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＜祝長寿＞ 

小平 昌司 様  喜寿 ７７歳 1943/04 

真下 富夫 様 菱寿  ８５歳 1935/05 

小林 昌樹 様  喜寿 ７７歳 1943/05 

関口  宏 様 菱寿  ８５歳 1935/06 

平賀  一 様  喜寿 ７７歳 1943/06 

須永  宏 様  喜寿 ７７歳 1943/06 

坂田  修 様  喜寿 ７７歳 1943/06 

小川  実 様 菱寿  ８５歳 1935/07 

佐藤  英二 様  喜寿 ７７歳 1943/07 

赤石  眞希 様  喜寿 ７７歳 1943/07 

里見  弘多 様  喜寿 ７７歳 1943/07 

倉林 孝夫 様  喜寿 ７７歳 1943/08 

山田 好一 様  喜寿 ７７歳 1943/08 

石関 武司 様  喜寿 ７７歳 1943/09 

小倉 文男 様  喜寿 ７７歳 1943/09 

「 脇坂 徹 （わきさか とおる ） 」さん （２０２０年６月入会）   

 

昭和 49 年入社 温水器工場、石油ファンヒーター工場を経て営
業へ、営業で住設、石油ファンヒーターを担当した後、営情シ（本
社）へ転任。平成 5 年馬電営業に戻ります。その後 2000 年から
資材に在籍、2006 年再度営業に戻り、2016 年６０歳を迎え約３
年間嘱託を経て２０１９年２月退職しました。その間、組合役員
も２期経験させていただき菱の実会にも触れることがあり、菱の
実会旅行（鎌倉）も同行した経験があります。今回、3/1 よりＭ
Ｄライフにお世話に成ることになり、それを機会に菱の実会に参
加させていただきます。OB の方には知っている人がいなくなっ
た等、なかなか馬電内に入りずらい等聞いていますが、ＭＤライ
フでは社販等も担当しておりますので、気兼ねなくお尋ねくださ
い。 とうぞよろしくお願い致します。  

 



斉藤  昂 様 菱寿  ８５歳 1935/09 

高橋 正晨 様 菱寿  ８５歳 1935/09 

葛西 松範 様  喜寿 ７７歳 1943/10 

田口 勝也 様  喜寿 ７７歳 1943/10 

塚越 修子 様  喜寿 ７７歳 1943/10 

塚越 記子 様  喜寿 ７７歳 1943/10 

富宇賀 昇 様 菱寿  ８５歳 1935/10 

加藤 勝司 様 菱寿  ８５歳 1935/11 

長谷川 正男 様  喜寿 ７７歳 1943/11 

二宮 平太郎 様  喜寿 ７７歳 1943/12 

関根 詔三 様  喜寿 ７７歳 1943/12 

久保田 久雄 様  喜寿 ７７歳 1944/01 

宮田 恭之 様  喜寿 ７７歳 1944/01 

本多 勝幸 様  喜寿 ７７歳 1944/02 

市村 初子 様  喜寿 ７７歳 1944/02 

飯塚 久夫 様 菱寿  ８５歳 1936/03 

細堀 隆弘 様  喜寿 ７７歳 1944/03 

福島 賢之 様  喜寿 ７７歳 1944/03 

市村 保明 様  喜寿 ７７歳 1944/03 

小林 英明 様  喜寿 ７７歳 1944/03 

長浜 俊雄 様  喜寿 ７７歳 1944/03 

 

 

 

 

 

 



 

＜訃報＞ 

 長嶺   元 様 享年  

８２歳 

 
１０月３０日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

加藤   悟 様 享年  

８５歳 

 
８月にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

中島 重夫 様 享年  

８６歳 

 

１０月２０日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

平賀  一 様 享年  

７７歳 

 

１１月１２日にご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

木部 欽次 様 享年  

８９歳 

 
 

2021 年 1 月１日ご逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

神谷 昭美 様 享年  

９４歳 

 

2021 年 2 月 13 日ご逝去されました。

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 


