﾗｽ ３．６。 ・・・ それにしても、皆さんレベルが高い。 

 

 

 

中島 進さん （平成１８年１２月退職）  太田市新田早川町 

 



（３）No．１７７ 

【 会員投稿 】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ◇ ジミー没後５０年によせて（１）     大槻伸次 

    
今年、平成１９年７月１５日の夜９時、ＮＨＫの日曜ハイビジョンシネマで 

｢エデンの東｣が放映された。｢エデンの東｣は、過去に幾度となくテレビ放映 

されているので新鮮さはないが当時の特別な思い出のある映画だけに２年 

ぶりに見てしまった。 

２年ぶりというのは前回ＮＨＫで放映されたのは平成１７（２００５年）年だった。 

というのはこの年、ジェームス・ディーン（愛称ジミー・１９３１年２月８日インディ 

アナ州フェアモント生。）没後５０年という節目の年だったからである。 

ジェームス・ディーンは今から５２年前、ハリウッドの映画界に彗星のように現 

れ「エデンの東」、「理由なき反抗」、「ジャイアンツ」という三本の名作を残して 

彗星のように消えていった。 

そして約半世紀余り前の昭和３０年１０月１４日、東京はピカデリー劇場でジェームス・ディーン主演

の第一作「エデンの東」は日本で初公開（前評判は良かった。）されることになった。ところが、主演した

ジェームス・ディーン本人は日本初公開の２週間前の９月３０日、愛車「ポルシェスパイダー２３」を駆っ

て事故に遭いカリフォルニアの一地点に、２４年７か月の生涯を閉じてしまった。当時の夕刻のラジオ

ニュースで知って驚いた。 

その後、映画「エデンの東」は日本で予定通り公開され爆発的にヒットした。そして同名のテーマ曲

「エデンの東」のサウンドトラック版もヴィクターヤングの演奏版もすごい人気（自分も買いあさった。）で

長期間ラジオから聞かれぬ日はなかった。余りの長期間熱狂的なリクエストが続いた為、困り果てた放

送局はリクエストを中止したほどだった。もちろん主演したジェームス・ディーンへの憧れも並大抵なも

のではなかった。映画評論家の小森和子（享年９５歳）さんは「こもりのおばちゃま」の愛称で親しまれ

ジミーを愛し、ジミーが亡くなったときに親しい人たちに葬式饅頭を配ったというほどに敬愛していた。

後に、お墓参りに出かけたことが懐かしく想い出されると語っていた。 

昭和３０年は敗戦から１０年経過していたが経済的には現在と比較しようもないほど貧しくて娯楽の

尐ない時代だった。我家では７人兄弟の末っ子が生まれ、７７歳の祖父が亡くなった。国政では５５年

体制が発足し、教師の勤評導入の年でもあった。小学校長をしていた伯父は勤評導入反対の教職員

組合員達に自宅に押しかけられるといって我が家に避難したこともあった。 

私は、多感な中学２年生（弱冠１４歳）だったがあれから半世紀、長い歳月があっという間に流れ去っ

たというのが今の実感である。 

当時、我が家で唯一の娯楽といえば飴色のニスの塗られた箱に収まった性能の悪い再生式並四ラ

ジオだった。後に普及する（ぼちぼち普及していたが貧乏暮らしの我が家では買えなかった。）高性能

なスーパーヘテロダイン方式とは全て異なる旧式な代物。ピーピーギャーギャーと混信のなかから聞こ

えてくるドラマ（菊田和夫のラジオドラマ“君の名は”や赤銅鈴之助などが大ヒツト。）や歌謡曲が唯一つ

の楽しみだった。昭和２８年、テレビ放送（白黒）は始まっていたが、テレビ受像機は高価なものでまだ

まだ一般的でなくプロレス放送のある日は他所様の家に見に行った。こんな時代背景のなか映画は代

表的な娯楽だった。といっても小遣いはなかなかもらえず、友達が映画に誘いに来ても断ることが多か

った。 

そして昭和３２年３月中学を卒業。町工場就職と同時に太田高校定時制に進学した。定時制では授

業の一環として毎月映画教室（生徒会では文部省選定の名作洋画を主に選定したようだ。映画は大体

二本立てで、例えば目的の洋画の｢白鯨｣と同時に上映されたのが｢錆びたナイフ｣だったが裏作品の

ほうが娯楽性かあって楽しかったというのも多々あった。）が催され映画への興味が深まった。 

当時は、話題の超大作洋画は東京などの大都市の映画館で長期間ロードショーされるのが一般的

で、太田のような小さな地方都市で上映されるのはそれから２～５年も経過した忘れかけた頃だった。

そうであるからせっかくの機会を見逃したら再上映のチャンスはめったになかった。そこで、アンテナを

高くして近隣都市の映画館の上映のチャンスをじっと待つしかなかった。そうだからその作品への思い

は募っていったのかもしれない。       

＜次号に続く＞ 

 

 



（４）No．１７７ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１月の 
 囲碁愛好会 

１月２１日（月） 
９：３０～ 赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １月の麻雀会 
１月１０日（木） 
１月２４日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み１/５(土) １９日(土) 
下山國夫（0277-78-3204） 
荒井昭三（0276-52-0803） 

３ 
１月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

１月２１日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 ２０年４月上旬予定 
萩原（56-3852）関根（31-8410） 

川口（56-2678） 

長谷川（0270-74-2056） 

５ 
２月の 

パソコンサークル 

２月４日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
２月の 

カラオケ月例会 

２月４日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：１月３１日（木）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１月２１日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
２月４日（月） 
１６：００～ 

９ 

【ボランティア】 
会社正門前から 

354 までの道路清掃 

 

２月４日（月） 
１５：３０～１６時 

現地 
幹事会メンバー及び当日都合 

のつく人の参加をお願いします 

 

編集後記  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  行     2008-1-7  No.177            発行責任者  長嶺  元 

編集：「菱の実会だより」編集委員会    三菱電機労働組合群馬支部 

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

菱の実会だよりホームページ アドレス http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 

＜菱の実正月号＞は 12 月に編集、年末にまだ見ぬ年頭を寿ぎます。年賀状もこれと同じ、

わずかの先へタイムスリップ！ 来年の事を言うと鬼が笑ったりします。 

私が生まれた頃のアメリカ映画「カサブランカ」でハンフリーボガードが、嫌いな女に

「昨日は何処に？」と問われた時の名セリフ「昨日のことは忘れた」「じゃー今夜会って！」

「そんな先の事はわからない」 往年の洋画フアンの方ならご存知ですよね！ 

 今は平和で明日の不安（交通戦争以外）を感じる人はおりません、でもテレビ・マスコ

ミでは沢山の安心・安全・保険のコマーシャルが目白押しです。 

 医薬、施設の進歩と高齢化福祉が進む中、それらに頼る事無く、自身の健康は日々の生

活の中で獲得してゆくもの････と思うのですが。今年も宜しく！   境野 賢治 記 
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群馬菱の実会だより 2008-2-4(月) 

「菱の実会ホームページ」のご案内 

① ・・・ ここをクリックすると、最新の会報「群馬菱の実会だより」が開きます。大きく、カラーで見られます。 

② ・・・ ＮＨＫ時計です（時刻はパソコンと同期）。右下の「nhk」をクリックすると、ＮＨＫサイトが開きます。 

③ ・・・ オリジナルの菱の実会カレンダーです。毎月発行（前月２０日前後）。プリントアウトしてご利用下さい。 

④ ・・・ 会報「群馬菱の実会だより」のバックナンバーは、ここからどうぞ。約１年間保存しています。 

⑤ ・・・ 菱の実会の活動計画と会則は、ここから見られます。 

⑥ ・・・ 「馬電」と「ＭＨＫ」のホームページにリンクしています。会社の「今」を時々チェックしてみては・・・。 

⑦ ・・・ アクセスカウンターです。開設以来の累計アクセス数が出ます。 

⑧ ・・・ 当月のカレンダーです。今日は何曜日かも表示。毎日が日曜日ではありません。 

⑨ ・・・ 最新のニューストピックスの見出しです。見出しをクリックするとニュースが開きます。情報収集にどうぞ。 

⑩ ・・・ 「ネット落語」です。折り紙つきの若手落語家による落語をお楽しみください。毎月更新しています。 

⑪ ・・・ 「パソコンサークル」のページです。サークルで学んだテクニックや活用術などを掲載しています。 

   なかでも、メンバー個人のホームページは一見に値します。 

⑫ ・・・ コーヒーブレークのコーナーです。「黒猫」をクリックすると、マウスにじゃれてきます。「オセロ」「五目」 

   「数独」「○×」の４種類のゲームも楽しめます。パソコンに疲れたら、気分転換にどうぞ。 

⑬ ・・・ セカンドライフに役立つインターネット上の各種サイトへのリンク集です。ためになること請合いです。 

１７８号 

② 

＜なぜか「鶴」が画面上を飛んでます＞ 

⑬ 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

①  

⑩ 

⑪ 

⑫ 
⑧ 

⑨ 

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

菱の実会ホームページは、平成１７年９月開設以来尐しずつ内容を充実させ、会報の「菱の実会だより」

やパソコンサークルのページ、世の中の最新情報やお役立ちサイトへのリンク、ゲームや落語など、盛り

だくさんの内容でお届けしております。トップページから、その内容についてご案内いたします。 

このホームページにより、会報を郵送する費用が節約され、厳しい菱の実会の財政にも役立っております。 

ぜひペーパーレスの情報伝達にご協力をお願いいたします。新たにご協力頂ける方は、次のアドレスまで 

メールでご連絡頂ければ幸いです。ぜひご協力下さい。   hishinomigunma@air.ocn.ne.jp  

 

 

http://www18.ocn.ne.jp/
mailto:hishinomigunma@air.ocn.ne.jp
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この度、１２月１５日付けをもって退職することになりました。 

昭和４４年に入社以来３８年と８ｹ月になりますが、２０年間を

馬電に、そして１８年間余りを三菱電機ホ－ム機器に出向し、

品質管理の業務に従事し、ここ３年余りを生産技術Ｇの一員と

して海外生産移管の関連業務と安全保障輸出管理を担当させて

もらい、貴重な体験をもさせて頂き充実した日々を過ごすこと

ができました。これからは健康に留意しながら家族との旅行を

計画しながら第二の人生に向けたライフステ－ジを作って生き

たいと思っています。又、加入にあたり諸先輩方々の経験を参

考にさせて頂きたく宜しくお願い致します 

 

このほかにも、次の方々が菱の実会に入会されました。 

小澤 永一 さん  群馬県伊勢崎市境 （１９年９月入会） 

高田 順一 さん  群馬県太田市新田木崎町 （１９年９月入会） 

長浜 俊雄 さん  群馬県太田市新田小金井町 （１９年１０月入会） 

藤生 恒男 さん  群馬県太田市鳥山上町 （１９年１０月入会） 

阿久沢 進 さん  群馬県伊勢崎市境女塚 （１９年１１月入会） 

稲井   透 さん  群馬県太田市中根町 （２０年１月入会） 

 

♪ 楽器・しませんか ♪ ・・・ ＯＢバンドへのお誘い 

 菱の実会のメンバー数人が、それぞれ自分の得意な楽器を持ち寄ってバンドを結成し、昨年４
月の菱の実会懇親会の場で初のお披露目をさせていただきました。その後練習を重ね、１１月
には馬電のふれあいフェスティバルにも参加し、イベントの盛り上げに一役買いました。 
バンドの名前は「プラチナ・グラン・パパ」（ＰＧＰ）。目下、第２ステージに向けてメンバーを募っ
ております。キーボード、エレキベース、メロディー楽器など、お得意の楽器でかまいません。
お気軽にメンバーに声をかけてください。お待ちしております。 

森尻  進 さん （平成１９年１２月退職） 

 

 

 

≪≪雑雑記記帳帳≫≫   メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 
４月から、メタボリック健診・保健指導が始まります。健康は人生の宝物です。肥満がメタボの元凶。

この機会に、ダイエットして「メタボ退治」に取り組もうではありませんか。  

そこで、菱の実会おりこみ狂歌をひとつ。 

「ひ」・・・肥満体   「し」・・・脂肪溜まりて   「の」・・・脳軟化   「み」・・・未然に防ごう 

「かい」・・・介護施設行き       人生、介護されるようになったらおしまいと心得よう。 

ちなみに、「メタボ診断基準」を。 

① 腹囲（へそ周り） 男性８５ｃｍ以上、女性９０ｃｍ以上 

①に加えて、次の②、③、④の項目で２つ以上あてはまると、メタボと診断される。 

② 中性脂肪（１５０mg/dl以上）、ＨＤＬコレステロール（４０mg/dl以上）の、いずれか又は両方 
③ 高血圧（最高１３０mmｈg以上、最低８５mmｈg以上の、いずれか又は両方） 
④ 高血糖（１１０mg/dl以上）                             （篠崎 記） 
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 ◇ ジミー没後５０年によせて（２）      

    

現在では見たいと思えばいつでもビデオをレンタルしてくれば視聴可能 

な便利な時代になったが、その分感動は尐なくなっている。当時、映画雑 

誌の｢スクリーン｣や新聞・ラジオによる「エデンの東」の評判にわくわくし一 

刻も早い太田での上映を待ち望んだ。その頃は、東京へ観に行くなんて 

時間もないし金もなしで考えられなかった。 

それから約６年が経過（昭和３６年４月）したころだった、太田市街のあち 

こちに「エデンの東」上映の予告ビラがベタベタと貼られた。上映映画館は 

大門通りの洋画専門（日活も上映した）の、西映画劇場 （現在は、山車の 

倉庫になっている）だった。自分としては一日千秋の思いでその日を待った。 

そしてその日、映画を観終わったときの感想は前評判どうりで、頭をぶん殴られたような感動を覚えたのを

記憶している。ところが今になって映画の何処にそんなに魅かれたのだろうか、なかなか旨い言葉には言い

表せないでいた。 

ところが平成１７年のある日の毎日新聞記事に、ジェームス・ディーン没後５０年に寄せて、評論家の川本

三郎氏が「泣く男の登場」というタイトルで寄稿しているのを面白く読んだ。ハリウッド映画の世界では、男性

スターは男性的な強さが重視されまず泣かなかったというのだ。ゲイリー・クーパーもハンフリー・ボガード

も、クラーク・ゲイブルも、ジョン・ウェインも泣かなかった。人前で涙を見せるなど男性として失格だという考え

方が強くあったようだ。 

これまでの、強くたくましく頼りになる大人の男と違ってジェームス・ディーンは、弱々しく繊細な若者だっ

た。ハリウッド映画史上はじめて登場した、傷つきやすい若者といっていい。 

戦後の若者スターの随一はマーロン・ブランドだったというがブランドには野生的な逞しさがあり反抗的な

ふてぶてしさがあつた。ジェームス・ディーンはマーロン・ブランドのイミテーションのように云われたがマーロ

ン・ブランドのような強烈な個性はなかった。ジェームス・ディーンは映画の中でよく泣いたというものだ。

我々が子供の頃、親父から男はめそめそなくもんじゃないと教育されてきた。だから自分はそう思っていたし

子供にもそう云ってきたように記憶している。 

では、自分は泣くことを知らないかといえばそうではない。小学生のころ学校で映画教室に連れて行かれ

主人公の不遇に涙したり、疎開していた友達と別れを惜しんで泣いたり、兄や友達と喧嘩して何時も負けて

泣いた。また、母親の涙にもらい泣きしたりと意外と泣いた記憶がある。サラリーマン時代にも顔で笑って心

で泣いてという場面は多々あった？両親や兄弟が立て続けに亡くなったことも心の中は毎日涙だった。また

最近は年のせいか、涙もろくなりドラマを見ていても涙がこぼれてしまう今日この頃である。涙にもいろいろあ

るが今は男だろうと涙を我慢する時代でもないしとにかく自然体がいいね。 

私がジェームス・ディーンの出演する作品に感動したのは、川本三郎氏が言っているように“弱い男”を 

演じる男の登場への新鮮さだった（この映画を転機にハリウッド男優の涙も当たり前になったようだ。）といっ

ているがまさに正解を得た思いだった。 

一昨年（平成１７年）のＮＨＫのＢＳ放送ではジェームス・ディーン没後５０年の特集を組み、彼の出演した

作品や彼の死後創られた回顧映画、｢ジェームス・ディーンのすべて：青春よ永遠に｣、｢ジェームス・デｨーン

物語｣なども放送された。また新聞や雑誌に、彼に関わる回顧記事（例えば｢泣く男の登場｣などなど。）が多

く見られた。また、本屋さんでは写真集などの出版物も散見された。 

自分は、久しく会わなかった友達に出会ったように懐かしく見させていただき若かりし頃を回顧している。

他に、彼のポスターやポートレートなども相変わらず人気を呼んでいるようだ。 

没後５０余年以上もして脈々と行き続ける彼の人気に現役ハリウッドスターが羨望のまなざしでいるという

話題を耳にしたことがある。彼は人気の絶頂期に亡くなったためそのときの評価のままでいられるというの

だ。 

現在日本では、韓国映画「冬のソナタ」に主演した韓国人俳優のヨン様ブームとやらで年配の女性たちが

夢中になり映画の舞台となった韓国まで出かけロケ地を訪ね歩き自分の初恋と重ねあわせて青春を回顧し

ているという。「エデンの東」がヒットした当時もそうだった。あれから５０余年、昭和は遠くなってしまったがい

くら時代は移ろい変わろうが名作に感動する気持ちと行動はいつの時代でも同様であり、私もその感動する 

心をずっともち続けたいなと思っている。                                ＜ 完 ＞ 

 

