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1．開会の辞

2．会長挨拶

3．来賓挨拶

4．議　事

（1）報 五二
日

①平成27年度　活動報告

②平成27年度会計報告

③平成27年度会計監査報告

（2）審議事項

①平成28年度活動計画（案）

②平成28年度予算（案）

③会則変更について

④平成28年度役員について

5．閉会の辞

事務局長　　川島　和平

（司会）

会　　長　　　　高柳静雄

会社　馬電所長　望月　哲哉

労組　執行委員長児玉　一馬

議　　長　　　　高柳静雄

事務局長　　川島　和平

会　　計　　　　大塚　誠二

会計監査　　境野利夫

事務局長　　川島　和平

会

会

会

計　　　　大塚　誠二

長　　　　高柳静雄

長　　　　高柳静雄

事務局長　　川島　和平

（司会）



H27年度「菱の実会」の活動報告

1．菱の実「総会」及び「懇親会」実施日‥5月27日会場‥ゲストホール、食堂
参加者＝　総会：157名　懇親会：62名

2．菱の実会「親睦旅行」一一一一一一一一一一9月15・16日、参加者31名

・当年度は、那須高原への一泊二日の旅でした

・また、当年度は宿泊先の送迎バスを利用→会員のアコザイオン、ハーモニカ等

で盛大な旅行が実施できました0

3．尾島「ねぶた祭」への参加一一一一一一－一一一　8月15日

・今年度は、一日のみの参加（馬電参加に合わせた）

4．H27年度「各愛好会」活動実績報告

（l）カラオケ愛好会（大会の結果は菱の実会報で報告済）

①毎月第一月曜日、17：30－21：00、「まねきねこ尾島店」にて開催

②大会実施は、4・7・10・2月の4回／年、延べ参加者→178名／12回

③12月はクリスマスパーティーを兼ねて実施

④大会結果は、菱の実会報で報告済

⑤膿菱花会との第1回交流会：H27年3月21日開催済

（エントリ一考数）

・菱の実会　→21名

・菱花会　→19名

・総来場者数→100名

（2）グランドゴルフ愛好会（大会の結果は菱の実会報で報告済）

①毎月1回定例実施

（但し、猛暑と極寒の8・12・1月は休み）

②大会は3回／年（5・9・2月）実施

③結果は、菱の実会報で順次報告済

④場所は総て利根グランドゴルフ場

⑤なお、昨年度より用具無い人の参加も可能としましたので多くの方の参加を

希望します。

（3）パソコン愛好会

①パソコンの活用推進
教材図書「日経PC21・グーグ′レ実用テクニック」を購入してメンバーに配
付。

②WindowslOへのアップグレード推進

③「パソコン活用なんでもレッスン」でのネットレッスン

④H27年度アップ項目
・音楽テープやレコードをデジタル化

．パソコンでラジオを聴こう

・ファイルが溜まってきたらパソコンの外に移そう！

．ホームページ検索のすすめ
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・イマドキの高齢者はパソコン・スマホ・タブレットでインターネット生活

