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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７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/

平成２９年度・群馬菱の実会総会の報告
平成２９年度「群馬菱の実会」総会を、５月１６日(火)馬電複合棟(新棟)内のゲスト
ルームにて開催しました。
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、会員力作の作品展示会(絵画、写真、書道、造形物)
をご覧になり、また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
生産現場を見学され感激!! それぞれの思い出や近況報告等々で盛況に開催されました。
総会は会員１４２名の参加を得て、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。
会長挨拶では、昨年度３０周年記念総会の実施に
際し、多く人の参加をいただいたお礼と、昨年度の
活動内容について活発に実施されたことが報告さ
れた。
望月馬電所長からは、複合棟の概要や 東日本大
震災以降の給湯器の低迷から販売上向きになり、マーケットシェアーも上昇したとの力強い
震災以降の給湯器の低迷から販 売上向きになり、
話があり私達ＯＢとして大変喜ばく思いました。
マーケットシェアーも上 昇したとの 力強い話が
児玉執行委員長からは、昨年度の役員改正による新執行部の紹介と、平成２６年度より労
あり私達ＯＢとし
て大変喜ばく思いました。
組本部で活躍している荻原委員長
(前群馬支部執行長委員長)の紹介があった。
児玉執行委員長からは、昨年度の役員改
正によ
その他、平成２８年度に三菱電機ライフ
サービス(株)との間で、三菱電機製品購入者紹介
る新執行部の紹介と、平成
26 年度よ り労組本
制度を締結した内容について説明、
製品購入の協力をお
制度を締結した内
容について説明、
製品購入の協力をお願いした。
総会終了後正門ロータリー前にて記念
撮影を実
部で活躍し ている荻原委員長
(前群馬支部執行長委員長)の紹介
願いした。
施。その後恒例の懇親会を食堂
にて実施、懇親会は計７０名(会員
57 名・ 会社幹部 9 名・労組幹部 4 名)の参加者を 得
があった。 その他、平成２８年度に三菱電機ライフ
サービス(株)と
総会終了後正門ロータリー前にて記念
て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
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＜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。

（２）

◇ お し ら せ
幹事会・役員
会・愛好会
菱の実だよりの発
行予定

例会・行事

◇
場所

1 月、4 月、7 月、9 月の年 4 回
毎月第二月曜日 ９：３０～

囲碁将棋愛好
会

麻雀愛好会

グラウンドゴルフ
愛好会

ゴルフ愛好会

申込み、他

9 月 25（月），26（火） 夏季囲碁大会
3 月１2 日（月） 第 19 回囲碁大会

毎月第二、第四木曜日
９：３０～１７：００

ご自由にご参加ください
ブライダルスクール

ブライダルスクール

会費 1０００円

鈴木庄一 0276-46-5377
竹渕 雅 0270-26-3005
申込は 2 日前まで
荒井（52-0803）
小林（38-0964）

7 月 24 日（月） 例会
9 月 25 日（月） 第 85 回大会
10 月 23 日（月）、11 月 27 日（月） 例会
2 月 19 日（月） 第 86 回大会
3 月 26 日（月） 例会
8 月、12 月、1 月は休み

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

６月１日（木）
８月９日（水）
１０月
１２月１４日（木）
１８年４月

上武ゴルフ場
城山カントリー倶楽部
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

毎月第一火曜日 １７：３０～２１：３０

「まねきねこ」

申込み： 毎月の 1 日まで

0276-52-3450

境野賢治（52-４４９９）

労組会議室

ご自由にご参加ください

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）

（第一月曜日から第一火曜日に変更しました）

カラオケ愛好会

パソコンサーク
ル

大会月は 4 月・7 月・10 月・2 月の 4
回、
7 月の大会は 7 月 4 日（月）です。
忘年会&クリスマス会を 12 月に計画

毎月第一月曜日
１３：３０～１４：４５

ハイキング愛好
会

6/27（火）秩父札所巡り、7/10（月）本白根山（万座温泉から）、
8/14（月）黒桧山（花見ヶ原から）、9/11（月）湯の丸高原、10/30
（月）西沢渓谷、11/13（月）大小山・大坊山、12/11（月）湯殿山（足
利）、1/13（土）邑楽七福神めぐり、2/26（月）行道山、3/26（月）三
毳山