＜大槻伸次さんです＞ 

 



（４）No．１７８ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
２月の 
 囲碁愛好会 

２月１８日（月） 
９：３０～ 赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ ２月の麻雀会 
２月１４日（木） 
２月２８日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 2/12(火) 26 日(火) 
下山國夫（0277-78-3204） 
荒井昭三（0276-52-0803） 

３ 
第５０回冬季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

２月１８日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：500 円）  

申込：２月１４日（木） 

高橋勝美（0276-52-0398） 
（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 ４月上旪予定 
萩原（56-3852）関根（31-8410） 

川口（56-2678） 

長谷川（0270-74-2056） 

５ 
３月の 

パソコンサークル 

３月３日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
３月の 

カラオケ月例会 

３月３日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：2 月 29 日（金）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
２月１８日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
３月３日（月） 
１６：００～ 

９ 
【ボランティア】 
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菱の実会だよりホームページ アドレス http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 

第二次世界大戦の体験を語るって！ええっ？宝泉小学校 6 年生の各クラスでは、毎年 12 月 8日の

開戦記念日の前後に、土地の古老を招集して、戦争体験を聞く日を設けている。 

 彼らは事前に本やインターネットで大戦の様子を調べた上で、戦争体験者の話を直接聴き、色々質

問して実態を知り、最後に壁新聞にまとめて発表する。この行事の存在は、我が家に戻った時から知っ

ていたが、自分に戦争体験を語る番が回って来ようとは。中島飛行機工場がすぐ裏にあったことによる

空襲や灯火管制・防空壕の話、食糧難とか大戦末期の悲惨な体験の話ししか出来なかったが、しかし

体験者としてのメッセージを２，３話した。感想文を見る限り、伝わったようだ。今回は宝泉地区の 10人の

古老？が応召していたが、出征体験者はゼロで、応召の直前で終戦になった人を最年長に、最年尐は

勿論私であった。人的には既に第二次世界大戦は遠い過去のもので、その語りべが自分の世代になっ

ていることを感じたひと時であった。新年に当り永遠の平和を願うのみ。 

 うん？編集後記と関係なかったかな？                         （細野編集委員記） 
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順位 氏 名 ＨＤ ｽｺｱ １打 ２打 

優勝 根岸利喜蔵 4 65 0 13 

準優勝 久保田 舜 3 67 1 12 

３位 田部井秀夫 5 67 0 12 

４位 高橋 勝美 1 67 0 11 

５位 斉藤 慶蔵 2 69 0 9 

６位 島  保夫 0 69 0 8 

７位 長嶺  元 7 70 0 11 

８位 宮田恭之 0 70 0 5 

９位 根岸佳代子 3 71 1 4 

１０位 柳沢勝利 5 71 0 9 

冬季グラウンドゴルフ大会が去る２月１８日（月）利根グラウンドゴルフ場で１９人の参加で行われました。 

今回の大会は通算５０回目の記念大会で、厳寒の中、赤城コース、榛名コース、赤城コースの２４ホー

ルで熱戦がくりひろげられました。結果は、根岸利喜蔵さんが実力を発揮し優勝カップを手にしました。 

尚、次回の春季大会は、５月２６日（月）を予定しておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 

群馬菱の実会だより 2008-3-3(月) 

第５０回(冬季)グラウンドゴルフ大会  根岸利喜蔵 さん 優勝 

 

  幹事の研修旅行記 （真冬の那須高原、耐寒体験研修） 
２月１２、１３日幹事とカラオケ会の皆さんで実施。ゆったり旅でご当地１０時出発。天気は上々、車中にぎやか

な会話と、「漢字の読み方や地理のクイズ」で楽しみながら那須高原へ。しかし昼食後、この冬一番の寒波襲来

で天気が急変、那須温泉神社見学の頃から雪さでそそくさと切り上げホテル入り。夜には皆さん元気になって 

さあ宴会、宴が進むにつれ自慢のカラオケも披露し、楽しく過ごされました。 

翌日も朝から雪、雪がやんでも強風になり塩原の大吊り橋渡りは無理とのことで２日目の行動は大幅変更。さら 

に変わったバスの暖房が効かなく防寒衣を着ている始末。みんな寒さで困惑でしたがそこは皆様ご理解が良く 

                      ビンゴや元気な会話で乗り切りました。又運転手が見学場所を増やしたり 

                      高速道を少なくし費用を節約したり懸命のサービスで救われた旅でした。 

                                               

 

 

訃報 奥田 文一さん（さいたま市大宮区 享年９３歳）は、１月１６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。 

 

 

近年最大級の寒波到来の日、那須高原の宿舎前にて 

那須岳と那須高原 

（宿舎５Ｆより） 

ｽｹｯﾁｂｙ細野 
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   平成２０年度 菱の実会総会のご案内 （予告） 

平成２０年度の総会は、４月２２日（火） 開催の予定で、準備を進めております。 

詳細は、次号でご案内いたしますので、あらかじめご予定くださるようお願いいたします。 

①   「 三山会 」 の紹介 

三山会は菱電機器が創業された、昭和３４年に一期生として入社したグループの会です。 

当初男女１１０名いた社員も結婚等で徐々に減少、会の発足時は３８名になっていました。 

会社生活の中、同期の横のつながりを大切にしようと言う声があがり、最初はゴルフコンペ、年に１回

の新年会で親睦を深めていました。その後、初代会長石関さんに慶弔を兼ねた会則の原案を依頼、

上毛三山の名を借りて三山会と命名して発足しました。 

会の行事は、３回／年。 新年会（１月）、総会（４月）、暑気払い（８月）、特に総会は１泊温泉旅行で

人気が高く、夜の宴は盛り上がりも大変なものです。 

時が経ち、会社生活も短く見えた頃、奥様同伴で行事を楽しむようになってきました。旅行も、九州、

海外でタイへ行って来ましたが、奥様同志も和気会い合いと有意義な旅でした。  

来年（０９年）は、発展を続ける中国旅行 

を計画しています。今から楽しみです。 

最後に０３年１０月に会員の内田造園の 

計らいで退職記念樹「百日紅」を営業の 

東側に植樹しました。 

夏には美しい花が咲いています。機会 

があったらご覧下さい。 

これからも健康維持につながる事柄 

を行事に取り入れながら、会員相互の 

結束を計って参ります。 
 

シリーズ ・ 『 同期会 』  
貴様と俺とは同期の桜  / 同じ馬電の庭に咲く /  

咲いた花なら皆同じ  / たまには会おう同期会  

同期会を結成して、いろいろ親睦を深めているグループがあります。 これからシリーズ

で、その同期会の情報を掲載していきたいと思います。ぜひ情報をお寄せ下さい 
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人名（ 名前 ）のいろいろ            川柳創駄郎 

何年か前に子供達の間に、「寿限無」という落語が流行りました。（寿限無は、生まれた男の子に寺の住職が

長い名前をつけたことによるおかしみが狙いの話です）親としては、良い名前を付けたい一心で長くなった名

前です。１０年位たちますか、子供に「悪魔」と名づけて役所が受け付けなかった。理由は、役所は苛めを受

ける、親は一度覚えてもらえれば忘れないという。 

最近は落語ブームで襲名ラッシュです。９代目林家正蔵に０５年３月に林家こぶ平が襲名。６代目林家小さん

に０６年９月に柳家三語楼が襲名。２代目林家木久蔵に０７年９月に息子のきくおが襲名（初代は木久扇を名

乗り、初の親子ダブル襲名）。２代目林家三平には、０９年９月に林家いっ平が襲名予定です。ビックな襲名

によって名前を世に残していこうということでしょう。 

一方地名で恐縮ですが、新太田市が誕生の時に、太田・新田で争ったようです。 

敗れた新田は、歴史ある名のため「新田○○町」として名を残しました。旧尾島内でも、南ケ丘町、すずかけ

町と新しく認定されております。 富士重工群馬製作所内に 「スバル町」もあります。人々のそれぞれの考え

方、思いが伝わってくるようです 

前置きが長かったようですが、本題は有名人のペンネーム、芸名の思いと、名に纏わる事柄を書いてみたい

と思います。私は「川柳を 創れど創れど 駄作が多い」 ということで 「川柳創駄郎」と付けられましたが、 

今は名付け親に怒っております。 なんですか？ （ここで私情をだすな）ですって、スミマセン。 

人名は敬称略とします。カッコ内が本名です。 
 
●阿佐田哲也（色川武大） ・・・夜通しの麻雀で「朝だ、徹夜だ」ということから。麻雀放浪記→真田広之、大

竹しのぶ出演で映画化。終戦直後のどさくさの時代を背景に、非情なギャンブラー達の闘いと友情をハード

ボイルドタッチで描く 

●石川啄木（工藤一）・・・啄木は、啄木鳥（きつつき）のことで、故郷で聞いたキツツキの音に心慰められたこ

とから。 

●江戸川乱歩（平井太郎）・・・アメリカの小説家エドガー・アラン・ポーに私叔してもじったもの。私叔（ししゅ

く）→直接に教えを受けてないが、その人を慕い、その言動を模範として学ぶこと。「屋根裏の散歩者」「人間

椅子」等。日本の探偵小説の基礎を築いた。 

●島崎藤村（春樹）・・・松尾芭蕉の句に出てくる藤（ふじ）の花にちなんだものという。また北村透谷（とうこく）

の「透」と「村」をもじったものともいわれる。北村透谷→明治期の詩人、評論家。小田原藩医の家の生れ。藤

村自身が北村透谷に傾倒した。「破戒」「夜明け前」など。 

●司馬遼太郎（福田一）・・・中国歴史家の司馬遷（しばせん）に遼（はる）かに及ばないということから。 

「竜馬がゆく」「功名が辻」「峠」等。過去にＮＨＫ大河ドラマに使用された著書が多い。 

●直木三十五（植村宗一）・・・植村の「植」の字を分解して直木とした。三十一歳で執筆をはじめた時に直木

三十一（さんじゅういち）として、それから一年ごとに数を増やしていった。三十五歳の時に執筆活動に専念

するようになったため、以後はその名で固定した。「南国太平記」。 

直木賞→１９３５年芥川賞と同時に直木三十五の名を記念して文芸春秋社長菊池寛の創設した大衆文学

賞。新進作家の文壇への登竜門とされる。参考：「芥川賞」太陽の季節（石原慎太郎）、「直木賞」鉄道員（ぽ

っぽや）（浅田次郎）等。 

●夏目漱石（夏目金之助）・・・負け惜しみが強いことをいう。「石に漱（くちすす）ぎ流れに枕（まくら）す」から。

晋（しん）の孫楚（そんそ）が「石に枕し、流れに漱ぐ」というべきところを誤って「石に漱ぎ流れに枕す」といっ

てしまったが、とがめられても間違いを認めず屁理屈（へりくつ）を並べてごまかしたという故事から。 

「さすが」を「流石」と書くこともこの故事による。 

「坊ちゃん」「三四郎」「明暗」「草枕」「こころ」等。「明暗」「草枕」等は読んでも難しいと思いますが、「坊ちゃ

ん」は今でも人気があり、小学生に読んでもらいたい一冊です。 

 ０７年１１月１５日付読売新聞、「編集手帳」より  

 （お手軽に読める“ケータイ小説”対極の書とでも言うべきか。夏目漱石の「坊ちゃん」の自筆原稿を写真版

で完全収録した「直筆で読む」坊ちゃん・・・中略。「手書き」の本を味わい、デジタルからアナログに思考回路

を切り替えても・・） と。進化しても戻る事もあるようです。                 ＜次号に続く＞ 



（４）No．１７９ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
３月の 

  囲碁愛好会 
 （１９年度囲碁大会） 

３月１０日（月） 
９：３０～ 
（１６：00） 

赤城倶楽部 

（会費 1000 円） 

３月９日までに 

窪田秀治（0276-25-7158） 

星野安正（0270-74-2064） 

２ ３月の麻雀会 
３月１３日（木） 
３月２７日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み３/１０(月) 20 日(木) 
下山國夫（0277-78-3204） 
荒井昭三（0276-52-0803） 

３ 
３月 
グラウンドゴルフ 

      例会 

３月１７日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 

４月３日（木） 
プレー費 5700円 

参加費  1000円 

上武ゴルフ場 
８：３１ｽﾀｰﾄ 
集合８時 

萩原（56-3852）関根（31-8410） 

川口（56-2678） 

長谷川（0270-74-2056） 

締切り ３月１５日 

５ 
４月の 

パソコンサークル 

４月７日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
４月の 

カラオケ月例会 

４月７日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：3 月２８日（金）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
３月１７日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡ください。 

８ 幹事会 
４月１日（火） 
１３：３０～ 

９ 
【ボランティア】  会社前道路の清掃 
２月４日（月） 幹事の皆さんで実施いたしました。 
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いつも「菱の実会だより」をご愛読いただきありがとうございます。 

毎回編集しながら、皆さんの元気をもらっています。趣味に、スポーツに、・・・地域社会で、ボランティア

で・・・、各方面で皆さんの元気に活躍されている様子が伝わってきます。 

限られた誌面ですが、「元気の出る会報」を目指して、これからも皆さんの「元気」をいろいろな形にして

お届けしていきたいと思っております。皆さんの元気な情報をどしどしお寄せください。 

なお、前号でご案内の通り、誌面で伝えきれない情報や、ためになる情報を、インターネットのホーム 

ページでお届けしておりますので、こちらもぜひご覧くださるようお願いいたします。 

                                                 ＜篠崎 辰夫 記＞ 

 

 

 編集後記 



（１） No．１８０ 

    
 
会員各位                  群馬菱の実会 会長 長嶺 元 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）No．１８０ 
 

期 日 平成２０年４月２２日（火曜日） 

場 所 馬電 ゲストホール   （ 集合時間  １５：００ ） 

内 容 

 

（１） 自由時間、工場見学（希望者） １５：００ ～ １５：４０ 

（２） 総 会 １５：５０ ～ １６：５０ 

（３） 記念撮影 １６：５５ ～ １７：１０ 

（４） 懇親会 １７：１５ ～ １９：００ 

会 費 

 当日、会場で会費を徴収させて頂きます。 

（１） 平成２０年度 会費    ： ３,０００円  

  （ 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 ） 

（２） 懇親会費（参加者のみ） ： ３,０００円 

会場までの 

交通手段 

 

 

 

 

（１） 車で来所される方は、当日正門で駐車場のご案内をいたします。 

（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。 

      上野発  １３：００  熊谷着  １４：０４ 

（３） 東武伊勢崎線で来られる方は、下記列車をご利用下さい。 

 ・ 伊勢崎方面から ・・・ 伊勢崎発 １３：５４  木崎着  １４：１１ 

 ・ 太田方面から   ・・・ 太田発  １４：４３  木崎着  １４：５０ 

   （ 電車を利用される方のみ、木崎駅までお迎えにあがります） 

（４） 懇親会終了後、木崎駅経由で、熊谷駅まで送りの車を出します。 

   （ 19：１０ 出発予定 ） 

群馬菱の実会だより 2008-４-１(火) 

ボランティア情報 
３月８日（土）備前島浄水場（太田市西部地域の下水の 

浄水）が町づくり１％事業で進めている 芝桜植栽作業 

のボランティア。MGV（三菱電機群馬ボランティア会）と 

一緒に参加しました。(菱の実会からは１５名の参加) 

当日は朝から北風が強く寒かったのですが、中学生が 

多数参加していましたので、予定の半分の１人一坪 

１００本の植栽で早めに終了しました。   

４月には美しく咲きほこり、浄水場の名物になるでしょう。 

第２２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。 

（ 同封の返信用はがきは、４月１０日（木）までに到着するようご投函ください。 

なお、はがきの表側には、〒・住所・氏名、裏側にも氏名のご記入をお願いします。 

毎年氏名の記入漏れがありますので、ご注意ください ） 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会員投稿 】    奥田文一さんを偲んで 

