
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  直前部会長より部会員のみなさまへ   

  

私が青年部会長の大役を仰せつかってから、早２年が経過し、みなさまのお陰をも

ちまして大過なく任期を満了することができました。 

この間を振り返りますと、記録的な円高が日本経済を根底から揺るがし、今年は消

費税率が改正されるなどの厳しい経済状況のなか、軽油の高値安定によって私たち物

流事業者は、現在も大変な日々が続いております。そのような中で私たち青年部会は

スローガンである健全経営を目指して部会員が自身を磨き各社で役立てるような研

修会等を企画立案し、実施してきました。昨年、(公社)全日本トラック協会青年部会

が正式に設立され、今後、全国及び関東ブロック単位での活動も増えていくことと思われますが、次期の

正副部会長並びに幹事のみなさまにおかれましては、「更に活発で行動力のある青年部会であること」をご

期待するとともに、私も微力ながら継続して部会事業にご協力をさせていただきたいと思います。 

最後に、任期中は各種部会事業の運営に幹事並びに部会員のみなさまにご協力いただき、誠にありがと

うございました。                            （直前部会長 都筑雅彦） 

 

  新部会長より部会員のみなさまへ   

  

本年度より(一社)群馬県トラック協会青年部会第９代部会長を務めさせていただ

きます、桐生支部の佐藤稔也と申します。 

当青年部会は、平成２年１１月よりスタートし、歴代部会長はじめ各部会員のご尽

力により、現在１６９名の会員を有する組織となっております。諸先輩方のたゆまぬ

努力の結晶であり、バトンを引き継ぐ者として、改めて身の引き締まる思いです。 

昨今、運送業界を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。輸送量は増加

傾向にあるものの、輸送原価の上昇や人手不足により日々困難な舵取りを行っている

のが現状です。また、２月の大雪により輸送網が寸断された際は、改めて運送事業者

がライフラインとして大変重要な役割を担っていることを痛感させられました。荷主から頂戴したお褒め

の言葉も、お叱りの言葉も、全ては運送業界の社会的責任の大きさ、担う責務の重要さを示す指標だと考

えます。そのことを充分に認識したうえで、私たち青年部会が今やるべきことは何なのか、一緒になって

考えていきましょう。 

本年より二年間の青年部活動のスローガンとして、「～挑戦～ 若者らしく大胆に繊細に」を掲げさせて

いただきます。青年部会には行動指針として宣言文があります。その宣言内容を“より”１歩進めた活動

を行います。協力し合える人間関係を“より”作るには、青年経営者として“より”成長するには、コン

プライアンス経営と業界のイメージアップを“より”図るには。以上３つの“より”を目標に、若者らし

く大胆に、先人たちの教えを基礎として分相応な繊細さを併せ持ち、新たな活動に挑戦していきたいと考

えています。 

最後に当青年部会は、本気で付き合える仲間づくりを行える場所です。是非、多くのみなさまの積極的

な参加を心よりお待ちしております。                    （部会長 佐藤稔也） 
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  新旧幹事より部会員のみなさまへ  

 