を満喫中

．グーグルマップを活用しよう

．グーグルマップで出来ること

．マイナンバー個人番号カードの申請方法

．wind。WSlOアップグレードガイド

．wind。WS10評論家の評価

．wind。ⅣS10の不満点

（4）囲碁・将棋愛好会（大会の結果は菱の実会報で報告済）

①毎月1回定例実施（第2月曜日、9：30－）

（5）麻雀愛好会

①2回／月、（第2・4木曜）開催

②延べ参加者数：84名

（6）ゴルフ愛好会（大会の結果は菱の実会報で報告済）

①第71回ゴルフコンペ開催、職7年6月9日、上武ゴルフ場

参加者＝31名

②第72回ゴルフコンペ開催、H27年8月11日、大間々カントリー倶楽部、

参加者＝30名

③第73回ゴルフコンペ開催、H27年10月2日、別カントリー倶楽部

参加者＝26名

④第74回ゴルフコンペ開催、H27年12月10日、上武ゴルフ場

⑤第75回ゴルフコンペ開催、H28年4月13日、城山カントリー倶楽部（H27年度行事）

参加者＝29名

（7）ハイキング愛好会（職7年度新設愛好会）

①尾瀬ハイキング（H27年9月3日）
・鳩待ち峠一尾瀬ヶ原～鳩待ち峠

・参加者→14名

②太田八王子丘陵ハイキング（H27年11月24日）
・北部運動公園一店沢山～苦塩沼一北部運動公園

・参加者→ll名

③長瀞アルプスハイキング（H28年3月17日）
・参加者→12名

（8）ボランティア活動

①ピッコロ支援→計5回、3－4名／回で支援

支援日　→　5／14、7／9、9／17、11／12・2／18

5
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平成27年度　群馬菱の実会「会計報告」　　　　　　　　平成28年4月
1，一般会計収支報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

会計期間　平成27年4月1日～平成28年3月31日 

項　　　　目 ���予　算 �決　算 �備　　考 

収 入 �前年度繰越金 ��64，165 �64，165 � 

年会費 ��690，000 �704，000 �＠2，000×352人 

菱の実会だより広告料 ��60，000 �85，000 �7社広告料 

雑収入・利息 ��0 �3，027 �利息・過年度会費 

協賛金 ��70，000 �70，000 �会社、組合協賛金 

群馬菱の実基金より ��175，333 �0 �基金取崩しなし 

合　　　　計 ��1，059，498 �926，192 � 

支 出 �菱の実会だより宅配料 ��150，000 �121，852 �宅配料（協力員配達分は除く） 

行 事 費 �総会運営費 �80，000 �33，781 �お茶、写真代等 

親睦旅行補助 �50，000 �50，000 �旅行補助 

カラオケ愛好会 �40，000 �40，000 �活動補助 

グラウンドゴルフ愛好会 �20，000 �20，000 �活動補助 

囲碁・将棋愛好会 �10，000 �10，000 �活動補助 
パソコンサークル �10，000 �10，000 �活動補助 

ゴルフ愛好会 �40，000 �40，000 �活動補助 

マージャン愛好会 �5，000 �5，000 �活動補助 

ハイキング愛好会 �10，000 �10，000 �活動補助 

ボランティア活動 �10，000 �10，000 �活動補助 

幹事研修会補助 �50，000 �50，000 �活動補助 

会議費 ��20，000 �0 �お茶代等 

事務費 ��370，000 �335，054 �はがき代・菱の実会だより）制作費等 

愛好会会場運営費 ��20，000 �0 �電気、水道代 

通信費 ��100，000 �87，504 �電話、プロバイダ代 

だより配達協力助成費 ��40，000 �31，380 �協力員謝礼 

予備費 ��34，498 �0 � 

合　　　　計 ��1，059，498 �854，571 � 

壁 晶 �収入総額 �支出総額 �残高（H28年度への繰越額） 
926，192 �854，571 �71，621 

2　、 �艮告　（収入総額は、＠1，000×352人分・ ��利子） ） 前年度残高 �収入総額 �支出総額 �残高（H28年度への繰越額） 

1，322，386 �352，243 �185，710 �1，488，919 

支出内訳：菱寿l名、喜寿10名、ご逝去9名分

3、馬菱の実基金収　報告 l H26年度までの繰越額 �H27年度の利子 �H27年度支出額 �H28年度への繰越額（注） 

1，075，547 �215 �0 �1，075，762 

（注）：一年満期、自動継続定期預金 

芸慧害すo平成28年4月1日会計工藤重幸藻大塚誠二の
群馬菱の実会・会則にもとづき、平成27年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日）の

会計処理について監査した結果、適正に処理されていたことを認めまな
平成28年4月18日　会計監査境野　利夫、。

生田　三郎　雷
十手膏
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里亜麺麺
l・議会並びに懇親会　5月14日（土）、本日の出席者　→予定約164名