１． 昭和３４年４月、菱電機器（株）尾島工場の発足のため、名古屋製作所家電 

工場の技術部門の責任者として派遣され、小型家庭用電気器具の開発設計 

を担当され、当社発展の基礎を築かれた事はご承知の通りです。 

特に現在の馬電の主体となっているエコ給湯機については、電気温水器の経 

験ある当社へ、中部電力より夜間の余剰電力を利用した温水器の開発依頼が 

あり、落下貯湯式温水器を開発、全電力会社のルートでの販売で業界を席捲。 

続いて奥田さんの発案で使い勝手の良い、床置押上式温水器（現・深夜電力 

利用温水器の基本形）の開発、発売で深夜電力温水器のトップメーカーとなったことは、ご承知の通り

です。また、温水器のみならず、胴体２分割クリーナー「風神」の開発など・・・・。 

奥田さんのお元気で活躍されて居られた時の事を思い返し、惜別の感一入であり、ご冥福をお祈り申し

上げている次第です。                                  ＜ 祖父江 常雄 ＞ 

２． 奥田さんには「群馬菱の実会」の発足に大変ご尽力いただいたと聞いております。 

創設から 22年が経ち、いまや会員も 350名を超えて「菱の実会だより」や各種の活動を通じて共に働い

た仲間との交流や近況を知る場として期待されている会だと確信しています。 

また、奥田さんは、私が入社した時の直属の部長であり、モーターの設計を担当することになったため

その先生でもありました。大きな体に厳つい顔、最初は怖そうでとても近寄りがたい方と思いましたが、

はにかみ笑いをしながらとつとつと話されるのでほっとしたのを覚えております。 

「菱の実会」発足以来総会と懇親会にはよく出席くださっていたようで、8年前私が菱の実会の幹事を引

き受けてからは、時々熊谷駅までお迎えに行きました。群馬製作所時代や近況の話をするのがとても楽

しみな様子でした。懇親会の乾杯の音頭をお願いすると「わしゃ話が苦手だから」と大きな体をすぼめる

ようにして笑顔でおっしゃりながら必ず引き受けてくださいました。 

3年前「90歳になったら足腰が弱ったので来年からは総会にも出られなくなるな」とおっしゃって 5年分

の会費を納めて「出歩けなくなっても、競馬はやれるから」といつもの笑顔でおっしゃって帰られたのが

ついこのあいだのように思い出されます。きっとその後も楽しい日々を過ごされたことと信じつつご冥福

をお祈り申しあげます。                                        ＜ 長嶺   元 ＞ 

  （今後、このような故人を偲んでの記事を載せていきたいと思いますので、ご投稿下さるようお願いいたします） 

シリーズ・【 馬電の思い出 】 
あの時代・・・みんな一生懸命でした。忘れてならないのは、あの時代、あの体験、あの苦労があって、 

今があるということ。  「温故知新」  時々過去を振り返り、今を見直すことも必要ではないでしょうか。 

シリーズで、馬電の過去を振り返ってみたいと思います。 1回目は、馬電の一つの転換期です。 

①  昭和４５年～４９年 ・・・ 「 情報機器への挑戦 」 
昭和４５年は、馬電にとって一つの転換期であり、難関期でした。 

主力商品の温水器、クリーナが市況の低迷に見舞われ、大胆な体質改善が実施されました。 

鎌倉製作所と姫路製作所に合わせて５８名の生産応援者を派遣、これがきっかけで鎌倉製作所の担当

機種であった「磁気ディスク」の生産を開始しました。 

そして昭和４６年からは、「オフィスコンピュータＭＥＬＣＯＭ８０シリーズ」の生産が開始されました。 

昭和４７年に電子機器製造課が発足して、「磁気ディスク」や「磁気ヘッド」の外販や、「ガソリンスタンド用

ＰＯＳ」も手がけました。 

一方、従来の家電品も、昭和４７年に業界初の「電子ジャー炊飯器」を発売してヒット商品となり、続いて

「電子レンジ」が静岡製作所から移管され、馬電の新しい柱に育っていきました。 

この２つの機種の導入で、売上も急上昇に転じました。 

しかし、昭和４９年には、「石油危機」による不況が日本を襲い、馬電も延べ１２日にわたる創立以来初の

帰休に追い込まれました。 

社員数は、昭和４５年に１６３７人を数えましたが、これをピークに以降減尐していきました。 

―----― この、昭和４５年から４９年の難関期に、所長としてカジをとったのが、奥田文一さんでした。 

 



（３）No．１８０ 

【 会員投稿 】       人名（ 名前 ）のいろいろ （２）        川柳創駄郎 

  
●三島由紀夫（平岡公威：ひらおかきみたけ）・・・乗換駅だった「三島」を苗字にした。またそこから仰ぐ富士

の「雪」にちなんで「由紀夫」としたという。「仮面の告白」「金閣寺」「潮騒」等。難しい本が多い様ですが「潮

騒」は、中・高校生に読む事を薦めます。（ｃａｓｉｏ XD-ST6200 電子辞書より） 
 
途中ですが一休みして、書いている人が創駄郎さんですから、川柳を幾つかお願いします。 

では、時事川柳としては時期のずれがありますので、インパクトは弱いと思いますが・・・。 

「ホリエモン 昔はゴエモン 似てるかな」 「粉飾も 表に出れば 犯罪だ」 「ライブドア 想定外だ 逮捕

劇」 「定年後 想定内だ 我が家では」 格差社会とか、有るとか無いとか。我が家では「妻の声 他人と俺

とで 格差あり」  

「赤福も ラブチキンモーも みんなうそ」 ラブ→恋人（ﾗﾌﾞ）白い恋人、チキン→比内地鳥、モー（牛肉）。

「早い人 遅い辞任 政治力」「安倍総理 巨人の阿部と 字（地）が違う」 小沢さんは辞任が早い（撤回す

る）し、安倍さんは参院選後辞任を言われましたが、共に判断ミスで一人芝居だったと思います。 

政界と野球界を比較することはどうかと思いますが、阿部さんが活躍すればチーム力がアップする。（個人

プレーも成立する）。政界では、個人プレーは無理のようです。（反主流派ができる）。これも政治力、地（地

盤）の影響で流れが変わっていくようです。地盤→事をなす根拠地。勢力範囲の意味があります。 

「後釜も 福田福田と 福は内」 自民党に 福を呼ぶか、群馬県人としては関心を持ちます。 

本線に戻ります。芸能人の芸名について。 

レッドソックスで活躍している、「松坂大輔」の大輔は、「Ｙ高」の先輩、荒木大輔の大輔です。野球選手にな

って活躍出来るように願いをこめて付けた様です。（芸能人でないですが、又記憶違いかも？） 

小林稔侍は、鉄道員（ぽっぽや）で高倉健と共演して大感激したそうです。東映下積時代から健さんに憧れ

ていたからです。息子に健をつけ、小林健として俳優で頑張っています。 

北島ファミリーの「北山たけし」は、北島の北、山本譲二の山をいただき、北山と付けました。 

「加山雄三」（本名：池端直亮）は、加賀百万石の加、富士山の山、英雄の雄、東宝プロデューサーの松山

善三の三の名を得て加山雄三と付けました。 

朝のテレビ小説（ＮＨＫ）「ちりとてちん」に出演している「江波杏子」は、話は古くなりますが、東宝で石坂洋

次郎の「若い人」の映画化に伴い、主人公の江波恵子役を募集し、江波和子として売り出した。会社の期待

がうかがえます。その後遺児が大映ニューフェースとして入社した。会社側は江波和子の娘とは知らずに採

用したのだが、事実が明らかになった時、江波杏子という芸名を彼女に与えた。日活では、江波恵子に吉永

小百合、教師たちを石原裕次郎、浅丘ルリ子が演じて映画化した。 

ＮＨＫ大河ドラマ（風林火山）に出演している「藤村志保」は、大映で（破戒）の映画化に伴い原作者の島崎

藤村の藤村と、破戒に出てくる志保の名を付けました。 

また、「山本勘助」の名から「山勘」という言葉が生まれています。山勘→山師のように、計略にかけて人を動

かす。一方、藤村は詩人でもあり、（名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ・・・）という椰子の実の詩が

ありますが、伊良湖岬に流れ寄った椰子の実にヒントを得て生まれた詩と聞いています。 

伊良湖岬→愛知県渥美半島西端の岬、伊勢湾口を挟んで志摩半島に相対する。志摩半島といえば、伊勢

神宮（問題を起こした赤福の地元です）、鳥羽港から伊良湖岬に船便がある。 

三島由紀夫の「潮騒」の舞台、歌島のモデル「神島」も見られます。 

（吉永小百合、浜田光夫）（山口百恵、三浦友和）で、日活と東宝で映画化されております。 

まだまだ纏わりついた話はありますが、終りにします。 

終りに ・・・ 「暇だから 調べたことを 書くだけさ」 「調べても 所詮忘れる 記憶力」 

追記 ：読むも良し 読まぬも良し 為になるやらならぬやら。所詮徒然（つれづれ）に書いた文章です。 

でも、この場所を読んでいる人は、始めから読んでいると確信します。ありがとうございます。 

（徒然→することもなく退屈なさま。だから、たまにはペンを取り？こんな心境ですか？） 

創駄郎君も、元気に頑張っているようです。よろしくの事です。               ＜終＞ 

 



（４）No．１８０ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
４月の 

  囲碁愛好会 
４月１４日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい。 

２ ４月の麻雀会 
４月１０日（木） 
４月２４日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 4/8(火) 22 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
４月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

４月２８日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 6 月上旬予定 
萩原（56-3852）関根（31-8410） 

川口（56-2678） 

長谷川（0270-74-2056） 

５ 
５月の 

パソコンサークル 

５月７日（水） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
５月の 

カラオケ月例会 

５月７日（水） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：4 月２5 日（金）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 
第８回 

太田でテニスの輪を 

ひろげよう会 

５月１７日（土） 

10:40 までに集合 

  （時刻厳守） 

ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 

太田 

会費 2,000 円 

５月１０日（土）までに 

近藤正司(0276-56-0486) 

小野正江(0276-31-8622) 

詳細は＜ここ＞クリック 

８ 編集委員会 
４月２１日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡ください。 
９ 

幹事会 

  

４月１４日（月） 
１３：３０～ 

９ 
５月７日（水） 
１６：００～ 

【ボランティア】 
ぴっころ福祉作業所 

作業応援 

６月９日（月）～ 

６月１２日（木） 

13：00～15：00 

ぴっころ 

福祉作業所 

ホッチキス針の箱詰め 

事務局までｔｅｌ、ｆａｘ等で 
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◎  昨今の原油の高騰、温暖化防止のためバイオ燃料の奨励、異常気象で穀物の不作等

で、ガソリンをはじめ、多くの食品が値上がりし家計を圧迫しています。我々年金

生活者は収入が増えないためやりくりが大変です。加えてサブプライムローン問題

で経済が不安定になってきています、ここは我慢で切り抜けるしかないようでね。 

しかし我々には時間が有ります、使い方で多いに楽しむ事も出来ると思います。

私事ですが、昨年果物の木を何本も植えました。３～４年後には夏から春まで色々

な果物が食べられるようになります。今から大変楽しみにしている次第です。 

                                  ＜ 大谷 清輔 記 ＞ 

編集後記 

http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/0805tenis.pdf
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群馬菱の実会だより 2008-5-７(水) 

今年も会員（３５２名）の内、総会には１７１名の方々が出席され盛大に開催することが出来ました。 

平成１９年度の「活動報告」では例年の活動報告に加え、延べ人員 150名に上る各種ボランティア活

動が活発に行なわれた事が報告されました。 

今年は年会費 ３、０００円 （ 従来 ２，０００円 ）でのスタートです、将来的な財政危機に対処した昨

年度総会の承認事項でしたが、平成２０年度予算は、菱の実基金の取りくずし（平成１９年度は約 12

万円）なしで予算編成が出来、万一の出費発生の対応基金として運営する事となりました。 

① 「菱の実会だより」の郵送を役員の配達や「ホームページ」での配信者も増加、それ以外の配送を昨

年６月より、郵送から宅配制度に変更、平成１８年度にくらべ大幅に改善できました、皆様の中で新

たにパソコンを設置される場合は「菱の実会だより」メール配信の導入を頂ければ、郵送料低減の一

役となります、是非ご検討をお願い致します。 

② サークル活動（菱の実愛好会）及び各種仲間･サークル（同期会や趣味仲間他）の「菱の実会だより」 
シリーズ紹介を毎月実施しています、楽しい活動内容など是非投稿下さい、勿論会員各自の投稿も
お待ちしております。又「菱の実愛好会」には皆様お気軽に参加下さい。 

③ ボランティア活動はこれまで同様に馬電MGＶと一緒に地域社会に貢献をしています。活動に参加

を希望される方は、組合源田さん（５２-３７８４）迄連絡下さい。 

④ 例年同様、総会に出席できない方の便りをしおりに掲載してあります、是非在職時代の仲間の顔を

思い浮かべながらお読み下さい。 

⑤ 新会員２１名、馬電５代所長「神谷さん」も新会員として、総会・懇親会に参加頂きました。今後とも

「群馬菱の実会」発展の為、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。     （幹事一同） 

 

訃報 松川  實さん（太田市末広町 享年８２歳）は、４月６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。 

ボランティア報告 ・・・・ 

第２５回全国都市緑化ぐんまフェアー会場の清掃  

本州最大級の１００万本の芝桜が咲きほこる、太田市 

北部運動公園、４/１９（土）久し振りの晴天で約 5,000人 

以上が訪れた会場の清掃を実施しました。         

来訪者のマナーも良く、会場は綺麗に保つ事が出来 

ましたが、MGVの８名は-広～い会場を何度も巡回、 

美しい芝桜を見ながらの楽しいボランティアでした。 
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順位 氏 名 GRS NET 

優勝 高柳 静雄 91 70.6 

準優勝 長谷川正男 86 71.6 

３位 小池 利男 80 71.6 

４位 坂田  修 79 71.8 

５位 萩原十四夫 84 72.0 

６位 田口 勝也 89 72.2 

７位 竹沢  宏 82 72.4 

８位 寒梅 達男 88 72.4 

９位 井上 佳久 88 72.4 

１０位 中村 晴三 75 72.6 

 

第第３３５５回回  ゴゴルルフフ愛愛好好会会ココンンペペ報報告告    

 
 

【 新入会員紹介 】 森尻  政美 さん （平成 20年 3月退職） 太田市細谷町 

 

この度、入会させていただきました森尻です。諸先輩の皆様には会社生活に

おいて公私とも大変お世話になり、お陰様で定年を迎えることができました。

菱の実会の年間行事を送っていただきましたが沢山ありますね。不器用な私

でも参加できることがあるのかな～と､思ってます。 

――前向きに歩みたい--- また､定年後の心のありかた（ﾒﾝﾀﾙ）についても

ご相談したいときは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
小林   久 さん  群馬県太田市末広町 （２０年２月入会） 

森田  茂 さん  群馬県太田市新田木崎町 （２０年３月入会） 

戸谷 信男 さん  群馬県太田市脇屋町 （２０年２月入会） 

青木 紀行 さん  群馬県太田市東金井町 （２０年３月入会） 

神谷 昭美 さん  東京都文京区白山 （２０年３月入会） 

小池 利男 さん  群馬県邑楽郡大泉町（２０年４月入会） 

 

平成１９年度（第九回） 囲碁大会   
3月１０日（月）に赤城倶楽部で、第９回となります平成１９年度 

囲碁大会を開催いたしました。 

今年度の参加者は、当日の欠席者もあって９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。 

今大会は、３勝１敗が４名、得点でも３００点の同点が３名もでる 

という大激戦で、最終的には「同得点の場合は、棋力の上の者 

を上位とする」というルールに基づき、優勝～３位までが決定しま 

した。優勝した寺田さんは、２大会連続の優勝という快挙でした。 

９時半から１６時頃まで、楽しい 1日を過ごすことができました。 

来年も 3月に開催されますので、今回不参加の方も予定おき 

ください。成績上位の方は、次の通りです。 

優 勝  寺田 久 さん、 準優勝  窪田秀治さん、 

第三位  本木博史さん  

 
 

 

森ﾁｬﾝに励ましをお与え下さい。    好きなこと・・・「気まぐれに映画鑑賞・温泉・ｺﾞﾙﾌ尐々・社交ﾀﾞﾝｽ」 
 

４月３日（木）上武ゴルフ場にて第３５回大会を開催。３８名の参加を 

得、桜満開、春満開、天気も満開。いわゆるゴルフ日和での一日を 

楽しむ事が出来ました。１～３月迄シーズンオフにて皆様それぞれ 

練習の成果をこの上武ゴル場にて確認されたかと思いますが、若干 

馬場が悪く思ったより成果が現われなかったようですので、次回での活躍に期待致します。 

 
 

このほかにも、次の方々が 

菱の実会に入会されました。 

 



（３）No．１８１ 
 

    奥田さん有難うございました            高橋 正晨  

群馬菱の実会だより２００８年４月１日号にて奥田さんの訃報を知り、大変驚き、馬電の基礎を築かれた

恩人を失った寂しさに涙が溢れました。 

何も知らなかった私に、設計とは何かを教えて下さったのは奥田さんでした。三菱電機は会社が生き

続けるために、何を開発すべきかと言うことでした。自由奔放な雰囲気の中で、目標設定、独創考

案、現物検証などの具体的挑戦を行いながら、他社を凌駕する商品を創り出すことでした。 

２０００年に開催された「馬電設計ＯＢ６０歳超の会」の際、熊谷駅より藪塚温泉までのマイクロバスの中

で、奥田さんと親しくお話したのが最後となりました。 

「お前に謝らなければならないことがある。ジャー炊飯器の発売の後、読売新聞社が取材に来た際、所

長室に呼ばなかったことである」と謝られました。 

また持論として、「お金がないのは首が無いのと同じだ」と言われたことがいまでも耳に残っております 

心から人を信じ、任せるという、心の大きい人物でした。 

心からご冥福をお祈り申し上げる次第でございます。                                         

 

 

► 「文チャン」こと 奥田文一さん（元馬電所長）他界の報は 「群馬菱の実会だより」によりもたらされた。 

９０歳を越えての大往生と覚悟はしておれど、私にとって大先輩の他界は最大に悲しい。 

 「オーイ、長さん在室か！」  ・大きな体型 ・優しい微笑 ・そして趣味の競馬券をポケットに入れて、 

人間性豊な会話、、、、 

▷▷ そんな「文チャン」に もう一度お会いしたい！ 

► 小型回転機技術の専門家「文チャン」こと 奥田文一氏は、モ－タ－開発、量産そして家庭用商品の開発、

量産を通じて技術革新を図り、多くの人材を育成した。 

  当時名電にあった家庭電気商品の事業展開を 馬電へ移設と拡大が図られ、「文チャン」は 技術移管の  

責任者として馬電へ転任、定年退職まで馬電マネ－ジメント（第三代所長）と共に技術革新に注力 

された。「文チャン」の技術は三菱電機にとどまらず、業界で高く評価されている。 

これらの成果は、ホ－ム機器（株）の花園工場や藤岡工場でみられる。 

▷▷ 「文チャン」 是非もう一度馬電へ寄りませんか！そして馬電の将来について語りませんか！ 

▶ 温水器の男「文チャン」こと 奥田文一氏は エコ給湯器の市場拡大を見ずして他界した。 

深夜電力利用温水器の事業開発は、電力会社（株）殿の援助を得ながら、「文チャン」は リ－ダ－ 

シップを発揮した。この事業展開の成果は誰もが知るところであり、温水器の男と評された。 

エコ給湯器の事業展開に当って・市場、顧客への教育・販売ル－トの確保・新しい販売ル－ト 

・新しいニ－ズに合った商品開発といった課題が残されている。 

これらの課題の内容と実体を総括したい。 

▷▷ 「文チャン」の温水器成功作戦を大切にしてゆきたい！ 

▶ 「文チャン」は 「菱の実会」総会に必ず参加された。高齢のため欠席されるようになり、下名の病気も

あって近年お会いしていない。 

馬電ご視察の帰路、高崎線車中で「文チャン」と話合った。 馬電の将来、そして競馬、、、 大宮への 

時間は短かった。 「文チャン」と別れる時、私は必ず再来を要望した。 

▷▷ 「文チャン」はもう来ない！  だけど再度声をかける。馬電へ立ち寄って下さい！ 

▷▷ だけど「文チャン」はもう来ない！！ 
                       合掌 

故「文チャン」こと奥田文一様 
（平成 20年春） 

 