平成２６年４月１５日に役員改選が行われ、２８名の新たな幹事が就任されました。幹事を退任なされ

ました４名の方々には、長年の功績に感謝申し上げます。大変お疲れ様でした。引き続き部会員として青

年部会の発展にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。 

副部会長 堀越泰毅 

* 早いもので副部会長の大役を仰せつかってか

ら二年が経ちましたが、幹事、部会員に支えら

れ任期を終えることが出来ました。多くの方と

交流しているなかで自社も頑張らないといけないと思いまし

た。今後も副部会長として頑張っていきますので、よろしくお

願いいたします。 

副部会長 磯野哲也 

* みなさまこんにちは。引き続き副部会長とい

う大役を仰せつかりましたので、全力で部会活

動が有意義なものになるように頑張ります。本

年度も研修会や交流会等の催しを沢山企画して、青年部会が強

い絆を築ける場として活動してまいりますので、お力添えいた

だけますようお願い申し上げます。 

副部会長 佐藤宏 

* 二年前、不安を抱きながら初めて幹事を務め

させて頂きましたが、部会員、幹事のご協力に

より無事任期を全うすることができました。こ

の場をお借りして厚く感謝申し上げます。任期中に大勢の仲間

と様々な経験させていただいたことは、とても有意義な時間で

した。今年度から副部会長という大役を仰せつかり身が引き締

まる思いです。部会員のみなさまにとって研鑚と仲間づくりの

場を創造できるよう尽力していますので、引き続きご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

前橋支部幹事 上田賢 

* 今年度より研修委員長という大役を仰せつか

りました。出来る限り頑張りますので、みなさ

まのご協力をよろしくお願いいたします。 

大間々支部幹事 板橋俊介 

* 任期中はみなさまに大変お世話になりまし

た。幹事として各行事に参加し多くの出会い、

経験をさせていただき感謝いたします。今後と

も幹事として頑張りますので、よろしくお願い致します。 

大間々支部幹事 小堀孝之 

* このたび幹事を務めることとなりました。ま

だまだわからない事が多く、日々勉強です。至

らない点も多々あると思いますが、お役に立て

るよう、横の繋がりを大事にして、業界全体がもっと元気にな

るよう、頑張って活動しますので、よろしくお願いします。 

桐生支部幹事 久保田俊雄 

* このたび幹事に再任となりました。群馬県の

青年部会が色々と多方面に足跡が残せるよう、

微力ながら頑張っていきたいと思いますので、

ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

桐生支部幹事  

* みなさまこんにちは。このたび初めて幹事と

なり、右も左もわからぬ状況ですが、部会長を

はじめ、みなさま方のご指導をいただききなが

ら、精一杯努力して頑張って行きたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

館林支部幹事 本間美儀男 

* みなさまこんにちは。昨年度の途中から幹事

を務めさせていただき一年が経ちました。部会

員のみなさまと共に勉強し、交流の場では絆を

深められたと思っております。本年度もよろしくお願い申し上

げます。 

太田支部幹事 滝澤将司 

* 前任期中は、各行事に参加させていただき、

県内外部会員の方々との出会いと学びの場を与

えてもらえたことに感謝いたします。引き続き

幹事として、また広報委員長として部会事業の企画・運営に頑

張っていきますので、みなさま、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

太田支部幹事 木村公二 

* 幹事を仰せつかり三期目となりました。様々

な経験をさせていただき、日々充実した毎日を

送っております。各行事で同世代の部会員と親

交を深められる楽しい部会です。奮って参加いただき、本気で

つきあえる仲間と情報交換の場を作りましょう。 

大泉支部幹事 井戸口肇 

* 幹事を二期、部会員みなさまとの様々な意見

交換等を通じて勉強させていただき、有意義に

活動出来ました。次期も色々な情報を発信して、

もっとみなさまに参加していただけるよう活動し、青年部会の

発展に微力ながら頑張らせていただきます。 

大泉支部幹事 川島和幸 

* みなさまこんにちは。より大勢の部会員みな

さまとの一期一会を大切にし、より絆を深めた

いと思いますので、今後ともよろしくお願いし

ます。 



佐波伊勢崎支部幹事 橋本力 

* 本年度から広報委員会の担当幹事となりまし

た。各支部の色々なイベントを積極的に取材に行

き、魅力ある広報を作っていきます。昨年は研修

会等で参加者が少なかったこともあり、今年度は増員できるよ

うに頑張りますので、お力添えいただけますようお願いします。 

佐波伊勢崎支部幹事 千吉良薫 

* 昨年度は研修委員会の担当幹事として研修会

等の企画・運営をさせていただきましたが、各

行事において同じようなメンバーの顔ぶれだっ

たのが少し残念でした。今年度は、今まで参加できなかった部

会員も参加し、交流の場を活用してすばらしい人脈作りをして