2）親睦旅行　9月15日（木）～16日（金）予定、多数の参加者期待
・行き先　未定、当年度は山方面を予定
・参加費　2万円以内（詳鮨競諾捺群惑内）

・前年は宿泊ホテル送迎バス利用（15，000円／人）

この金額の場合→戸倉上山田温泉位しか候補なし（昨年旅行業者）

また、観光バス利用の場合、20・000円以下／人は不可の見通し〇
・当年度は、昨年の高速バス事故の影響で同様な送迎バス利用は厳しい状況
・国土交通省の取り締まり強化→一定額以下のバス運賃は罰則規定

※既に当年度、複数の旅行会社（5－8社）が関東運輸局から行政処分を受けている
※上記考慮して、当年度は日帰り旅行（少し豪華に！）に変更するも一案o
※当年度→タビックスジャパン：山梨ワイナリー巡り：16・500円／人を

選定方向で検討中。

3）幹事・愛好会合同研修会　H29年2月（中旬～下旬）予定
4）各愛好会活動計画概要

（1）カラオケ愛好会－ 毎月1回（大会は年4回）まねきねこで実施
・大会を4回（5、8、11、2月）予定

・月例は第1月曜日開催
・カラオケ愛好会の活動状況を会報等でPRL・会員増員を図る
・女性の会員増を推進する

（2）グラウンドゴルフ愛好会
※（昨年度より、道具の無い人の参加もOK／積極的な参加呼びかけ

・定例会：毎月1回実施（但し、8・12・1月は休み）

．大会　：3回（5・9・2月）

・場所は全て利根グランドゴルフ場

（3）囲碁／将棋愛好会－一一一一一一一一一一一一一一一一一　毎月1回実施（大会は3月）
・昨年度より、囲碁／将棋愛好会としてスタート
・毎月第1月曜日に定例会、年間12回の開催予定
・その中で1－2回を大会とする予定

（4）ゴルフ愛好会一一一一一一一一一一年5回のコンペ（6・8・10・12・4）予定

（5）麻雀愛好会－一一一‾‾－
・毎回一卓だが継続実施予定

上武ゴルフ場

大間々カントリー倶楽部
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

毎月2回（第2、第4木曜日）実施
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（6）パソコン愛好会一一一－一毎月、第一月曜日開催（場所‥組合事務所）
①WindowslOへのアップグレード推進

②パソコン活用のための、教材図書を購入してメンバーに配付
（パソコンを活用するための参考図書）

③「メールでレッスン便」の開設・‥最新情報を、ネットや雑誌等から切りとっ
て、メールに添付する形で会員にお届けする（不定期）

（7）ハイキング愛好会（昨年度新設）

①2016年5月28日（土）　MHKとの交流会（鍾撞堂山）

②2016年7月25日（月）　赤城山荒山・鍋剣山

③2016年9月26日（月）　野反湖・八開山

④2016年11月14日（月）根本山・熊鷹山

⑤2017年2月27日（月）　伊豆ケ岳

※1登山口までの交通手段に参加者の車を利用した場合は、車の提供者に30円／km
を支給する。

※2交通費・保険料を参加者より徴収するo

（8）ボランティア活動（三菱電機群馬ボランティア会と共同活動）
・尾島町「ピッコロ支援」等を継続実施予定

（9）その他（幹事会、編集委員会、それぞれ各月1回開催）
・幹事会　　→　各月第一月曜日開催
・編集委員会　→当年度は「菱の実だより」発行誠により

第三月曜日／計5－6回開催予定

（菱馬会・組合行事等の日程・内容などは開催の都度、「樺馬菱の実だより」でお知らせします）
（1）尾島ねぶた祭り（ねぶた運行）一一一一一一一一8月140r15日？（日・月）