ボランティア

7 月 6 日（木）１３：００～１５：００、
9 月 14 日（木）、11 月 16 日（木）、
2 月 15 日（木）

尾島ぴっころ地域活
動支援センター

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

橋本功衛 0276-52-4260

hishinomigunma@kmail.plala.or.jp

井上佳久 ５２-２１２６

（３）
【

会員投稿 】
今回の会員投稿は、玄武館館長の

石関武司さんに登場いただきました。

石関さんは若くして「空手道」を志し、群馬県の空手家として、
選手そして役員としても活躍されており、平成１０年に
「群馬県体育功労賞」を受賞されております。

『空手道と私』
私が、昭和３４年尾島町公民館で空手道を習い始めたころは、組織的
にも技術的にも統合されたものではなかったが、昭和３７年に東毛地
区を中心に、群馬県空手道連盟が結成された。
昭和３９年太田市体育協会への仮加盟により、今は取り壊してなくなっ
てしまった大門の「しろみ館」で柔道・剣道の仲間たちと稽古が出来る
ようになった事が、大きな喜びであった。また、道場で剣道の指導をさ

「眼光鋭く、精悍な」若かりし頃の筆者

れていた、今は亡き古賀武一先生の稽古や指導方法は若い私にとって大変勉強になりました。
昭和４０年 前橋市群馬会館で、県下各地域の各流派・会派の空手家が一同に集まり空手道の統一祝賀会
（演武会）を開催。それを機に現在の群馬県空手道連盟結が結成された。
翌 41 年、第 1 回群馬県空手道選手権大会を開催し、以降当会は群馬県空手道発展のため、大きな役割を
果たしてきている。そして平成 27 年に結成 50 周年祝賀会、記念誌を発行するに至っています。

『太田市における空手道大会』
太田市体育協会に仮加盟中であった空手道も、昭和 43 年 4 月正式に加盟が承認された。同年１２月若い
私が会長の下で、第１回太田市空手道選手権大会が参加者７６名の精鋭を集めて、盛大に開催された。
来賓として出席いただいた太田市長・教育長・体育協会長・県空手道連盟理事長教育委員会関係者の見守
る中で、太田市におけるスポーツとして空手道の１ページが開かれた。
そして平成２８年度では、太田市民空手道大会の参加者は 500 人を超える規模となって、盛大に運営され
ています。

『今後の目標と課題』
関係者の努力の結果、４４年から県民大会
にも参加出来ました。５６年の滋賀国体か
ら空手も正式国体種目となり、県の武道国
体の中で得点をあげています。
世界の１９７ヶ国以上で行われている空
手道も２０２０年の東京オリンピックか
ら正式種目になりました。このような大会
に県 市から選手が参加出来るように、今

後も努力していきたい。

写真上

：大会後選手と記念写真に納まる筆者
（前列左から３人目）

写真左：玄武館館長の
石関武司さん（筆者）

「今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます」

（４）

「第三回交流カラオケ発表会」報告
４月１５日（土）12：30「尾島行政センター多目的ホール」において、一昨年から実施している、
「菱の実会」及び「NHK 菱花会」それぞれのカラオケ愛好会メンバー２１名と１９名合わせて４０名
が集合、第３回目となる発表会が行なわれました。２時間半、全４６曲（内デュエット６曲）が歌われ
ました。舞台、会場、音響、照明、記録等々、両ＯＢ会役員さんの大活躍も加わって、盛会のうち
に幕を閉じる事が出来ま
した。今後も改善を加え
ながら、進めて行ければ
と思っております。
なお、映像記録は「YouTube」で、
「第三回交流カラオケ大会」で
検索下さい

29 年 5 月
「菱の実カラオケ愛好会」 境野

祝・長寿

（ 平成２９年４月～６月度 ）

菱寿 （８５歳）
喜寿 （７７歳）

４月： 竹沢 由光

様

４月： 本木 博史

様

５月： 金井 正一、蟻川 正吾、一見 正彦、荒木 美好

様

６月： 田畑 浩 様

紙面版菱の実会だよりの次回発行は
平成２９年９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

訃

森田 清司さん (享年７５歳)
6 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。
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行
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増田 英一さん (享年７６歳)
4 月２２日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

群馬県太田市岩松町 800
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