 

【 会員投稿 】 追想 
『文チャン』こと奥田文一さんを偲んで     徳山 長 



（４）No．１８１ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
５月の 

  囲碁愛好会 
５月１２日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい。 

２ ５月の麻雀会 
５月８日（木） 
５月２２日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 5/6(火) 20 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
第５１回冬春季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

５月２６日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：500 円）  

申込：５月２２日（木） 

高橋勝美（0276-52-0398） 
（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 
６月３日（火） 

プレー費 6055円 
（食事込） 

大間々ｶﾝﾄﾘｰ 
８：２８ｽﾀｰﾄ 
集合 7：50 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
６月の 

パソコンサークル 

６月２日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
６月の 

カラオケ月例会 

６月２日（水） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：5 月２3 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 
第８回 

太田でテニスの輪を 

ひろげよう会 

５月１７日（土） 

10:40 までに集合 

  （時刻厳守） 

ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 

太田 

会費 2,000 円 

５月１０日（土）までに 

近藤正司(0276-56-0486) 

小野正江(0276-31-8622) 

詳細は＜ここ＞クリック 

８ 編集委員会 
５月１９日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局 

まで忘れずにご連絡ください。 ９ 幹事会 
６月２日（月） 
１６：００～ 

【ボランティア】 
ぴっころ福祉作業所 

作業応援 

６月９日（月）～ 

６月１２日（木） 

13：00～15：00 

ぴっころ 

福祉作業所 

ホッチキス針の箱詰め 

事務局までｔｅｌ、ｆａｘ等で 
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編集後記 

光陰矢の如し、ＴＶのクイズ番組の回答ではありません。最近、富に実感しています。 

ところで、群馬菱の実会の会期も、大谷新会長体制で、平成２０年度を開始しました。新幹事一同

会員の皆様のご支援、ご協力を頂きながら、会の目的である、啓発と親睦のため頑張る所存です。 

よろしくお願い致します。 

最近、“漢字が書けなくなった”と言う話はよく聞きますが、原因の一つに、パソコンの普及で、 

漢字を書かなくなったことが挙げられます。では、読みはいけるのか、真面目に調べてみたら常用

漢字でも読めない漢字が随分有ることに気がつきました。特に送り仮名が一文字の語彙に多くみら

れます。暇にまかせて一度チャレンジされては如何でしょうか。                  上村記                  

 



（１）No．１８２ 

    
 
                  

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬菱の実会だより 2008-6-2(月) 

頭記について下記の通りご報告申し上げます。 
                                 
1. 総会開催時及びその前後における会費納入状況 

  ６１５，０００円 （ ２０５名×３，０００円 ） ＜ 会員総数 ３５０名 （平成２０年５月現在）＞ 

  ※ 会費未納入の会員の方々には、後ほど事務局より振替用紙を付けご請求申上げます。 

      宜しくご協力をお願い致します。なお、すでに会費を納入された方に前後の関係で 

ご請求が重なる場合もございますが、ご容赦をお願い申し上げます。 

2. 懇親会 会計報告 

＜ 収入の部 ＞ ＜ 支出の部 ＞ 

会員参加者      ５５名 

合計６９名 

料理・飲み物 
三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ㈱群馬支店         １７７，５００円 

会社幹部参加者様  ９名 駐車場借用料 ６，０００円 

組合関係参加者様  ５名 タクシー代 ８，０６０円 

収入 合計 ２０７，０００円 支出 合計 １９１，５６０円 
 

   収入支出差引額    １５，４４０円 

   （差引額については懇親会参加者様からのご好意として、菱の実会々費に充当いたし 

たく、宜しくご了承・ご理解をお願い申し上げます。尚、今回は、神谷会員様から多額な 

飲み物の寄贈がありましたことを念のため申し添えます。）            以上 

 

 シリーズ・【 馬電の思い出 】  

② 「風神」誕生 （ 昭和４２年 ） 

４２年、胴体２分割のプラスティックボディ掃除機を発売。 

「風神」と命名される。  ＴＣ－１１００形、定価１８０００円 

その時、当時の中川俊一郎所長は 「三菱電機ニュース」に 

「白日夢」 と題して、次の文を寄せている。 
 

『 今秋発売のクリーナーに私は過去３年間の夢を託している。否、馬電の運命の過半を

かけている。その呼名を”風神”という。クリーナー界を席巻し、斯界を吹きまくる 

すさまじい”風神”の登場だ。 そのさっそうたる勇姿を仰ぎ見るがいい。 

”風神まかり通る”。じたばた騒ぐな、うじ虫ども！ 吸引力は１分間２１０００回転

の小型モーターの新記録をさげて、天下無比、塵取り装置は最簡便で、かつ 無限の豊

かさ、軽快豪壮美麗のその容姿に天下粛として息をのみ、俯仰して賛嘆すること必至。    

諸君、静かに待つがよい。風神の出現を。  胸躍らせつつ、見守るがいい。 

”風神”の武者振りを。』 
 
「風神」はブームを呼び、各地に風神旋風を巻き起こした。 

松下の風神を下さい … という客がいたほど 風神の名前は浸透した。 

 

 

 
 

  

この、「シリーズ・馬電の思い出」 のコーナーに、皆さんの思い出を載せていきたいと思いますので、 

ご投稿下さるようお願い致します。お待ちしております。  
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【 雑記帳 】       ２０年ぶりの「 自動パン焼器 」 

先日、物置を整理していて、昔のパン焼器を見つけた。パン焼器といえば、２０年位前に大ヒットした

商品で、当時は品切れ状態が続いてやっと購入したのを覚えている。毎朝のようにパンを焼いていた

が、その後飽きてしまいずっとお蔵入りとなっていたもの。 

急に懐かしさが募りパンを焼いてみたくなった。はたしてうまく焼けるだろうか。早速パン焼用のミック

ス紛をス一パーで探したがどこにも置いてない。インターネットで調べてネット通販で購入。 

ミックス紛、水、バター、イーストをセットして待つこと４時間。ほのかなパンの香りが漂いちゃんと出来

上った。こんがりふっくら、かっこいい、うまい ・・・。 ２０年ぶりの新鮮な感動、感激・・・。  

皆さんの家でも、パン焼器やジューサーミキサーなど、昔の商品が物置などに眠っていませんか。 

もう一度使ってみては如何でしょうか。きっと新しい発見や感動があるかも知れません。 

それにしても、２０年経ってもちゃんと機能するなんて、すごい。 もちろん三菱電機製です。 (篠崎) 

シリ  シリーズ ・ 【 同期会 】  

私たち同期のメンバーが馬電(当時の菱電機器)に入社したのは今から 48年前の昭和 35年 4月 1日でし

た。当時は就職難で 5～6倍の競争率でしたが｢金の玉子｣ともてはやされた時代で、職場の先輩からも暖

かい指導を受けた思い出が沢山ありました。 

同期会を結成しようと有志が立ち上がったのが丁度馬電創立10周年の年で、入社した年が昭和３５年だっ

たので｢三五会｣と命名し、同期の仲間の親睦を主体とした活動を開始しました。 

海外旅行を５年毎に計画しヨーロッパや中国にも出かけ、ハワイでは４組のゴルフコンペを実施するなど活

発な活動を続けてまいりました。 

定年後は同期会の活動も難しくなるのではないかと考えていましたが、いざ定年を迎えてみると逆に現役

時代より活発な活動を展開しています。 

定年３年目を迎える今年度の主な活動計画はｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌを毎月実施、ハイキングは隔月に実施、ゴルフコ

ンペﾟも春と秋に実施（年６回）する等、多い月は 3～4回の行事を実施する予定です。 

各行事共幹事の面倒見の良さと、 パソコンの普及によりﾒｰﾙ連絡可能等が活性化の要因と思えますが、

会員各位(奥さまを含めた)の協調性が大きな原動力になっているようです。 

今後より一層の活動の活発化を目標に幹事の一員として「三五会」を盛り上げて行こうと考えています。 

 

② 『 三五会 』の紹介 

貴様と俺とは同期の桜  / 同じ馬電の庭に咲く 

咲いた花なら皆同じ  / たまには会おう同期会 
 

 

 

＜尾瀬ハイキング＞ 

ニッコウキスゲの咲き誇る尾瀬ヶ原にて、うっすらと後方に見える山は至仏山。ゴルフ、グランゴゴルフ、 

ハイキング各愛好会の活動は奥さま方も参加してます。 

 

 ＜グランドゴルフ大会＞ 

尾瀬グランドホテル前ゲレンデの特設グランド 

ゴルフ場にて。大会終了後に記念写真 

 

② 『 三五会 』の紹介 



（３）No．１８２ 
 

【 会員投稿 】 

           Ｔｏｋｙｏ 漫歩 （その 6）        ひ ま じ ん 
                       新 撰 組 

 江戸の人々にとっては新撰組はあまりなじみの無い存在であった。名も無い剣道場にたむろして

いた武士とも農民ともつかない浪人達が、京で名を上げてもピンとこなかったに違いない。  

ただし、徳川家の味方であり、「尊王攘夷派」の跳ね返り連中を粛清しているぐらいの情報はあったか

も知れない。 

 その後、鳥羽伏見の戦いに敗れて以降、新撰組のほとんどの人達は、討死し又は捕えられ処刑さ

れた。かれらの活躍した時期はわずかに五・六年の間であった。 時はうつり、明治時代の政府高官

になった「薩長土肥」の人々にとっては、新撰組は憎むべき殺戮集団であり、歴史的にも抹消すべき

存在であったのだろう、しだいに忘れ去られていたと思われる。。 

 この忘れられた集団を、再び世間に知らしめたのは、明治になってから６０年もたった昭和３年に

「新撰組始末記」を出した子母沢寛であり、さらに約３０年後に司馬遼太郎が新撰組に関する諸作品

集を刊行することによって、その活躍が知られ一躍、かれらは寵児になった。以後映画に舞台に、そ

して、NHKの大河ドラマにも取り上げられることになる。 

（近藤勇→香取信吾・土方歳三→山本耕史・沖田総司→藤原竜也等が有名） 

 人気の源は隊員それぞれの強烈な個性と武士らしく生きるという信念が清冽に感じられることから

だろう。この新撰組の痕跡は都心には尐なく、多摩の里まで出掛けなければならない。 

   新撰組のふるさと （ 日野市、中央線日野駅下車） 

 現在の日野は東京西郊のベッドタウンとして発展しているが、かつては甲州街道の宿場として、知

られていたものの、周辺は草深い田舎であった。ここに幕末の名主屋敷の姿を残す佐藤邸がある。 

当時の当主佐藤彦五郎は近藤勇と同門 

であり、歳三の義兄にあたる。 

物心両面からの新撰組の支援者であった。 
 
近くに井上源三郎の記念館がある。 

井上は派手な活躍はないが長老として貴重

な存在であった。 

      

  

 

 

又 土方歳三の資料館（生家跡）があるが、後継者の方が住まわれて 

いて、月二回日曜日に開館するのみで、筆者も見ることが出来なかった。                    

 右の写真は同じ日野市の高輪不動尊の境内にあるものである。         

新撰組が不遇の時も地元では支援者が多かった証左かもしれない。 

多摩丘陵の新撰組はいつまでも語り継がれていくことだろう。   

 

佐 藤 邸 

土方 歳三像 

＜ おことわり ＞ 

会員投稿有難うございます。限られた誌面と 構成、タイミングの関係で、現在会員投稿の掲載がずれ

こんでおります。誠に申し訳ありませんが、順次掲載して参りますので、あしからずご了承下さい。 

訃報 首藤 敬一 さん（太田市備前島町 享年７９歳）は、 ４月２７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。 



（４）No．１８２ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
６月の 

  囲碁愛好会 
６月９日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい。 

２ ６月の麻雀会 
６月１２日（木） 
６月２６日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 6/10(火) 24 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
６月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

６月２３日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ ゴルフ愛好会例会 
６月３日（火） 

プレー費 6055円 
（食事込） 

大間々ｶﾝﾄﾘｰ 
８：２８ｽﾀｰﾄ 
集合 7：50 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
７月の 

パソコンサークル 

７月７日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
７月の 

カラオケ月例会 

７月７日（水） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：６月２７日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
６月２３日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局 

まで忘れずにご連絡ください。 
８ 幹事会 

７月７日（月） 
１５：３０～ 

【ボランティア】 
ぴっころ福祉作業所 

作業応援 

６月９日（月）～ 

６月１２日（木） 

13：00～15：00 

ぴっころ 

福祉作業所 

ホッチキス針の箱詰め 

事務局までｔｅｌ、ｆａｘ等で 
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＜ 

編集後記 

目に青葉の５月にしては寒い天候の続く昨今、ファンヒーターや電気コタツも一度は、物置に移動

したものの復活！折角出したので又座敷の備品にしばらく居座る事と相成りました。          

小雨降る肌寒い天候の中、私は群馬県北東の川場村テニスコートでシニアテニスの愛好者の集い

「群馬まだまだテニス大会」に初参加のためでかけました。女子５０歳以上、男子６０歳以上の

方々、参加者は１１０名、第一日目は、雨で中止かと思いきや強行！やる気満々で大会が始まりま

した。競技が始まってまもなく天気も回復し、さわやかな高原の空気が私達を包んでくれました。夜

はホテルで懇親会、テニス談義はもとより、年金、介護保険や自慢？の亭主・女房、孫の話とにぎ

やかな夜！  明日の競技も忘れています。２日目は快晴！５月らしい温かい日和、昨夜の楽しい

雰囲気そのままで競技、汗を流して温泉に湯ったりと・・・・、至福の２日間を過す事が出来ました。              

女子６０歳以上の方が７０％・男子７０歳以上の方が４５％と往年の実に安定したプレーを見せてく

れ、私も大いに勉強になりました、菱の実会員７名も参加です。私はこれからメタボリックの改善を

進めてまだまだテニスならぬ、これからテニスで腕を磨きたいと強く感じました。 （境野 賢治 記） 
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順位 氏 名 ｽｺｱ １打 ２打 

優勝 茂木 鶴次 ５２ 1 15 

準優勝 柳沢 勝利 ５６ 1 12 

３位 田部井秀夫 ５７ 0 15 

４位 小沢 永― ５８ 1 10 

５位 久保田 舜 ５９ 1 10 

６位 根岸佳代子 ６０ 1 10 

７位 滝 亀三郎 ６０ 0 12 

８位 茂木 敏男 ６２ 1 10 

９位 長嶺  元 ６２ 1 7 

１０位 柳沢とよ子 ６２ 0 10 

平成２０年度最初の春季グラウンドゴルフ大会が去る５月２６日（月）利根グラウンドゴルフ場で 21人の参

加で行われました。今回は、ハンディーなしで、赤城コース、榛名コース、赤城コースの２４ホールで熱

戦がくりひろげられました。結果は、運に恵まれた茂木鶴次さんが実力を発揮し優勝カップを手にしまし

た。尚、次回の第５２回夏季大会は、１泊２日で８月１８日(月)～１９日(火)に榛名吾妻荘で開催しますの

で、皆様の参加をお待ちしております。(参加申込み受付中) 

群馬菱の実会だより 2008-7-7(月) 

第５１回(春季)グラウンドゴルフ大会  茂木 鶴次 さん 優勝 

 

ボランティア情報  
【 ぴっころ ： 所生とのふれあい 】 
今年度も 6月 9日～12日までぴっころ 
福祉作業所への作業応援を行った。 
1日 2時間という短時間でのﾎｯﾁｷｽ針 

の箱詰め作業であるが、菱の実会から 

は 4日間で延 10人が参加され、作業 

を通じ所生とのふれあいを図った。 

次回は 9/10～13日までを予定しており 

ます。都合の付く方は、是非とも参加を 

お願いいたします。 申込は 菱の実会 

幹事まで。 “お待ちしております”                                               

＜「ＭＧＶ」の平成２０年度主な行事＞ 

日程 行事名 実施内容 備考 

4月14日 芝桜植栽 太田市北部運動公園 実施済 

6月 福祉作業所作業応援 ﾎｯﾁｷｽ針箱詰め(ぴっころ作業所) 実施済 

7月28日 町道樹木剪定 会社前市道の金木犀（78本）剪定  

8月15・16 ねぷたまつり片付け 朝 6時からねぷた会場の清掃  

9月？日 太田金山清掃 大光院から山頂までの下草刈り等  

9月10～13日 福祉作業所作業応援 ﾎｯﾁｷｽ針箱詰め(ぴっころ作業所)  

