
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新旧幹事より部会員のみなさまへ  

  

このたび、幹事に仰せつかりました高崎支 

部の田中です。 

何かと経験不足で、不安が先に立つのです 

が、皆様のご指導、ご鞭撻を得ながら精一杯 

努力させていただきますので、よろしくお願 

いいたします。       （高崎支部幹事 田中悟史） 

このたび、幹事を仰せつかりました高崎支部

の卜部(ウラベ)です。 

仕事の都合で幹事会や行事にあまり参加でき

ず、迷惑をおかけしますが、ご指導ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願いいたします。                

 （高崎支部幹事 卜部恭平） 

本年度より幹事を務めることとなりました 

渋川支部の須田です。 

部会員の皆様と更なる交流を深めながら、 

より発展した活動を心掛けてまいりますので、

ご協力をお願いいたします。            

（渋川支部幹事 須田直人） 

このたび幹事を務めさせていただくことにな

りました吾妻支部の小池です。 

諸先輩方の指導を仰ぎながら、微力ではあり

ますが皆様のお役にたてるよう頑張りますので

よろしくお願いします。           

（吾妻支部幹事 小池宏明）                             

２年間ではありますが、青年部会を支える 

方々と一緒に活動できたことは良い経験とな 

りました。今後も青年部会活動に部会員の立 

場から参加させていただきます。        

（ みつわ運輸㈱ 轟英治） 

この２年間、なにもわからない中、先輩幹事

の方々から手助けやアドバイスをいただき、本

当に良い経験ができました。多くのイベント設

営の経験もさることながら、多くの先輩方と知

り合うきっかけになったことは本当に感謝する

限りです。今後も陰ながら青年部会の発展を応援させていただ

きます。         （中央自動車倉庫㈱ 新井啓央） 群馬県トラック協会青年部会幹事を仰せつ 

かり、１年間ではありますが皆様には大変お 

世話になりました。 

佐藤稔也部会長の「何かひとつ形になるも 

のを」をモットーに自分らしく活動させてい 

ただきました。一年間という短い期間ではありましたが、有 

意義な時間を皆様と過ごすことができ、また自分なりにも達 

成感を得られました。今後も青年部会一致団結のもと、失敗 

を恐れず、部会発展のためにより一層の皆様のご活躍を期待 

しております。後任の幹事と交代したわけではありますが、 

青年部会に微力ながらご協力させていただく所存です。その 

際は何なりとお申し付けくださいませ！ 

一年間お世話になりました。そして有難うございました。            

（山添運輸㈱ 山田次郎） 

吾妻支部の幹事として、大変お世話になりま

した。 

青年部会の「宣言」通り、仲間づくり・情報

交換の場を様々な場で企画・運営することがで

き、沢山の方々と知り合うことができました。 

特に昨年の東北復興支援活動では、初めて被災地に出向き、

１泊２日で共に視察や奉仕作業したことで、仲間意識も高まり

とても良い経験になりました。これからもこのような社会貢献

活動や仲間つくりの場を設けていただき、より一層青年部会が

一致団結しこの業界を盛り上げていただきたいと思います。 

長い間本当にありがとうございました。 

                   （ゑびすや運輸㈱ 大津和仁） 
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 青年部会役員新体制（平成 27 年 4 月現在）  

 

 
 

 第１２回(平成２７年度第１回)群馬県トラックの森づくり事業へ参加  

 

 開催日    ５月２４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２６３名） 

 

トラックの森づくり事業も１２回目となりました。 

私はこれまでトラックの森事業には参加できず、今回初

めての参加となりましたが、これほど大勢の方が森づくり

事業に参加していることに驚きました。 

当日は汗ばむ陽気の中、一時間程度の作業でしたが、参

加者の方々とともに行う作業は非常に楽しく、充実した時

間を過ごすことが出来ました。子どもたちが楽しそうにしている家族連れの参加者も多く、次回は家族と

一緒に参加して森づくりに貢献しようと思ます。             （吾妻支部幹事 安原新） 

 



 平成２７年度第１回(公社)全日本トラック協会青年部会全国代表者協議会に参加  

 

 開催日    ６月２５日(木) 

 場  所   全日本トラック総合会館 

 参加者  当県１名（総勢６１名） 

 