いただければと思います。青年部会が今まで以上に充実した会

になるよう微力ながら協力させていただきます。 

多野藤岡支部幹事 浜名龍 

* 昨年度は、行事にあまり参加できずみなさま

にご迷惑をお掛けしましたが、参加した際には、

大変良い経験をさせて頂きました。今後も幹事

として頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。 

多野藤岡支部幹事 水井悟 

* 青年部会幹事として２年目を迎え、今年度よ

り新体制がスタートしました。青年部会活動で

は、今まで経験出来なかったことを色々学ぶこ

とができ、楽しむことができました。今後も幹事の一員として、

微力ながら皆さんと輪となれるよう一歩踏み出して、頑張って

いきたいと思います。 

甘楽富岡支部幹事 大河原守行 

* 昨年度まで総務委員会の担当幹事として活動

してきました。今年度からは研修委員会の担当

幹事として、魅力ある研修会等を企画できるよ

う頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 甘楽富岡支部幹事 土屋茂雄 

* 本年度より新体制のもと様々な行事等を企画

し、部会員のみなさまに充実した会が提供でき

るよう幹事一同で頑張っていきます。今後とも

よろしくお願いいたします。 

高崎支部幹事 轟英治 

* 幹事に再任することとなりました。任期中は

精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。 

安中支部幹事 新井規之 

* 一昨年より幹事となり、初めての経験ばかり

で力不足な面もありました。次期も幹事を務め

させていただきますので、少しずつ業界に貢献

できるよう頑張ります。 

高崎支部幹事 新井啓央 

* 昨年度から幹事となり、本当の意味でまだま

だ未熟です。過去１年であまりお役に立つこと

が出来なかった分、今年度は心機一転全力で取

り組ませていただきますので、よろしくお願いいたします。 

渋川支部幹事 山田次郎 

* 青年部会員のみなさまと有意義でより良い部

会活動が出来るよう協力をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

吾妻支部幹事 大津和仁 

* 本年度も情報交換・仲間づくりの場として、

様々な研修やイベントを企画しておりますの

で、みなさまのご参加をお待ちしております。 

吾妻支部幹事 安原新 

* 若輩ではありますが幹事としてみなさまのお

役に立てるよう努力して参りますので、よろし

くお願いいたします。 

沼田支部幹事 髙橋利光 

* 昨年までは行事等になかなか参加できません

でしたが、部会員と交流した中でとても貴重な

経験をさせていただきました。今後は総務委員

長として充実した青年部会となりますよう努めていきます。 沼田支部幹事 脇本貢 

* 仕事の都合で会議や行事に出席できず申し訳

なく思っておりますが、部会員と交流を深めら

れて本当に良かったと思っています。総務委員

会の担当として頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

大間々支部前幹事 根本正樹 

* 幹事のみなさま、任期中はあまり活動に参加

できず申し訳ありませんでした。これからは部

会員として協力して行きたいと思います。長い

間ありがとうございました。 吾妻支部前幹事 小池靖之 
* 任期中はみなさまに大変お世話になりまし

た。青年部会の様々な活動に参加させていただ

き、大変勉強になりました。なによりも、各支

部の部会員との交流を通じてたくさんの仲間ができたことが、

自分にとって一番の宝です。これからも、“絆”を大切にしてい

きたいと思います。 

渋川支部前幹事 樺澤敏春 
* 三期七年幹事を務め、様々な経験をさせてい

ただき多くの方々にお世話になりました。この

経験を自分自身の成長に生かし、今後も部会員

として青年部会の発展に少しでも貢献できるよう協力していき

たいと思います。ありがとうございました。 



  第１０回（平成２６年度第１回）群馬県トラックの森づくり事業に参加  

 

 開催日    ５月２５日(日) 

 場  所    前橋市嶺公園内 群馬県トラックの森 

 参加者    部会員４１名（総勢２７６名） 

 

第１０回(平成２６年度第１回)群馬県トラックの森

づくり事業が行われ、多くの部会員とそのご家族に参加

していただきました。 

当日は、天候の心配もありましたが、作業に最適な環

境のなか、公園内の除草作業を行いました。子供たちは

花の寄せ植え、鉢のお絵描きやコースター作り教室等の

イベントに参加し、自然を存分に堪能していただきました。 

私たち運送事業者は環境問題と密接に関わっており、社会との共生と運送事業の持続的発展を図るため

に必要不可欠な事業であると思いますので、次回も多くの部会員の参加をお願いいたします。 

（部会長 佐藤稔也） 

 

 

 

  第２６回（公社）全日本トラック協会青年部会関東ブロック大会等に参加   

 

 開催日    ６月１４日(土)・１５日(日) 

 場  所    山梨県・ホテル春日居 

 参加者    部会員１６名（総勢１８６名） 

 