11月？日 独居老人宅枝下し 町内独居老人宅の枝下し  

08年1月1日 実業団駅伝交通整理 ﾆｭ-ｲﾔ-駅伝中継点交通整理  

第2･4土曜日 国道清掃 Ｒ354・Ｒ17の交差点付近清掃 毎月実施 

 

 

 

お
じ
ま
ぴ
っ
こ
ろ
作
業
所
の
歌 

ピ
ッ
コ
ロ
ピ
ッ
コ
ロ
ピ
ッ
コ
ロ 

仲
間
が
み
ん
な
バ
ン
ド
マ
ン 

ピ
ッ
コ
ロ
ピ
ッ
コ
ロ
ピ
ッ
コ
ロ 

ふ
え
に
た
い
こ
に
タ
ン
バ
リ
ン 

町
の
シ
ン
ボ
ル
青
い
屋
根 

明
る
く
ひ
び
く
作
業
所
に 

太田市に在住する障害者の自立指導、訓練の施設。ピッコロ
は小さな楽器で目立たないが、その音色は非常に美しい。 
地域の中でキラッと光る「ピッコロ」のような存在になりたい・・ 
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シリーズ・ 【 馬電の思い出 】  

③  我が慈父のごとき奥田さんの思い出       水戸 友康 記 

奥田さん！あれほど長い間可愛がって頂いたあなたの死を２ヶ月近くも知らずにいたことを心からお

詫び申し上げます。 

然し、誰にも知らせず「一人静かに逝く」というのはいかにも奥田さんらしいとも思いました。 

 去る３月２５日の午後、私はせめてご焼香だけでもと思い大宮のご自宅を訪ねましたが、堅く戸締り

がしてあり、それは叶いませんでした。駅に戻る途中、春先にしては暑いほどの夕陽に汗ばみながら

受け取る人を失った花束がずしりと両手に重く、何とも淋しく、暗い気持になるばかりでした。 

 思えば昨年１月、ご機嫌伺いに出した寒中見舞いに喜んで電話を下さり「足腰は弱っているが元気

だよ。ボケ防止に例の競馬と TVの囲碁と将棋の番組を見るのが楽しみでな。ところで馬電の状況は

どうだい？」と馬電を心配しながらも明るくお話をしてくれたではありませんか。 

そんな奥田さんの訃報に接し、何故か悲しみよりも「淋しさ、寂しさ」に襲われたのでした。 

奥田さん！あなたは私をとても可愛がってくれましたね。まるで自分の子供に接するがごとく、優しく

慈愛に満ちた人生の師でもありました。 

 今静かに振り返り、あなたへの思い出に浸っております。 

入社間もなくの頃、大きなワシ鼻を指でつまみながら持て余し気味の巨体からいつも Yシャツをはみ

出させながら優しい眼差しで我々をみつめていてくれましたね。今ならさしずめ「ハミダシ王子」という

渾名がついたことでしょう。 

 あなたは S45年第三代目所長就任にあたり、「私は誰よりも群馬製作所を愛し、群馬製作所と共に

生きてきたつもりであります」と力強く挨拶文に書かれました。その後も折に触れ、「ワシは常に従業員

の仕事の確保を第一に考えている。それは仕事がなければ従業員が困るだけではなく、その家族が

路頭に迷うことになり、それだけは絶対に避けねばならぬと常に考えている」と話されておりました。 

そこに従業員を思うあなたの優しさが溢れておりました。 

 私が経理にいた頃から何かとご指導を頂きました。ある時は厳しく、ある時は教え諭すように優しく、

どれだけ多くの言葉、助言を頂いたことでしょう。 

「水戸君、間違っても『経理屋』にはなるなよ。駄目な経理屋というのはタテ、ヨコのバランスを合わせ

て喜んでいるが、経営というものはそんな甘いものではない。研究開発や設備投資は logarithmの 

グラフのように決してリニア－にはならないし、損益に至ってはtangentのグラフのように－∞から＋∞

まであるではないか。そういう奥の深さを理解できる経理マンになれよ」   

これが会社人生における最初のご指導の言葉でした。 

 ある時、経理 Kの芹沢さんのところに来て「セリさん、また尐し小遣が足りなくなったよ」といって 

何やら特殊オ－ダ－をもらって出金伝票を切っているのを知り、不思議に思いましたが、ずうっと後

になって奥田さんの類い稀なアイデアと開発力に期待し、我々部下にも内緒で開発費を予算化して

いたいわば「奥田さん専用の経理Ｋ機密費」ともいうべきものだと判り、これこそが経理の真髄と感心

もし、肝に銘じたことでした。 

 また、あなたは早くから電子化時代の到来を予測し、周到な準備の上円盤デイスクの切削研磨加

工技術蓄積⇒ 防のワイヤ－ハ－ネス組み立て⇒小型電子計算機組み立て⇒電子工場への転進

拡大を企図されたのでした。更に健康食品時代の到来をも予測し、しいたけを中心とする「きのこ栽

培」の研究も始め、有名な先生を招きご進講を受けたり、下請けの倉庫に密かに「おがくずによるビン

詰め栽培」を進め、夜遅く現場確認に連れて行って頂きもしました。 

然し、残念ながらこの二つのアイテムは江戸大奥から「本業をおろそかにするな」という横槍が入り 

頓挫してしまったことは歴史のいたずらだったのでしょうか 
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また、私が生意気にも当時としては画期的というよりは破天荒ともいうべき、松下電器との間で、アイロ

ンの OEMの契約 （当時は OEM という言葉は使われておらず、私が勝手に『水平分業』と命名しまし

た） をまとめるという難題に取り組み悩んでいた時、自らの経験に鑑み 次のような助言を頂いたので

した。「 ワシが名電時代、積水化学と扇風機の羽根のプラスチック化の共同開発をした時、本当にこ

の会社を信用してよいのか大いに悩んだが、最後はお互いに技術屋としての誇りと信頼関係に賭け

るしかないと割り切って結局成功したが、君はそういう信頼できる相手と交渉しているか？」と問われ、 

私も「会社を疑ったらきりがない。最後は窓口の相手を信用するしかない。幸い先方には営業 Kの I

氏と業務 KのM氏がいるので、この二人の誠実さに賭けたい」と答えたのでした。 

この話は事業部段階で結論が出ず進藤社長までいったが結局「中川M と奥田 FMに任せろ」という 

結論になってしまったとあなたは笑い飛ばされました。 

（これには後日談があり、松下の方でも三菱と組んで本当に大丈夫か？となり、とうとう幸之助さんまで

いってしまったと３年後に聞いて大笑いをしましたね）。 

 このようにあなたが残してくれた思い出は数知れませんが、最後にいくつか開発関係やお人柄に関

するお話で終わりにしたいと思います。 

●「ワシは図面が下手くそで苦労したが、『常に現場が造り易い図面』を書くよう努力したつもりだ。そ

れは名電時代試作の班長さんにとてもお世話になり、アイデアをポンチ絵にした程度の段階で彼の

ところに持ち込んで何やら形にしてもらいながら、助言をもらい設計図を完成させていった経緯があ

り、今でも尊敬している」とのお話が印象的でした。 

● 「温水器の開発について大抵の人が『いつでも熱いお湯が出てお年寄りには最適の製品ですね』

というがワシは全く違う発想だった。若いときに洋画を沢山見たが、必ずといってよいほど彼らは

SEXの前後にシャワ－を浴びるのが習慣となっており、何れ日本人にもこういう時代が来ると信じ、

そういう機器を若い人達に提供したかったのだ」との秘話？を教えて頂きました。 

● 電子レンジのマグネトロンを購入していた新日本無線が「どうも設備を廃却しこの事業から撤退し

たいようだ」という情報をキャッチしてきたら 「水戸君、直ちに先方と交渉しタダ同然で設備を買っ

てこい」と厳命が下り、一担当者が先方の常務とサシで交渉し何とかまとめて第４工場での内作化

が実現したのでした。 

● 電気毛布の焼損事故防止のため、ヒ－タ－自動挿入機の開発を生産技術に命じられる一方、私

に密かに毛布にヒ－タ－を織り込む織機とそれを起毛出来る特殊技術の開発を命じられました。 

そのため泉州地区の毛織メ－カ－に密かにもぐり込んだり、目をつけた織機製造の技術屋を隔離

し屋根裏のようなところで開発に当らせ、時々深夜に私が酒とつまみをもって激励と監視に訪れる

という「忍び」まがいのことも経験させられました。 

● オイルショックの時にあなたが示された工場経営のトップとしての責任感、同じ立場の人への 

思いやりに感動を覚えたこともありました。あの時、あなたは突然「水戸君、至急 ABSの材料を 

買えるだけ買って余裕はすべて中電へ分けてやってくれ」と命じられ、必死の思いでレジンを買い

集め、かなりの量を中電に届けました。間もなく 「中電Ｍより感謝の電話があったよ。敵に塩では

なく、味方に塩だな！」 と破顔一笑されたものでした。 

思い出は尽きません。優しかったあなたの思い出は尽きません。類い稀な豊かな発想と技術を見つ

める厳しい目、最後は「えいつ！なにくそやってしまえ！」という思い切りのよさと「そうは言っても、、」

という相手への思いやりが綯い交ぜの不思議な魅力の奥田さんでした。 

そんなあなたに、長い間可愛がって頂き本当に有難うございました。  

奥田さん！ 今年のダービーの予想は当たりましたか？  ・・・・・・  さようなら、奥田さん！  合掌  
    

＜訂正＞  菱の実会だより 182 号の会員投稿 「Tokyo 漫歩（新撰組）」の記事で、「高輪不動尊」と

あるのは、「高幡不動尊」 の誤りでした。訂正いたします。 
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◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
７月の 

  囲碁愛好会 
７月１４日（月） 

９：３０～ 
赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい 

２ ７月の麻雀会 
７月１０日（木） 
７月２４日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み７/１８(火) 22 日(火)迄に
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
７月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

７月２８日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雤天中止） 

４ 
第５２回夏季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

８月１８日（月） 
１９(火) １泊 

榛名吾妻荘 
（会費：11000 円）  

申込：７月２８日（月）迄 

先着 25 名(詳細後日参加者へ) 

高橋勝美（0276-52-0398） 

５ ゴルフ愛好会例会 

８月８日（金） 
プレー費 5700円 

参加費  1000円 

上武ゴルフ場 
８：２４ｽﾀｰﾄ 
集合７：５０ 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

締切り ７月１５日 

６ 
８月の 

パソコンサークル 

８月４日（月） 

１３：３０～１５：１５ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

７ 
８月の 

カラオケ月例会 

８月４日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：７月２５日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

８ 編集委員会 
７月２２日（火） 
１３：３０～ 

組合会議室 

都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡ください。 

９ 幹事会 
８月４日（月） 
１５：３０～ 

今年も「ねぷた祭り(8/14、15開催)」が近づいて参りました。ねぷた祭りの参加と、翌日(8/15、16) 

の会場の清掃ボランティアのご協力をお願いいたします。 
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地球温暖化防止と一般プラスティックゴミの資源化トライ 

太田市は２００７年１０月から、従来は燃えるゴミだった一般プラスティックゴミを資源ごみ化して、

回収を開始した。発泡スチロール、食品の詰まっていた袋や外装などの包装材などだ。私は面倒

臭さもあって、すぐにはやらなかったが、今年の１月からやってみて驚いた。主夫をやっている私で

も従来は２０リットルの燃えるゴミ袋１個を週２回出していたが、これを実施してからは、２週間に１個

程に激減したのだ（２週間も放っておくと悪臭が出るので週１回出しているが）。今出している燃え

るゴミは、調理の時に出た僅かな野菜くずやどうしようもない紙くずだけだ。如何に石油化学の包

装材がこの世の中で多用されていることか。厳密な計算はしていないからアバウトで言うと、これで

自宅ゴミ発生の二酸化炭素排出量をほぼゼロに減らした？と自負している。皆さんの周囲ではど

んな風ですか？太田市在住の皆さん、やってましたか？是非、トライしてみて下さい。 

（細野編集委員） 

 

 

編集後記 



（１） No．１８４ 

    
 
                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もまた、尾島ねぷたまつりの季節がやって参

りました。現在、出陣に向け、ねぷた絵の制作（菱

の実会員･畠山さん）、本体ねぷた・太鼓台車等

の準備が、関係者により進められております。 

畠山さんは、馬電が尾島ねぷたまつりに「三菱ね

ぷた」を出陣させた最初の年（Ｓ63 年）から「ねぷ

た絵」の制作に携わり、今年で２１年になります。 

当初は、菱馬会美術部で制作を担当しておりまし

たが、その後美術部は休部となり、４年前からは 

１人で制作に当たっています。（右の写真） 

絵の大きさは、幅 6ｍ・高さ 5.4ｍの大作であり、制

作期間も 1ヶ月強を要するため、最近は腰痛と闘

いながらの制作。早く応援者（後継者）を探してほ

しいと願いつつ、出陣に向け、「ねぷた絵」制作に

汗を流しております。 

「三菱ねぷた」も、従業員の減少により当日の運行

要員確保が年々厳しい状況になっており、菱の実

会として支援をしていきたいと思いますので、ご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

日程は、８月１４日(木)、１５日(金)です。 

なお、ボランティアの、ねぷた会場清掃.片づけ 

(８月１５日、１６日)についても、ご協力をよろしく 

お願いいたします。 

 
 

群馬菱の実会だより 2008-8-4(月) 

秋の親睦旅行の予告と参加のお願い 

 

菱の実会秋の親睦旅行が近づいて参りました。親睦旅行は、菱の実会の行事の中でも、総会に次ぐ 

大きな行事ですが、このところ年々参加者が減少して大変憂慮しております。 

以前は、大型バス 2台を連ねての大変にぎやかな旅行でしたが、昨年は中型バス 1台となってしまいま

した。年に一度の菱の実会のメイン行事でもありますので、今からスケジュール等調整頂きぜひご参加

下さるようお願い申し上げます。今年の予定は次の通りですが、くわしくは次号でご案内いたします 

 １．日 程     １０月１５日（水）～１６日（木）  1泊 2日 

 ２．宿泊地    長野県 戸倉上山田温泉 （ホテル雄山） 

 ３．コース予定  小諸懐古園、北国街道・海野宿、生島足島神社、松本城、 

安曇野スイス村、大王わさび農場、新田醸造他 

 ４．参加費    １６,０００円 

今年の秋の行楽は、「ガソリン高」でマイカーの旅行から、安いバス団体旅行などが注目されております。

安くて安全・安心、楽しい菱の実会親睦旅行にぜひご参加下さるよう、重ねてお願い申し上げます。 

 
尾島ねぷた祭りのご案内と  

参加のお願い 

【 お願い 】 菱の実会の今年度会費が、７月２５日現在、２０名の方が未入金となっております。 

ご確認頂き、まだの方は至急納金下さるようお願い申し上げます。 

 

 

「ねぷた絵」制作に取組む畠山さん（７月２２日） 

昨年の「ねぷた」です 
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シリーズ・ 【 馬電の思い出 】  

 ④ 大雹害                  大槻伸次 

昨今、温暖化の影響と思われる異常気象が各地で多発しているが遡ること４４年前 

の昭和３８年５月２６日水曜日、尾島を中心とするこの地方は空前絶後の大雹害に 

見舞われたのだ。そこで、その当時の日記を紐解いてみた。 

その日家に帰って、降雹の様子を親父に話すとそんなに凄い雹が降ったのは覚えがないといっ

ていた。群馬製作所（４月より菱電機器尾島

工場から三菱電機群馬製作所になったばか

り）では、工場の窓ガラスは跡形なく破損し

た（右の写真)。また、スレート屋根は狂風で

煽られ大破損するなど凄い被害だった。また、

尾島町周辺では農作物が壊滅的な損害をこう

むった。 

幸いだったのは、この頃はまだモータリゼー

ションの前で従業員は殆んどバス通勤だった

ので自家用車の個人的な損害はなかったのは

幸いだったろう。 

 今日は朝から尋常な蒸し暑さじゃない。昼頃から久しぶりに空は晴れあがり、暑さといい、湿

気といい真夏を思わせる天気になった。工場の窓越しに吹きこむ南風は、土と緑の香りをいっぱ

いふくんだなんとも不思議な南風だった。ところが、午後４時３０分頃から急激に雲行きが怪し

くなりあっという間に空は真っ黒になった。夜がきたかと思えるほど真っ暗になった。すると、

突然のこと突風を伴って雨と鶏卵大の「雹」がガラガラと音をたてて降り始めた。余りの急な出

来事に工場の窓を閉めるのも間に合わぬほどだった。あっという間に工場の窓という窓のガラス

はほとんど打ち砕かれた。 

また、我々のいた工具工場の西端のスレート屋根もめりめりと狂風にはがされていき雹による

大きな穴がボツボツとあいた。雷鳴とその雹の凄さ、恐ろしさに改めて溜息が出た。平松主査も

驚きのあまり声も出ず、ただ工場を駆けずり回りおろおろするばかりだった。夕立が止んでから、

工場周辺を点検して歩くと吹き溜まりには、鶏卵大の「雹」が山のようになっていてシャベルで

すくえるほどに溜まっていた。 

 この夕立は、利根川周辺の尾島町、深谷市などが一番ひどかったようで尾島町では死者が３人

と報道された。尚、われわれの職場では図面や書類が雨と強風にあおられぐしゃぐしゃ状態でど

こから手をつけていいのかわからないほどだった。 

工場では、夕立が止んでから一応自分の作業場の整理をやり工具類に油を注し錆止めの応急処

置をして帰宅した。この様子では自宅（太田市内）はどうしたか心配しながら帰宅したが突風と

雨には見舞われたが雹は降らず農作物への被害は少なかった。   

翌日、職場にて１日中ガラス破片の片付けをしたがあまりの被害の大きさに改めて驚ろいた。

尾島町では野菜や大麦、小麦は全滅し災害救助法が発動されたと新聞が報じていた。また、復旧

に自衛隊も出動したとある。 

 尚、実家のある太田市内の状況は雹の被害はなかったが風雨が強かったので麦はほとんど倒伏

したようだ。 

あれから４４年、幸いこの地方は大きな災害はないが昨今の温暖化の影響等を考えて物心両面

の災害に対する備えは肝要だろう。 
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ほあけぼのちいあ の「つれづれのまま」  