3・篭等護藷だより」の発行→当年度師・8・11・3月発行予定

※今後は、皆さんに周知必須事項ある場合の月に発行
※なお、会報のインタゼット視聴は従来以上に内容を濃密に拡充予定

（2）菱の実会HPの更新と発行（月次にて）
（3）rMELON」の送付（月刊）・・・（有料購読者のみ、年間￥1，000円）

（l）三菱電機ホーム機器OB会「菱花会」との交流会を増やす方向で検討
（2）カラオケ愛好会との交流継続

（3）ハイキング愛好会との交流（5／28、予定）

（4）MDライフとの三菱電機家電品紹介制度検討中→紹介料をキャッシュバック
・キャッシュバックは菱の実会費に納入し、会の補助金とする

以上
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平成28年度　詳馬菱の実会「予算」（案）　　　　　　　　　　H28－4月
1、平成28年度　一般会計収支予算（案）　　　　　　　　　　　　　　単位‥円

会計期間　平成28年4月1 ���日～平成29年3月31日 

項　　　　目 ���予　　算 �備　　　　考 

収 入 �前年度繰越金 ��71，621 � 
年会費（一般） ��690，000 �＠2，000×345人 

菱の実会だより広告料 ��60，000 �5社広告料 

雑収入・利息 ��0 � 
協賛金 ��40，000 �会社・組合 

群馬菱の実基金より ��200，000 �菱の実基金より引出充当分 

合　　　　計 ��1，061，621 � 

支 出 �菱の実会だより宅配料 ��60，000 �インターネット活用促進 

行 事 費 �総会運営費 �410，000 �30周年記念行事含む（懇親会費・記念品・写真代等） 

親睦旅行補助 �50，000 �旅行補助 

カラオケ愛好会 �40，000 �活動補助 

グラウンドゴIけ愛好会 �20，000 �活動補助 

囲碁・将棋愛好会 �10，000 �活動補助 
パソコンサークル �10，000 �活動補助 

ゴルフ愛好会 �40，000 �活動補助 

マージャン愛好会 �5，000 �活動補助 

ハイキング愛好会 �10，000 �活動補助 

ボランティア活動 �10，000 �活動補助 

幹事研修会補助 �50，000 �研修補助 

会議費 ��10，000 �会議・お茶代等 

事務費 ��180，000 �はがき代、菱の実会だより制作費等 

愛好会会場運営費 ��20，000 �電気・水道代 

通信費 ��90，000 �電話代・プロバイダ代 

だより配達協力助成費 ��30，000 �協力員謝礼 

予備費 ��16，621 �運営・諸活動費不足充当分 

合　　　　計 ��1，061，621 � 

2、平成28年度群馬菱の実会慶弔費予算（案）
H27年度繰越額 �収入総額 �支出総額 �残高（H29年度繰越見込額） 

1，488，919 �345，000 �300，000 �1，533，919 

収入総額は、＠1，000×345人とした。支出総額は、推計データを参考にした。 

3、平成28年度群馬菱の実基金予算（見込） 
H27年度繰越額／ �H28年度支出見込額 �H29年度繰越見込額＜定期預金＞ 

1，075，762 �200，000 �875，762 

平成28年度　役員（案） 
会　長 �川島和平 

副会長 �大塚誠二 

事務局長 �（兼）大塚誠二 

会　計 �小林久・大隅修一 

幹＿事 �江）旧八郎・竹渕雅・荒井昭三・小林昌樹・関根詔三・鈴木庄一 高橋豊・滝沼栄・長谷川正男・青野久之 

篠崎辰夫：群馬菱の実会だより編集担当、並びに群馬菱の実会ホームへoヅ管理担当 

会計監査 �工藤重幸・橋本功衛 

事務局 �橋本功徳（名簿関係担当）大隅修一（編集担当）井上佳久（ボランティア担当）中庭徹（慶弔担当） 

顧　問 �二宮平太郎・高柳静雄 
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