第２６回(公社)全日本トラック協会青年部会関東ブロック大

会が山梨県笛吹市で開催され、国土交通省関東運輸局自動車交

通部貨物課長の齋藤隆様をはじめ、多くのご来賓、全国各ブロ

ックの代表者、関東ブロック１都７県の部会員、総勢約１９０

名が参加して盛大に開催されました。 

研修会の初めに佐久間全ト協青年部会長より、東日本大震災

における義援活動として行った「親子プロ野球観戦ツアー」の報告がありました。被災地の子供たちに笑

顔が戻るよう勢力的な活動の裏に大変な努力があった報告と参加された子供たちからのお礼文が紹介され

ると、会場全体が感極まる場面もあり、活動の意義に深く感銘を受けました。 

基調講演では、ラジオパーソナリティの西本淑子様より「お客様からや取引先との基本的なコミュニケ

ーションの取り方～感じのいい会話の方法～」をテーマに講演いただきました。様々な分野で活躍されて

きた西本の講師の実体験から１０項目の具体例を挙げて指導いただきました。例えば、お客様や取引先と

の会話では、自身が話し過ぎず、相手７割、自身３割で話す感覚や、顧客情報はホームページを活用して

最低限入手しておくなど、改めて自身の会話打術を見直す良いきっかけとなりました。 



翌日の第２１回関東トラック協会青年部会チャリティゴルフ大会は、絶好のゴルフ日和となり、関東の

仲間たちと親睦を図りながらプレーを楽しみました。当県は団体戦最下位と振るいませんでしたが、佐藤

元副部会長がベストグロスで表彰されるなど、個人で表彰された部会員も多く、大変有意義なチャリティ

ゴルフ大会となりました。                       （総務委員長 髙橋利光） 

        

        

 

 

  前橋支部 わんぱく相撲前橋場所の運営に参加  

 

 開催日    ６月１日(日) 

 場  所    前橋市敷島公園 

 参加者    部会員１４名 

 

私たち前橋支部青年部会は、「第１８回わんぱく相撲前橋場所」に参加

し、会場準備や選手誘導などの運営と参加賞や副賞の提供を行いました。 

 今年は１２８名と参加者も多く、東関部屋の東関親方をはじめ、振分親

方(高見盛)、高見劉、美登桜が熱戦を見守る中、例年以上の盛り上がりを

見せていました。 

 なお、４年生、５年生、６年生の優勝した３選手は、８月３日に両国国技館で開催せれる「第３０回わ

んぱく相撲全国大会」に出場します。                （前橋支部部会員 岡田邦広） 

 

 

  太田・大泉支部 わんぱく相撲に参加   

 

 開催日  ６月１日(日) 

 場  所  大泉町志部公園 

 参加者  部会員６名 

 

私たち太田・大泉支部青年部会合同で(一社)おおらか青年会議所主

催の「わんぱく相撲おおらか場所」に参加し、主に選手の着替えや誘

導などの運営を担当しました。 



 当日は、天候にも恵まれ家族で見に来ている方も多く、総勢７０名の小学生たちが熱戦を繰り広げ、子

供たちが勝つ喜びと負ける悔しさを知ることができた大会となりました。 

 なお、４・５・６年生の優勝者３名は、両国国技館で開催される全国大会に出場します。特に５年生の

選手は、昨年全国ベスト１６まで勝ち上がっているので活躍が楽しみです。（大泉支部幹事 川島和幸） 

 

 

  渋川支部 東日本大震災被災地復興支援ボランティア活動及び福島原発災害視察を開催  

 

 開催日    ５月１０(土)・１１日(日) 

 場  所    宮城県本吉郡南三陸町・福島県福島市、 

いわき市、双葉郡楢葉町・富岡町 

 参加者    部会員５名 

 

渋川支部青年部会では、昨年に引き続き東日本大震災復興ボランテ

ィア活動を行いました。 

震災から３年、復興している景色に期待を抱き、南三陸町へ向かい

ましたが、作業をしてみると瓦礫こそなくなりましたが、いまだに見

た目から確認できない小石が田畑に残り、復興の遅れを感じました。 

また、ボランティア活動後には、福島県に移動して同業の青年経営

者との交流会を設け、当時の状況や残された問題、仕事の悩みなどを

伺い、親交を深めさせていただきました。 

翌日は、福島県いわき市から原発立入禁止区域まで、現地ガイドの

案内を受けながら福島原発災害視察を行いました。現在でも周りを見

渡せば大量の除染廃棄物が積み上げられ、３月１１日の震災発生時か

ら何も変わらない町並みが広がっており、あくせくしている日々がいかに幸せなことかを実感しました。 

東日本大震災の復興は着実に進んでいますが、地域によってその進み具合は違い、今なお支援は必要で

す。私たち渋川支部青年部会は、この災害を風化させないためにも引き続き活動を行ってまいります。 

その一環として、６月１４日(土)に開催された渋川支部交通・労災事故防止総決起大会の際に、今回の

活動を通じて、自身の目で見て、耳で聞いて、肌で感じた被災地の現在の様子と今後の課題を、大会に参

加された方々へ報告しました。                     （渋川支部幹事 山田次郎） 

     

 

 

  吾妻支部 第２６回交通・労災事故防止総決起大会にて働くトラック絵画展示会と表彰式を開催  

 

 開催日    ６月１４日(土) 

 場  所    若人の館 

 参加者    部会員８名（総勢１６０名） 

 