「 おもしろ算数 」  
 いつのころから、目についたり、耳にしたり、思いついたり したことのメモの中から 「算数」 

のいくつかをご紹介させていただく。 

大抵のものは日常の役には立たないが中には役に立つものもあるかも知れない。 

 この中に ほあけぼのちいあ 自身が考えたものが一つでもあればそれはそれは大した数学者で

あるが残念ながら全て聞きかじり。従って、大半の会員諸氏には既にお分かりのことばかりかも

知れない。しかし、何人かの方々にはそんなこともあるかなぁとみていただければこの上なし。 

 兎にも角にも、これらを考えたり発見した人は一体何がきっかけで、またどんな頭と脳の構造

をしているのか興味がある。その脳の僅かでも少しでもおすそ分けいただけないものかとバカな

ことを願っている。興味と力のある方は証明を試みてみますか。ひょっとしたら今からでも大数

学者になれるかもしれない。 

 お断り。イラストが入ればわかり易いところがあるが想像してボケ防止の一助とされたい。 
（本当はイラストが描けないだけのこと、ご勘弁を）  

 

    
１． ５の段 以上の  ９×９ 

左右の手を使って 

① 両手を握る。 （グー） 

② 片手づつ ６ から数えて指を伸ばす。    

      Ｅｘ．７ × ９ （左手 ２本伸ばし３本握り、 

右手 ４本伸ばし１本握り） 

③ １０ の位、伸ばした指の数を加える。  

（２＋４＝６）、（６０） 

④ １ の位、 握った指の数を乗ずる。  

（３×１＝３）、  （  ３） 

⑤ 答え、③＋④ 。 （＝ ６０＋３ ＝ ６３） 

２． 九九 表 （９×９表） 

縦横各々 １～９ の九九表 （９×９）を作る。 

表中に適当に任意の４角枠をつくる。 
 

枠の対角にある 数の積 が同じになる。 

   ・・Ｅｘ．横列 ３から７、縦列 ５から８ からなる枠 

    の場合、対角にある数は、一方は １５ と ５６、 

    他方は ２４ と ３５ 

    そして、１５×５６ ＝ ２４×３５ （＝８４０） 

３． １０の段どうしの 掛け算（Ｅｘ．１８×１６＝２８８）  

① 被乗数 １８ と 乗数の１の位 ６ を加えて  

２４、これをに１０を乗じて ２４０。 

② 被乗数と乗数の各々の１の位 ８ と ６ を 

乗じて４８ 

③  ① と ② を加え ２８８ となる。  

４． １４２８５７ の不思議 
 １４２８５７ × １ = １ ４２８５７ 

 １４２８５７ × ３ = ４ ２８５７１ 

 １４２８５７ × ２ = ２ ８５７１４ 

 １４２８５７ × ６ = ８ ５７１４２ 

 １４２８５７ × ４ = ５ ７１４２８ 

 １４２８５７ × ５ = ７ １４２８５ 

５． ３x ＋１  

どんな数字(x) （整数）でも、偶数は１/２、奇数は 

 ３ｘ +１ を繰り返し続けると最後は、”４→２→１” 

 となる。   Ｅｘ． ２０ 

２０→１０→５→１６→８→４→２→１ 

（余談：眠れないとき、頭の中で試していると 

いつのまにか眠れることもあり。） 

６． 完全数 と 友愛数 

完全数 ： ある数の約数を全部足した和が元の

数になる数。   Ｅｘ． ２８ 

２８ の約数 １４．７．４．２．１．を足した和は ２８ 

友愛数 ： ある数Ａの約数を全部足した和が別

の数Ｂになり、Ｂの約数を全部足した和がＡにな

る関係 ・・・ Ｅｘ．２２０ と ２８４ 

（発見者 古代ギリシャのピタゴラス学派)  

７． 三角形の面積  

よくみるのは、底辺と高さが分かっている数式で

あるが、ここでは高さは分からないものの辺の長

さが全て分かっている場合の式。 

これは意外とある仕事にはよく使われる。知って

いると得をすることもある。 
  
３辺の長さを夫々 a  b  c  として、 

   f = ( a + b + c ) / 2 を先ず計算。 

面積 ｓ＝｛ｆｘ（ｆ- a ) ｘ ( f -b ) ｘ ( f -c ) ｝1/2 

 

【 会員投稿 】 

前頁の「大雹害」と「おもしろ算数」は、大分以前に

投稿頂いたものですが、諸般の事情で掲載が遅れ

お詫び致します。引続き投稿をよろしくお願い致し

ます。 
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◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
８月の 

  囲碁愛好会 
８月１１日（月） 

９：３０～ 
赤城倶楽部 ご自由にご参加下さい 

２ ８月の麻雀会 
８月２８日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み８/2６日(火)迄に 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
第５２回夏季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

８月１８日（月） 
１９(火) １泊 

榛名吾妻荘 
（会費：11000 円）  

申込：８月１０日（日）迄 

先着 25 名(詳細後日参加者へ) 

高橋勝美（0276-52-0398） 

４ ゴルフ愛好会例会 

８月８日（木） 
プレー費 5700円 

参加費  1000円 

上武ゴルフ場 
８：２４ｽﾀｰﾄ 
集合７：５０ 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
９月の 

パソコンサークル 

９月１日（月） 

１３：３０～１５：１５ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
９月の 

カラオケ月例会 

９月１日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：７月２５日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
８月２０日（水） 
１３：３０～ 

組合会議室 

都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡ください。 

８ 幹事会 
９月１日（月） 
１５：３０～ 

９ 
ねぷた祭り会場の 

清掃ボランティア 
8/15（金）16（土） 
朝６時から 

ねぷた祭り会場 
 

事務局まで、ｔｅｌ、ｆａｘ、メールで 
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菱の実会だよりホームページ アドレス http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 

今号の「 馬電の思い出 ④ 大雹害 」を読んで、当時の苦い思い出がよみがえってきました。 

当時大利根寮に入っていて、帰ったら寮も窓ガラスがほとんどこなごなの無残な姿。万年床だった

ふとんはびっしょり、畳の上に水が浮いている状態。その夜どうやって寝たか忘れてしまったが、 

とにかく大変だったことを思い出しました。 

馬電には、思い出がいっぱいつまっています。 楽しかったこと、苦しかったこと ・・・。 

皆さんの思い出をこの会報で公開して思い出をふくらませ、懐かしい感動を共有しませんか。 

菱の実会だよりが、そんな皆さんの思い出の懸け橋になれればと思っております。 

「シリーズ・馬電の思い出」への投稿をお待ちしております。 

（ 篠崎 辰夫 記 ） 

 

 

編集後記 
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群馬菱の実会だより 2008-9-1(月) 

信州・戸倉上山田温泉と安曇野 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 「信州、戸倉上山田温泉と 

安曇野」の旅を企画いたしました。万障お繰り合わせの上ご参加くださるようご案内申し上げます｡  

＜申込方法＞ ① 会報を郵送またはお届けの方は、同封の返信はがきで、９月１５日（月）までに 

お申し込みください。（恐縮ですが 50円切手をお貼り下さい）。 

② ホームページでご覧の方は、＜ここ＞ をクリックして、メールでお申込みください。 

     なお、旅行の参考の「動画」をいくつかお届けします。 ＜ここ＞  をクリックしてご覧ください。 
       ( もし動画がうまく機能しない場合は、次をクリックして各サイトをご覧下さい ) 

＜上山田温泉＞  ＜ホテル雄山＞  ＜安曇野＞  ＜スイス村＞  ＜松本城＞  ＜懐古園＞ 

１． 期 日 ： 平成２０年１０月１５日（水）～ １６日（木） １泊２日 

２． 集 合 ： 馬電 正門前 午前９時４５分 （途中乗車はありませんのでご了承ください） 

３． 宿泊先 ： ホテル 雄山（ゆうざん）（長野県戸倉上山田温泉） TEL ０２６-２７５-２３３３ 

４． 参加費 ： １６，０００円 （女性は １２，０００円） （当日徴収させていただきます） 

＜ １ 日 目 ＞ ＜ ２ 日 目 ＞ 

10:00 馬電正門前 出発 9:00 ホテル 出発 

12:00着13:00発 小諸、信州そば草笛(昼食) 10:30着 11:30発 松本城散策 

13:30着14:30発 海野宿散策 12:00着 13:00発 安曇野スイス村(昼食) 

14:45着15:15発 生島足島神社 13:30着 14:15発 大王わさび農場 

15:40着16:10発 大輪寺      16:30着 馬電正面前 

   16:30着 ホテル雄山   

 

 

 

 

 

 

http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/20ryokou-mousikomi.htm
http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/ryokou-eizou.htm
http://www.chikuma-kanko.jp/togurakamiyamada/index.shtml
http://www.chikuma-kanko.jp/togurakamiyamada/index.shtml
http://www.azumino-e-tabi.net/
http://www.dia.janis.or.jp/%7Eswiss-v/
http://oshiro-m.info/
http://www.city.komoro.nagano.jp/kankou/kaikoen/index.html
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＜第５２回夏李グラウンドゴルフ大会成績 ＞ 

 

 
＜オープン大会成績 ＞ 

順位 氏 名 ＨＤ スコア １打 ２打 

優勝 小沢 永一  74 1 18 

準優勝 高橋 勝美  82 1 13 

３位 大谷 清輔  84 1 10 

４位 滝 亀三郎  87 0 11 

５位 平賀  一  88 1 10 

６位 根岸加代子  91 1 10 

７位 根岸利喜蔵  93 0 8 

８位 柳沢とよ子  96 1 4 

９位 茂木 鶴次 +3 96 0 11 

１０位 増田 三郎  96 0 6 

順位 氏 名 スコア １打 ２打 

優勝 高橋 勝美 60 5 14 

準優勝 大谷 清輔 75 2 14 

３位 滝 亀三郎 78 2 12 

４位 根岸利喜蔵 81 2 10 

５位 平賀  一 82 0 17 

６位 柳沢 勝利 84 1 12 

７位 小沢 永一 84 0 14 

 

第３６回 ゴルフ愛好会コンペ報告   

０８年８月８日（金）に上武ゴルフ場に於いて第３６回菱の実会

ゴルフ大会を実施しました。 

当日は３７度を越える猛暑の中３２名の参加で、チョット バテ

ぎみでしたが全員元気にホールアウトしました。 

結果は小池利男さんがネット６６．２の新ペリでは脅威のスコ

アで優勝しました。 

次回は、９月３０日（火）上武ゴルフ場にて開催の予定です。 

夏季グラウンドゴルフ大会が去る８月１８日～１９日榛名吾妻荘で１５名の参加で行われました。 

１日目は第５２回夏季大会（３２ホール）を実施し、小沢永一さんが優勝カップを手に入れました。 

２日目はハンディーなしのオープン大会（３２ホール）を実施し、５本のホールインワンを出した高橋勝美

さんが優勝しました。尚、５本のホールイン 

ワンはオープン大会ですが大会新記録です。 

今回は参加者が１５名になりましたが、宴会 

および二次会時のカラオケも盛り上がり、天候 

にも恵まれ、楽しい宿泊大会になりました。 

来年も宿泊大会を計画したいと思いますの 

で、その際は多数の参加をお待ちしています。 

第５２回（夏季）グラウンドゴルフ大会       

 

 

順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 小池 利男 83 66.2 

準優勝 川口 博 88 70.0 

３位 中島 進 93 70.2 

４位 小倉 文男 97 70.6 

５位 井上 佳久 85 70.6 

６位 田畑 浩 90 70.8 

７位 田口 勝也 82 71.2 

８位 長谷川正男 97 71.8 

９位 中村 晴三 85 71.8 

１０位 関根 詔三 83 72.2 
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【 新入会員紹介 】  このたび、次の方々が菱の実会に入会されました。 
小池 利男さん  群馬県邑楽郡大泉町 （２０年４月入会） 

小松 正昭さん  千葉県浦安市 （２０年７月入会） 

シリーズ ・ 『 同期会 』 貴様と俺とは同期の桜  / 同じ馬電の庭に咲く 

咲いた花なら皆同じ  / たまには会おう同期会 

 
③ 『 三七会 』の紹介 

『三七会』(さんななかい）は、入社年（昭和３７年）に因んで会の名称といたしました。 

団塊世代のはしりでもある我々同期入社は、当時６０名程おりましたが、その後多くの者 

が転職等で退職され、同期会が発足されることになった２０年後、仲間は２１名になって 

おりました。 

 その年勤続２０周年を記念して「沖縄・石垣島」へ出掛け、以降アメリカ西海岸・北海 

道・ハワイ等節目節目での旅行、他に毎年忘年会を兼ねた一泊旅行を実施、仲間との交流 

を図ってきております。 

 少し変わった活動では、退職時に永年お世話になった会社へ何か残すことが出来ないか 

検討した末、本館西側緑地帯の通路整備（ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸでの仕切設置等）を実施しております。 

 会は、定年の時一旦解消し、再度有志で『三七会』を結成、現在１４名で活動しており 

ます。再結成後は、毎年暑気払い・忘年会を兼ねた一泊旅行を継続。また海外旅行のため 

の積立ても行っており、２年後には全員で行きたいと思っております。 

 あと数年で半世紀にもなるお付合いとなりますが、今後も旅行等行事を通じ「同期のよ 

しみ」の関係を継続していけたらと思います。 

  

 

ハワイ旅行出発前 



（４）No．１８５ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
９月の 
 囲碁愛好会 

 ９月８日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ ９月の麻雀会 
９月１１日（木） 
９月２５日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み９/９(火) ２３日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
９月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

９月２９日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ 
第３７回 
ゴルフ愛好会例会 

９月３０日（火） 
8：45 ｽﾀｰﾄ 
集合 8：00 

上武ゴルフ場 
5700 円（食事込） 
賞品代 1000 円 

9/15 締切 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
１０月の 

パソコンサークル 

１０月６日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
１０月の 

カラオケ月例会 

１０月６日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：９月２6 日（金）まで 
佐藤辰利（0276-52-4688） 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
９月２２日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
１０月６日（月） 
１５：３０～ 

９ 
【ボランティア】 

ぴっころ福祉作業所 

作業応援 

９月 ８日（月）～ 

９月１１日（木） 

13：00～15：00 

ぴっころ 

福祉作業所 

ホッチキス針の箱詰め 

事務局までｔｅｌ、ｆａｘ、ﾒｰﾙ等で 

 

 

 

 

編集後記  
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「ドキッ!!」、(驚いた様子)。ウォーキングをしていて目の前に蛇の死骸に合った事は
ありませんか。実は蛇ではありません、「朽縄」です。(注) 朽縄(くちなわ)→腐った縄
(朽縄に似ているからいう) ヘビの異名です。 
早朝ウォーキングをしていて足元を見ると、ミミズ、カタツムリ、カエル、ケムシ、テ
ントウムシ。水を張った水田には、オタマジャクシが泳いでいます。庭先では、カマキ
リ、トカゲ、アリ等。小動物の世界が見えてくるようです。 
”ふと”「手のひらを太陽に」と言う歌を思い出しました。小動物を見ていると、私自
身元気を貰っています。早朝ウォーキングを始めてみませんか。 (7 月中旬に書く)。 

（荒井 記） 

 

 

 

 

 

 

 

８月１４日、１５日に行われた「尾島ねぷた祭り」の写真集を、菱の実会ホームページ

「特設ギャラリー」に掲載しました。 ＜ここ＞ をクリックしてご覧下さい。 

http://webryalbum.biglobe.ne.jp/myalbum/30150420012396d3f02b5c84f42ffab118c63f430/835912417563929121


（１） No．１８６ 

    
 
                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

荒井 昭三 石尾 延也 石関 武司 大槻 伸次 大谷 清輔 岡島 清二 

上村 統久 久保 弘行 窪田 秀治 小平 昌司 斎藤 慶蔵 境野 賢治 

篠崎 辰夫 白井 敬郎 高橋 勝美 田口 勝也 立浪 嘉明 田野 博保 

長澤 英治 永沼 進 長谷川 正男 福島 晃 福島 才吉 細野 孝雄 

茂木 敏男 下山 國夫 福田 興司    

＜ １ 日 目 ＞ ＜ ２ 日 目 ＞ 

10:00 馬電正門前 出発 9:00 ホテル 出発 

12:00着13:00発 小諸、信州そば草笛(昼食) 10:30着 11:30発 松本城散策 

13:30着14:30発 海野宿散策 12:00着 13:00発 安曇野スイス村(昼食) 

14:45着15:15発 生島足島神社 13:30着 14:15発 大王わさび農場 

15:40着16:10発 大輪寺   16:30ホテル着      16:30着 馬電正面前 

群馬菱の実会だより 2008-10-6(月) 

秋の親睦旅行の旅・参加者のご確認 
 恒例の秋の親睦旅行「信州・戸倉上山田温泉と安曇野の旅」を前号でご案内いた 

しましたが、締切日までに次の２７人の方から参加の申し込みをいただきました。 

参加のご確認と、集合時間、コース等のご確認をお願い致します 

１． 期 日 ： 平成２０年１０月１５日（水）～ １６日（木） １泊２日 

２． 集 合 ： 馬電 正門前 午前９時４５分 （ 駐車場は、旧白石寮です ） 

３． 宿泊先 ： ホテル 雄山（ゆうざん）（長野県戸倉上山田温泉） TEL ０２６-２７５-２３３３ 

参加費 ： １６，０００円 （女性は １２，０００円） （当日徴収させていただきます） 
留守宅には、事務局及び宿泊先の住所、電話番号を。念のため、保険証のコピーを持参下さい 

 
群馬高退連 2008尾瀬交流集会に参加して 
 

9月１７日(水)～18日(木)に、群馬県高齢･退職者団体 

連合(群馬高退連)主催の 上記交流集会が尾瀬高原 

ホテルで開催され､菱の実会より初めて 4名(高橋勝美 

小沢永一･増田三郎･増田みづ江)が参加しました。 

この交流集会には事務局を含め県内より 19団体 82名 

が集まりました。当日は天候に恵まれ､グラウンドゴルフ 

大会には 61名が参加し､我々4人も難しいコースで熱 

いプレーを繰り広げました。尚､我々の成績は初参加･ 

未加盟団体ということで入賞は遠慮しました。 

又､尾瀬ハイキングには 19名が初秋の尾瀬ｹ原を散策 

しました。グラウンドゴルフ大会･尾瀬ハイキング終了後は､親睦会に 

参加し参加者との交流をはかりました。 

＊群馬県高齢･退職者団体連合(群馬高退連)とは 

群馬県高齢・退職者団体連合が正式名。連合群馬の呼びかけで組織化さ

れ、現在１９の退職者団体が加入。退職者連合として全国組織にもなって

います。 ｢すべての県民が安心して暮らせる地域社会の実現｣を目指す連

合群馬と一体となって取り組みを進め会員相互の親睦と交流による元気な

高齢者に向けた取り込みを強化するとともに加盟組織の拡大に向け新たな

仲間づくりに取り組むことを目標に活動している組織。 
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⑤ 創立当時の思い出（ 昭和３４年 ･ ５９８９ * * * ）         

あれからもうまもなく「半世紀」が経とうとしている。当時入社した人はすでに定年で会社を去って久しい。 

本館とヒマラヤ杉が当時のおもかげを残しているが、中身は様変り。作る物も、作り方も、仕事のやり方、

環境も大きく変った。馬電の歴史は自分自身の歴史でもある。 パソコンも電卓もない時代、どうやって 

仕事をしていたか ・・・ 初心を忘れないために、創立当時を振り返ってみた。 

（１） 当時の構内の様子 

・ 木造の本館は、白亜の洋館のようで、高い煙突、ヒマラヤ杉とともに工場のシンボルだった。 

その本館は今でも健在だが、煙突はもう無い。本館裏の技術センターは、当時はバレーコート、テニ

スコート。本館２階から眺めると眼下は広々と、まるで公園のようだった。その裏の現在の食堂は、もと

体育館。なぜか床はコンクリートで、ころぶと怪我をした。 

・ 通勤は自転車か通勤バス。車通勤など考えられなかった。毎朝何台もの東武バスが連ね若さに溢

れた女性達が降り立つ。この時間正門前は大変なにぎわいだった。夜間高校に通学する人もい

て、学生服姿で通勤する人も目立った。構内には大きな自転車置き場が何か所かあった。 

・ 第三工場が当初の組立工場で、ここで掃除機が生産された。「ＴＣ－２０３形：定価１５５００円」。 

今はもっと安く買える。まさに物価の優等生。ちなみに当時よく残業で食べたラーメンは４５円だった｡

尾島のなんとかいうラーメン屋はうまかった。なぜか４５円を覚えている。 

（２） 開所式 

・ 昭和３４年５月に、県や町、三菱電機幹部らの来賓を招いて開所式が行われた。 

会場は第一工場の一角。そこに「ペギー葉山」が招かれた。歌った中の一曲が「南国土佐をあとに

して」。この曲ができたのが同じ昭和３４年５月。出来たばかりの曲。彼女の姿や顔は覚えていない

が、この曲だけは覚えている。そのあとこの曲はみるみる大ヒット、彼女の代表曲となった。この曲を

聞くと、当時の開所式の様子がよみがえってくる。馬電と同い年の曲である。 

（３） 当時の仕事の様子 

・ 事務所内は、冬はスチーム暖房で快適だったが、夏はたいへんだった。もちろんエアコンなんてなく

扇風機。それも伝票や書類が飛ぶので仕事中はかけられない。汗で伝票や書類が手や腕にくっつい

て仕事にならない。黒い腕カバーは必需品だった。なにより伝票は大切だった。  

・ 売上の計算は、全国から送られてくる伝票をソロバンではじく。達成率などの比率計算は、計算尺が

重宝した。「計算尺」は、当時を象徴するものとして今でも大事にとってある。 

・ 複数の書類や伝票は、中にカーボン紙を入れて書く。力がいる。アンモニアくさい「オザ」とか、「バン

ダー」とかいうコピー機があったが、やたら手が汚れた記憶がある。正式な文書は、専門のタイプライ

ターを打つ女性がいて一文字ずつ拾って打つ。電話は部屋に数台しかなく、外線は専門の交換手が

いて、いちいちそこを経由する。書類も、専門の「私送便」のおじさんが東京の本社へ毎日大きなカバ

ンを持って往復する。何もかも人海戦術だった。 
 
これを思うと、今は何と便利で快適なことか …  

今はパソコンがみんなやってくれる。実績は翌朝には表とグラフでー目瞭然。判断も早い。「報・連・相」

はメールでほとんどを行う。パソコンは 1人 1台、空調のきいた部屋でみんな黙々とパソコンに向かって

仕事をしている。パソコンがないと仕事にならない。この落差たるや ・・・ 

しかし、そのためにコミュケーションが希薄になったような気がする。隣りの人とのやりとりもメールで済ま

すらしい。また、パソコンになってすっかり字を書かなくなった。文字は「書く」から「打つ」になった。 

漢字は「変換」というプロセスが加わった。これが漢字忘れの根源。今その変換さえ覚束なくなった。 

「計算」も電卓になって脳を使わなくなった。 今「認知症」が増えたのも、これらのせいかも知れない。 

今から思うと、当時は不便な環境の中でー生懸命がんばっていた。それが活力を生み、様変りの

原動力になったように思う。 ・・・・・ 「初心忘るべからず」  

 

 

篠崎 辰夫 



（３）No．１８６ 

 【 会員投稿 】 

 川柳創り(その後)                 川柳創駄郎 

その後も川柳創りは続けています。前にも書きましたが、俳句には季語があり、川柳には季語

はなく時の出来事を時事川柳として書いている事が多い様です。新聞紙上に記載されている川

柳は出来事をうまくキャッチしています。季語はありませんが川柳は旬とゆうものが感じられ

ます。旬(出来事)を敏感に感じ取り川柳創りに励む人達が多い様です。 

川柳君はもともと鈍人なので、旬に関係ないダジャレ川柳を創ってみました。ダジャレを漢字

で駄酒落(つまらないしゃれ。まずいしゃれ)と書きます。川柳君は名前の駄が同じなので喜ん

でいるようです。 

「妻の胸南を見ればチチブサン」(秩父山系)、山脈の遠景は姿を変えず、木々が四季を通して

色合を楽しませてくれます。 

「歳重ね妻のお山は形変え」「ウォーキング足が痛いよアカギ(レ)サン」(赤城山)、アカギレ、

シモヤケ、ヒビ等今の人達は「あの山は俺は知らねえシラネサン」(白根山)「合コンに今日も

出掛けるアサマシイ」(浅間山)、（注）アサマシイ→浅ましい(意外である。あまりのことにあ

きれる。なさけない。みじめである。見苦しい等の意味があります)。やはり合コンに出掛ける

のには歳をとった様です。 

次は四字熟語で創ってみました。 

「我が家では順風満帆とはいかず」「四面楚歌子供に孫も妻までも」主人(亭主)の権限がなく

なったと言われています。「関白(亭主)を虎視耽耽と狙ってる」。 

川柳君は幼少の頃おくて(晩生)だった様です。歩くのは 2 歳になってから、しゃべりは 3 歳に

なってからだそうです。母は心配して近所の人達に聞いたところ、晩生は将来が楽しみだと言

われ、心配する事はないと、「歳重ね大器晩成今だ出ず」「値上りで青息吐息の日々暮し」 

「願い事平穏無事の唯ひとつ」。 

近頃いやな出来事が多いですね。「捏造や拉致虐待と漢字知る」漢字を覚える事は良いのです

が、楽しくなる出来事で知って行きたいと願います。 

「少子化に虐待事故と拍車掛け」少子化、虐待、拉致等、国としても解決の先が見えません。 

食品偽装も捏造の一種でしょう。青少年の犯罪の一因は対話の欠如と言う人もいます。 

「対話なし親はパソコン子はゲーム」これでは話をする時間もありません。 

〇〇党員が増えている様です。「党員が増えて喜ぶ蟹工船」蟹工船→小林多喜二著「蟹工船」

のこと。小説「蟹工船」を読んだ人達が感銘を受けて〇〇党に入党することです。 

終りはかたい川柳でした。旬ではありませんが、時事川柳も創ってみました。(善か善か)。 

(注) 善(よ)か→「よい」の九州方言、したがって書き終って「よいよい」となります。 

川柳君的には(善か余暇)、余裕があって良しとなります。 

川柳君の日頃の実態は「メモをとりメモを忘れる日和かな」そんなところでしょう。 

【 ボランティア活動 】 ご協力有難うございました。 

① 会社前道路金木犀の剪定    7 月１９日    ２４名参加 

② ねぷた運行          8 月１４、１５日 １７名参加 

③ ぴっころ作業所の作業応援   9 月 8 日～１０日 １０名参加 

なお、次回は１１月に１人暮らし老人宅の枝下ろしと除草作業が実施されます。 

多数の方の参加をお願いします。                ＜菱の実事務局＞  



（４）No．１８６ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１０月の 
 囲碁愛好会 

 １０月２０日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １０月の麻雀会 
１０月９日（木） 
１０月２４日（金） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 10/7(火) ２１日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
１０月 
グラウンドゴルフ 
      例会 

１０月２７日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料）  

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ 
第３８回 
ゴルフ愛好会例会 

１０月２８日（火） 
8：38 ｽﾀｰﾄ 
集合 8：00 

上武ゴルフ場 
5700 円（食事込） 
会費 1000 円 

10/13 締切 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
１１月の 

パソコンサークル 

１１月４日（火） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
１１月の 

カラオケ月例会 

１１月４日（火） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：10 月 31 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１０月２０日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
１１月４日（火） 
１５：３０～ 

９ 
【ボランティア】 

 
１１月に１人暮らし老人宅の枝下ろし

と除草作業が実施されます。 
 

 

 

 

 

編集後記  
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「菱の実会だより」も今回１８６号となります。「菱の実会」誕生が１９８６年、そして
創刊号が何時であったのか？ 詳しく確認しておりませんが、月一回の発刊として１５年を
越える歴史を積み重ねてきております。 

 会の活動・会員の近況等を伝える発信源として、更なる充実した機関紙を 
目指しております。 会員皆様のご寄稿・ご意見をお待ちしております。 
“ よろしくお願いいたします ”            

編集担当 ： 高柳 

 

 

 

 

 

 

 

８月１４日、１５日に行われた「尾島ねぷた祭り」の写真集を、菱の実会ホームページ

「特設ギャラリー」に掲載しております。 ＜ここ＞ をクリックしてご覧下さい。 
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群馬菱の実会だより 2008-11-3(月) 

秋の親睦旅行「信州・戸倉上山田温泉と安曇野の旅」旅行記 
     （平成２０年１０月１５､1６日）  

  前日に泣いていた空は１５日の朝になったらすっかりご機嫌の快晴、参加者の半数は親睦旅行の皆勤

賞の方々で総勢３２名の男性ばかり、今年は女性参加を強く呼び掛けたのですが、残念ながら参加を得ら

れませんでした。 

紅く色づき始めた信州へ、大谷会長・占部総務部長・児玉書記長から快適で安全な親睦旅行の祈念、又

現在上向きの会社状況・近況等の出発セレモニーでスタート、早速車中には臨時のスナックが開店、飲み

物が配られて、またたく間に和やかムード、今年は参加者皆さんの自己紹介とそれぞれの「常備薬につい

て」をお聞きしました、楽しい独特の常備薬や多くの症例の報告で盛り上がりました。 

懐古園内のソバ屋で昼食、やっぱりそばは信州です。午後の見学予定地「海野宿」、１６００年代の古い家

並み養蚕の面影のある落着いた宿場町の散策で足慣らし、次は神社のお参り、生命力の神「生島神社」、万

物に満足を与える「足島神社」、境内には樹齢８００年以上の沢山の古木が私達にパワーを降り注いでくれ

ます。 

宴会では、年金･健康・愛しい家族・そして懐かし話が行き交って、アルコールの消費は思いのほか進ん

で大賑わい、続けて各部屋・カラオケへと延長、何時になく長く楽しい夜でした。 

翌日も快晴の中「ホテル雄山」出発、戸倉駅近くの四百年の歴史を持つ「造り酒屋」では、地酒の試飲

で二日酔いの迎え酒、たっぷりと味わってお酒のお土産が飛ぶように売れていました。 

いい気分のバスの中、「松本城」へ向かいます、国宝城郭四つ（姫路・彦根・犬山と並ぶ）の一つ、人の

手でしっかりと磨かれた艶々の手すりを頼りに急な階段を登って、天守閣からは信州山々の景観を楽し

みました。城周辺の散策、天守閣の昇降にも足腰は少しの衰えもなく、その強さに皆さん少し自信を持

ったようです。 

松本市から北上して安曇野のスイス村で昼の腹ごしらえ、そして清流とコスモスの花に囲まれた「ワサビ

農場」の見学、ワサビ風味のアイスクリームに舌鼓。 

今回は約４５０ｋｍの長距離ドライブ、談笑と適度な散策、車中ではビンゴゲーム、ハーモニカ生演奏、

はては大合唱と長旅を一向に苦にもせず、ホテルから派遣された運転手さんのガイドも中々の説明で楽

しく又トラブルもないアッという間の２日間でした。旧交を暖め、健康で楽しい来年の再会を約しました。 

今年参加頂けなかった「菱の実」仲間の皆さん！来年の旅行日程は １０月の第３週 水・木曜日１０月

１４日～１５日です。振るってご参加下さい、待っております。                  （境野 記）                
 

 

 

 

恒例の細野さんのスケッチです 

国宝「松本城」 

大王わさび農場 

千曲市雲山酒造 
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順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 大竹   操 85 69.4 

準優勝 金井 正一 84 70.8 

３位 瀧 亀三郎 88 71.2 

４位 須永 光雄 86 71.6 

５位 島田 十助 85 71.8 

６位 小林 初男 78 72.0 

７位 小池 利男 78 72.0 

８位 関根 詔三 83 72.2 

９位 竹沢   宏 76 72.4 

１０位 岡部  勇 75 72.6 

第３７回 ゴルフ愛好会コンペ報告  

９月３０日（火）に上武ゴルフ場に於いて、第３７回 

菱の実会ゴルフ大会を実施しました。 

前日まで１日中雨の予報でしたが、当日になると雨も 

止み時々青空も出る薄曇の最高のコンデションとなり 

高スコアが期待される大会となりました。 

結果は 29名が参加して 70台の人が６名とハイレベル 

な大会となりましたが、優勝したのは大竹操さんが 

ネット 69.4で激戦を制しました。 

菱の実会ゴルフ大会の組合せは、同じ人との組合せが 

続かないように調整していますが、調整しきれてない 

部分もあるかと思いますがご容赦願います。 

次の例会は、１２月９日に大間々カントリー倶楽部で 

開催します。くわしくは「お知らせ」をご覧下さい。 

【 新入会員紹介 】 

小池 利男 （平成 19 年 3 月退職）  邑楽郡大泉町 

 

 

≪≪雑雑記記帳帳≫≫  演歌は心 ・・・ 渋川市出身演歌歌手 「清水博正」 

地元群馬県から有望新人がデビューしました。全盲の現役高校生歌手 

清水博正（１７）です。生まれつき目が見えず、小さいときから演歌が大 

好きで、いろんな場所で歌っているうちに「いつか演歌歌手になりたい」 

と夢見るようになったという。ＮＨＫのど自慢「平成１８年度チャンピオン 

大会」でグランドチャンピオンを受賞。魂揺さぶる歌唱力と中性的な歌 

声が大反響を呼び、レコード会社争奪戦の上、テイチクエンタテインメ 

ントから「雨恋々（あめれんれん）」でデビューしました。 

作曲家「弦哲也」氏のコメントから・・・「彼の歌を聞いて鳥肌が立つほど 

の感動を覚えた。もちろん歌の上手さもあるが十六歳の盲目のその少 

年は十六年間の人生を総べてぶつけてきている、喉で歌っているのではなく全身で歌っているのだ。

まるでその日その瞬間が燃え尽きてもいいと思える様にも聞こえた・・・。」 

そんな彼の歌を聞いてみませんか。この会報をホームページからご覧になっている方は、 

上の画像をクリックすると、彼の歌と動画、くわしい情報のサイトが開きます。 

  

  