吾妻支部青年部会では、第２６回吾妻支部交通・労災事故防止

総決起大会の第２部において、青年部会による交通事故防止事例

発表を行い、「吾妻・渋川地区交通危険個所マップ」について美

才冶運輸㈱の美才冶康人部会員が発表し、参加者に事故防止を呼

びかけました。 

続いて、同会場にて展示した「第１９回働くトラック絵画コン

クール」の表彰式を行い、佐藤支部長から受賞した子供たちに賞

状と記念品が手渡されました。 

当日は、群馬県警察音楽隊カラーガードによる演奏と華麗なフラッグ演技が大会に華を添え、閉会とな

りました。                             （吾妻支部幹事 大津和仁） 

   

 

 

  沼田支部 平成２６度交通・労災事故防止総決起大会にて働くトラック絵画展示会を開催  

 

 開催日    ６月７日(土) 

 場  所    沼田自動車出張車検場会館 

 参加者    部会員５名 

 

沼田支部青年部会では、平成２６年度沼田支部交通・労働災害事故防止総決

起大会において、働くトラック絵画コンクール作品展示会を開催しました。 

今年は、子供たちも大会に参加してもらい、自分の描いた絵を見つけて喜ぶ

姿、足を止めて真剣に眺める姿がとても微笑ましく印象的でした。 

このような活動を行うことにより、多くの方に運送業界に良い印象を持って

いただき、将来トラックドライバーになりたいと思う子供たちが増えるような

業界につなげていきたいと思います。    （沼田支部幹事 髙橋利光） 

 

 

  平成２６年度上半期活動スケジュール   

 

7月 18日(金) 第 19回働くトラック絵画コンクール作品選考会 群馬県トラック総合会館 

7月 19日(土) 平成 26年度夏季研修交流会 太田ナウリゾートホテル 

8月 06日(水) 平成 26年度第 1回青年経営者養成セミナー 群馬県トラック総合会館 

8月 23日(土) 第 40回ホリデーインまえばし（準備日） 前橋市敷島公園 

8月 24日(日) 第 40回ホリデーインまえばし・第 19回働くトラック絵画展示会・表彰式 前橋市敷島公園 

9月 02日(火) 平成 26年度第 2回青年経営者養成セミナー 群馬県トラック総合会館 

* 詳細につきましては、随時、青年部会ウエブページ（http://www.gta.or.jp/seinen/）に掲載しています。 



       参加者募集！第１９回働くトラック絵画コンクール作品展示会・表彰式等  

 

青年部会では、８月２４日(日)前橋敷島公園で開催される「第４０回ホリデーインまえばし」 

に参加して、「第１９回働くトラック絵画コンクール作品展示会及び表彰式」を開催します。  

更にトラック協会青年部会のブースでは、子供連れの方々に楽しんでいただけるよう、スタ 

ンプラリーや輪投げ・ヨーヨー釣り、スマートボール、パターゴルフなど、ご家族揃って遊べ 

る催し物もたくさん行います。 

毎年部会員の皆さまには、前日の準備作業から多くの方々に参加いただいております。今回 

も多くの部会員の協力が必要となりますので、まだ参加したことがない部会員の方は、奮って 

ご参加ください！！ 

   

 

 

 

 新規加入部会員 平成２６年７月現在１６９名  

 

◆ 小池宏明（吾妻支部 ㈱たくゆう）  

わからないことも多いかと思いますが、

どうぞよろしくお願いします。 

◆ 佐藤翔悟（沼田支部 ㈲佐藤運輸） 

頑張りますので、よろしくお願いします。 

◆ 田良介（沼田支部 ツノダ商運㈲） 

今年度より加入しました。よろしくお願

いします。 

 

 

お勧めの一冊   男はちょっと硬派がいい 川北義則著 

 

古本屋で見つけた一冊ですがタイトルが良く、表紙の色といい、見た瞬間すぐに手に

取っていました。読んでみると、著者の飾らない文面と共感できる内容で一気に読むこ

とができました。「男だったらこうありたいよね！」と思える一冊です。 

（大間々支部幹事 小堀孝之） 

川北義則（かわきた よしのり）: 

1935 年大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。東京スポーツ新聞社退社後、日本クリエート社を設立。著

書『「孤独」が一流の男をつくる』、『遊びの品格』など多数。 

部会員募集中!! 

 

青年部会では新規部会員を随時募集しています。 

青年経営者のための研修事業や交流事業、社会貢献

事業等の活動を展開していますので、 

青年部会に興味のある方は、事務局または青年部会

幹事までお気軽にご連絡下さい。 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

 

事務局（永井・武井）℡027‐261‐0244 