平成 16年に三菱電機からホーム機器に転籍となり昨年の 3月に 

定年退職し、今年の 4月より「菱の実会」に入会させて頂いて 

いる小池です。 

想い起こせば、昭和 40年に三菱電機静岡製作所に入りその年の 

夏に群馬製作所に転任と,いきなり企業の厳しさを味わいました。 

その後、昭和 59年の MHK設立と同時に出向となり、昨年無事 

定年となりました。この間、家電製品の開発設計と知財関連の 

業務も管理させて頂きましたが、振り返ってみますと、失敗の連続だったような気がします。 

その都度、皆様方から叱咤激励を頂き、苦難を乗り切れたと思っております。本当に感謝、感謝

です。現在は、たまにホーム機器に出勤していますが、殆ど在宅中心で、好きなゴルフを楽しん

でいます。これからは、今まで全速力で走ってきましたので、何事にも「ゆっくり＆のんびり」

をテーマに歩んでいく所存です。これからもよろしくお願い致します。 

http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/uta-shimizu.htm
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 【 会員投稿 】 

 

蓼科・天望館        三ヶ田 文彦 

 今年は二度も天望館に泊まりましたが、先日の帰り際に支配人と話した会話を菱の実会の 

皆さんにお伝えしたく、筆を執ることとしました。 

 多くの皆さんがご存知のように、長野県茅野市北山にある「天望館」は、三菱電機の関連

施設として建造された、すばらしいリゾートタイプの建物です。 

 その辺にあるホテルなどよりもはるかに立派な施設で、広々としたロビーやテニスコート、 

たまにはカモシカもでるという散策コース、風呂はもちろん天然の温泉がたっぷり使われて

います。九州の湯布郷館と同じ頃につくられた、立派であか抜けした保養所らしからぬ施設

です。おまけに宿代は最も安いクラスのホテル代よりも安いのですから、利用しない手はあ

りません。 

 なによりも私が気に入ったのは、各部屋には森に向かった大きなガラス窓があることで、

幅が４ｍ、高さが２ｍもの一枚もののガラスがはめ込まれています。四季折々の新緑や紅葉

の森が、まるで額縁の絵画を見るように見事です。 

 車で 30 分ほど山を下れば諏訪湖に行けますが、湖畔には原田泰治の美術館やさまざまな見

どころがあり、霧ケ峰や白樺湖もすぐ近くです。 

私たち群馬勢は地の利を占めていますから、高速道路を利用すれば約 2 時間半で到着でき

て、ガソリン代も大きな負担にはならないのが、ありがたいです。 

 天望館の支配人は帰りがけに、「群馬製作所 OB の皆さんのご来訪をお待ちします」と、

期待をこめて話してくれました。立派な施設を利用して、利用料金を通して三菱電機にも貢

献できるのは、OB としては嬉しいことでもあります。  

皆さんもぜひ奥様をはじめ、ご家族の方々や仲間の人々とのんびり山の温泉に浸かりに、 

天望館に行ってやってください。                        以上 

 

 

 
＜ 天望館ホームページより ＞ 

訃

報 

日比野 秀雄 さん （太田市新田木崎町 享年９２ 歳） は 
１０月８日 ご逝去されました。 

渋沢 喜久治 さん （太田市備前島町 享年７６ 歳） は、 
１０月５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。 日比野さん 渋沢さん 

  



（４）No．１８７ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１１月の 
 囲碁愛好会 

 １１月１０日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １１月の麻雀会 
１１月１３日（木） 
１１月２７日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 1１/１１(火) 25 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
第５３回秋季 
グラウンドゴルフ 
      大会 

１１月２４日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：500 円） 

申込：１１月１７日（月） 
高橋勝美（0276-52-0398） 

４ 
第３９回 
ゴルフ愛好会例会 

１２月９日（火） 
8：35 ｽﾀｰﾄ 
集合 8：00 

大間々ＣＣ 
6100 円（食事込） 
会費 1000 円 

申込締切り：11 月２４日（月） 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
１２月の 

パソコンサークル 

１２月１日（月） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
１２月の 

カラオケ月例会 

１２月１日（月） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：1１月 21 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１１月１７日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
１２月１日（月） 
１５：３０～ 

９ 
【ボランティア】 

独居老人宅剪定 
１１月８日（土） 

8：00～11：00 
旧尾島町内 

馬電構内（組合事務所北）に集

合。 都合の付く方は ご協力、 

よろしくお願いいたします。 

編集後記  
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無資格レコーディングエンジニア 

ここ３年程、さる音楽友の会より依頼され、同会主催のミニコンサートを録音し、あつかましくもＣＤ

に編集して演奏者にお渡ししている。このミニコンサートは、群響の首席コンサートマスターをはじ

め、英国王立音楽院卒の演奏者、日本マンドリン独奏コンクール第１位入賞者や、藤原歌劇団

合唱部レギュラーメンバーなど、そうそうたるメンバーの演奏を年４回開催しているものです。 

そもそもレコーディングエンジニアは、良い耳と音楽の知識・素養、機器の使い方だけでなく、最

低限の電気知識、音響工学の知識を必要とされるようですが、当方が録音を依頼された当初は、

録音の専任者がいないのでやってもらえないか、音さえ入っていれば良い、音質は問いませんと

の事でした。しかしここ３年目にして、ゲネプロ（本番前の音合わせ練習）で演奏者とマイクセッテ

ィングや音のレベルについて打ち合せるようになりましたが、当方の無知識・無素養がいつばれ

ないかと不安になり始めました。救いは女房殿の“これ買ったＣＤの音がしているね”の一言で

す。（演奏を指しているとしても休心です）                            上村 記 
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群馬菱の実会だより 2008-12-1(月) 

『第一線監督者の集い：全国大会』で  

最優秀賞の「大野耐一特別賞」を受賞 

第一線監督者の集いとは、ものづくり力強化のための改善・改革力を競う 

いわば“監督者の甲子園”。㈳日本能率協会の主催で、最適な“ものづくり” 

の実現に向けた様々な現場改善活動事例の発表を通じ、製造現場の改善 

技術の維持・伝承・向上を図るとともに、生産現場の中核人材の育成・力量 

のレベルアップを図ることを目的としています。 

10月 8日(水)、“横浜みなとみらい パシフィコ横浜”にて、「2008第一線 

監督者の集い全国大会」が開催されました。各地区から選出された 12社 

［ 当社、㈱クボタ、㈱デンソー、富士通アイソテック㈱、ダイハツ工業㈱、ソニーセミコンダクタ九州㈱、

関東自動車工業㈱、デンセイ・ラムダ㈱、住江織物㈱、九州住電装㈱、オリンパス㈱、ダイハツ工業

㈱ ］が出場し、レベルの高い発表が行われました。 

関東大会を勝ち抜いた当社からは、発表者に工作課・加藤 SS、アシスタントに工作課・松崎 T が出場

し、『構造改革に負けない現場改善力』 のテーマで発表を行いました。 

審査の結果、「メンバーの意識高揚やスキルアップなど、率先垂範して現場の再構築を実現し、第一線

監督者の責任を果たした実績が光っていた」として、工作課・加藤 SSが 『 大野耐一特別賞 』 を受賞

されました。大野耐一特別賞とは、トヨタ生産方式を確立し、日本のものづくりの礎を築いた第一人者・

大野耐一氏の名を冠し、日本一の最優秀第一線監督者をたたえる賞です。 

【 秋のボランティア活動報告 】 

１．１人暮らし老人宅の枝下ろし作業 

秋のボランティア活動・独居老人宅の枝下ろし作業が１１月８日（土） 

に行われました。高齢化の進行で作業の依頼件数が年々増加し、 

３８軒に及びましたが、事務局が見聞し １２軒を実施しました。 

当日はＭＧＶ活動ということで５８人 

（内、菱の実会員２２人）の方が参加し、 

社員と菱の実会員が協力し合い作業を 

行いました。仕事の終りには、お年寄り 

から感謝と労いの言葉をいただき、 

達成感と尐しの疲れを感じながらの 

ボランティア活動でした。 

２．会社前道路の清掃と剪定作業 

１１月４日（火）菱の実会幹事の人々により馬電正門前道路 

の街路樹の剪定と道路の清掃を（前回今年２月）おこない 

ました。日頃馬電の施設を使わせてもらっていますので 

何か出来る事をしようと言うことで実施しました。 

つぼみを残しうまく剪定しましたので春には花がそろって 

きれいに咲く事でしょう。 

 

 

 

 

 

この会報は「菱の実会ホームページ」と連動しています。ホームページは、カラーで大きく見れて情報も楽しさもいっぱいです。 

 

左：加藤 SS、右：松崎 T 
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順位 氏 名 ＨＤ スコア １打 ２打 

優勝 平賀   一  74 2 14 

準優勝 根岸佳代子  76 2 14 

３位 田部井秀夫 +1 78 2 11 

４位 茂木 鶴次 +3 81 2 10 

５位 小沢 永一 +3 81 1 16 

６位 柳沢 勝利 +2 81 1 14 

７位 岩瀬 求馬  82 1 13 

８位 根岸利喜蔵  84 1 11 

９位 長額  元  84 1 10 

１０位 増田 三郎  85 1 10 

順位 氏 名 ＧＲＳ ＮＥＴ 

優勝 小林 初男 79 70.6 

準優勝 高木よし子 88 71.2 

３位 長谷川正男 91 71.8 

４位 寒梅 達男 89 72.2 

５位 須永 光雄 89 72.2 

６位 大橋  浩 98 72.8 

７位 小倉 文男 92 72.8 

８位 岡部  勇 86 72.8 

９位 高木 和彦 80 72.8 

１０位 坂田  修 81 73.8 

 

第３８回 ゴルフ愛好会コンペ報告  

１０月２８日（火）に上武ゴルフ場に於いて、第３８回菱の実

会ゴルフ大会を実施しました。 

 ６月の大会が雨で流れたため、８月、９月、１０月と３ヶ月連

続となりましたが、今回は暑くもなく寒くもなくゴルフをする

には最高の季節ということで、今回参加された方の中でも２

７日２８日と連続コンペの人や、２８日２９日と連続ゴルフの

人が１０人以上いたようで、皆さんゴルフを十分に楽しんで

いるようです。 

今回は最近好調の小林初男さんがハンデキャップにも恵

まれ優勝しました。 

次回は、１２月９日(火) 大間々ＣＣです。 
 

訃 

報 

 

久保田 信正 さん （太田市新田木崎町 享年 63 歳） １１月２日  

茂木   忠 さん  (太田市亀岡町    享年 77 歳） １１月１７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。 
 

● 今月の 『懐しのメロディー』  (右の曲名クリックで YouTube動画サイトにリンク)  有楽町で逢いましょう 

第５３回（秋季）グラウンドゴルフ大会 

秋季グラウンドゴルフ大会が去る１１月２４日(月)利根

グラウンドゴルフ場で２２名の参加で行われました。 

今回は薄寒の中、赤城コース,榛名コース,妙義コース

(２回)の３２ホールで熱戦がくりひろげられました。 

結果は、２本のホールインワンを出し、実力を発揮し

た平賀 一さんが優勝カップを手にしました。 

尚、次回の第５４回冬季大会は、平成２１年２月１６日

(月)を予定していますので、皆様の参加をお待ちして

います。 例会は、１２月１５日（月）です。 

 

久保田さん 茂木さん 
 

http://jp.youtube.com/watch?v=llhrfFnNXDU


（３）No．１８８ 

  

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 を知っていますか 

岡島 清二 
製品評価技術基盤機構(略称ＮＩＴＥ：National Institute of Technology and Evaluation)とは、本所の東京を

含め全国１０ヵ所に施設を置く、経済産業省の出先機関です。(下図１参照)もともとはその名の通り製品の評

価や技術の基盤研究機関でしたが、官から民へのかけ声通りに規模はこれまで縮小の一途でした。しかし皆

さんの記憶に新しい「松下のＦＦ石油暖房機」更に「パロマの瞬間ガス湯沸かし器」の製品事故を機に、「消費

生活用製品安全法」(消安法)が平成１８年１２月に改正され、製品重大事故の届出や安全対策等の強化が為

されたことで業務内容が一変し、多忙な役所に様変わりしました。即ち製品事故の全てが重大事故の場合

は、経済産業省経由で、そうでない事故は直接 NITE へ入り、事故原因究明と再発防止策を講じる手続きが

取られることになったのです。(下図２参照)そこで人員を増やすこと適わず、民間企業ＯＢの委嘱調査員制度

が出来て、北関東支所(桐生市所在)では現在私を含め５名の企業ＯＢが活躍しています。調査員は職員を補

完し、製品事故原因究明のための関連業務全般（事故現場の聞取り、事業者の面談、再現試験や報告書の

作成）更に消費者団体、消防等への啓蒙活動を職務としています。 

これらの動静は、規制緩和の弊害が格差社会という形で顕在化していますが、製品安全についても重大事故

の隠蔽、輸入品の安全欠如等を含め、規制強化への部分修正もやむなしという背景があると考えられます。 

インターネットで「ＮＩＴＥ」「製品事故」等のキーワードで検索すると、興味深い情報が目に留まることでしょう 

 

 

               図１                     図２ 

 

○結び 今回は総論的に業務の内容を紹介しました。限られたページのため細切れになりますが、次回はど

んな製品事故がどれくらい発生しているのか、更に以後は個々の製品事故例の中から「あれ！そんなことが

あるの？？」というようなものや、最近のリコール製品の中身をシリーズで順次紹介していきたいと思います。

それから来年４月より長期使用製品の「点検・表示制度」がスタートします。すでに市町村行政でも回覧版で

紹介されております。この制度の詳細についても紹介をしたいと考えています。いずれも書き下ろしのオリジ

ナル情報です。 歳を重ねたら「何は兎も角 転ばぬ先の杖」知っていれば未然に事故を防ぐことも可能で

す。ご期待ください （本稿へのご意見ご質問は事務局又は筆者宛てメールでお願いします） 

                                     （筆者 岡島 清二 アドレス：cfthh763@ybb.ne.jp） 

 

【 会員投稿 】 

 

● 今月の『一枚の絵 』 (右の作家名をクリックしてご覧ください)  金子 東日和 (春日) 
 

http://www18.ocn.ne.jp/%7Ehishimig/ichimainoe0812.pdf


（４）No．１８８ 

◇ お し ら せ ◇ 

  日時 場所 申込み、その他 

1 
１２月の 
 囲碁愛好会 

 １２月８日（月） 
９：３０～ 

赤城倶楽部 ご自由にご参加ください 

２ １２月の麻雀会 
１２月１１日（木） 
１２月２５日（木） 
９：３０～１７：００ 

赤城倶楽部 
会費２０００円 

申込み 12/9(火) 23 日(火) 
荒井昭三（0276-52-0803） 
小林昌樹（0276-38-0964） 

３ 
１２月度 
グラウンドゴルフ 
      例会 

１２月１５日（月） 
９：３０～ 

（集合 ９：１５） 

利根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
ｺﾞﾙﾌ場 

（会費：無料） 

希望者は直接会場へ 

（雨天中止） 

４ 
第３９回 
ゴルフ愛好会例会 

１２月９日（火） 
8：35 ｽﾀｰﾄ 
集合 8：00 

大間々ＣＣ 
6100 円（食事込） 
会費 1000 円 

川口（56-2678）関根（31-8410） 

長谷川（0270-74-2056） 

竹沢 宏（52-2271） 

５ 
１月の 

パソコンサークル 

１月６日（火） 

１３：３０～１５：３０ 
労組事務室 ご自由にご参加ください 

６ 
１月の 

カラオケ月例会 

１月６日（火） 

１７：３０～２０：３０ 

カラオケ本舗 
「まねきねこ」 

0276-52-3450 

申込み：12 月 26 日（金）まで 
大橋  浩（0276-52-3866） 

７ 編集委員会 
１２月１５日（月） 
１３：３０～ 

組合会議室 
都合の悪い場合は、事務局ま

で忘れずにご連絡をお願いい

たします ８ 幹事会 
１月６日（火） 
１５：３０～ 

９ 
【ボランティア】 

ニューイヤー駅伝 

交通整理 

1 月１日（木） 

 9：00～11：00 

国道 354 沿道 

（尾島地区） 

申込み：12 月 10 日（水） 

高柳（56-2876）  ２名程度 

編集後記  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
発  行     2008-12-1  No.188            発行責任者  大谷 清輔 

編集：「菱の実会だより」編集委員会    三菱電機労働組合群馬支部 

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

菱の実会だよりホームページ アドレス http://www18.ocn.ne.jp/~hishimig/ 

「群馬菱の実だより」は 16 年の歴史がある事を先々号でご紹介致しました。 

諸先輩の方々の着実な積み重ねと、そのご努力に敬意を申上げると共に、その意思をしっかりと

継続する事、色々な工夫やアイディアを盛り込んで進めて行く事等が、編集を担当する私達の使

命と思っています。皆様からの本誌に対するご意見・寄稿を待っております。 

多様で変化に富んだ「菱の実だより」に育ててゆく為に、皆様のご協力をお願い致します。 

今回はいつもとは違った記事があります、久しぶりに会社の様子や、はたまた品質保証がらみの

話題で、現役時代にタイムスリップしたような緊張感を味わえます。 

「菱の実ホームページ」（下記）から本誌をご覧になる皆様には、カラーで見る事は勿論、「懐かし

のメロディー」を聞く事、「一枚の絵」をのぞいて見て頂く仕組みが織り込まれております、どうぞお

楽しみ下さい。 

インターネット未導入の方々！菱の実ホームページは生活を快適に過ごす為の、お役立ち情報が

満載です。本誌のメール受信を是非お勧めします。                   （境野 記） 