 平成２７年度第１回(公社)全日本トラック協会青年部会

全国代表者会議が開催されました。 

冒頭、笠原会長のあいさつで、本年度の青年部会テーマ

「次なるステージへ向けて挑戦！！」が示されました。 

基調講演では(公社)全日本トラック協会専務理事の細野

高弘様より「平成２７年度全ト協事業の概要及び直近のト

ラック業界を巡る状況について」の講話をいただき、とり

わけ、新規学卒者や非正規労働者のキャリアアップに関する助成金が非常に手厚いものになっており、活

用して欲しいとのお話しがありました。 

その後の議事では、平成２６年度活動報告、平成２７年度活動予定、平成２７年度新正副会長紹介と、

滞りなく終了し、懇親会では、本年より就任した各地の新代表と懇親を深めました。 

本年も全国４７都道府県の代表が一人も欠けることなく参加しており、情報交換・相互研鑽の場として

大切な会議に参加できることを大変うれしく思っております。         （部会長 佐藤稔也） 

 

 

 第２７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    ５月２６日(金)・２７日(土) 

 場  所   八王子カントリークラブ・東京ドームホテル 

 参加者  当県１７名（総勢２９３人） 

 

第２７回(公社)全日本トラック協会青年部会関東ブロッ

ク大会等が２日間に亘り開催されました。 

ブロック大会では、国交省関東運輸局からは山本自動車交

通部長様を初め、(公財)交通遺児等育成基金の内田専務様、

(公社)全日本トラック協会の藤原専務理事様、(一社)東京都

トラック協会からは大高会長様と多くのご来賓や全国各ブ

ロック代表者、関東ブロック１都７県の部会員と総勢３００

名が参加して盛大に開催されました。 

 研修会では、元アップルジャパンＣＥＯで現在は㈱コミュニカ代表取締役の山元賢治様に「これからの

変化の時代を生き抜くリーダーの条件」という演題で、「きづき」「しげき」「げんき」をテーマに１時間半

と短い時間ではありましたが熱くお話しいただきました。 

山元賢治様は、長年グローバル・カンパニーの経営現場で戦ってきた経験や知識をベースにグローバル

環境における日本人・日本企業の現状、今後日本が目指すべき復活の方向、これからの世界で求められる

リーダー、リーダーが持つべき新しい世界の常識について、特に実践してほしい「１０８の覚悟」を実例

と交えながら歯切れ良いトークで分り易くお話しいただきました。講演時間の関係で若干詰めた内容だっ

たことが残念でしたが、改めて普段の振る舞いを見直す良いきっかけとなりました。 

 前日の２６日においては、八王子カントリークラブにて第２２回関東トラック協会青年部会チャリティ

ゴルフ大会が開催されました。天候は余り優れませんでしたが、個人戦で堀越副部会長が準優勝し、団体

戦でも群馬は準優勝と好成績を収めることができました。      （甘楽富岡支部幹事 大河原守行） 



   

 

 渋川支部青年部会東日本大震災被災地復興支援ボランティア活動及び視察研修会を開催  

 

 開催日    ５月３０日(日) 

 場  所    宮城県岩沼市・千年希望の丘 

 参加者    部会員５名・他 

 

震災が起きてから、早４年３ヶ月が経ちました。渋川支部青

年部会は震災翌年から２年間、南三陸町において荒れた田畑開

墾作業や河川の瓦礫撤去作業を行ってきました。昨年度は福島

原子力発電所周辺の放射性物質被害による立ち入り規制エリ

アと規制解除後の様子も視察してきました。 

本年度は、仙台沿岸部における復興プロジェクト「千年希望

の丘植樹祭」に参加してきました。このプロジェクトは、震災により生み出されてしまった瓦礫の上に小

さな苗木を植樹し、未来に防波堤となる木々の長城を築こうとするものです。 

当日は、全国から五千人もの参加者が集まり、少し蒸し暑い陽気の中で作業をしました。あらかじめ用

意された苗木を水に浸し、等間隔に植え、苗木の周辺を藁で覆っていく。その上から藁が風で飛ばないよ

う、縄を張り巡らしていく。初めて顔を合わせた参加者が未来への木々の防波堤を作るという共通の目的

のために、皆で協力して作業する。やりがいを感じ、また微力ながら復興の手伝いをさせていただいてい

ると実感できた、とても貴重な時間となりました。 

今回の催し会場となった宮城県岩沼市の沿岸部には、震災の爪痕が残る瓦礫がまだありました。その先

の海岸線側へ目を向けると、肉眼では霞むほど果てしなく長く、そして高い防波堤が築きあげられていま

した。防波堤を駆け上がって初めて波しぶきを見ることができました。震災前と後では、海辺の景色が大

きく変わったと思います。もう震災前の景色には戻したくても戻せないと思います。できたばかりのきれ

いな防波堤を見て、少し複雑な心境にもなりました。 

震災からの復興は着実に進んでいます。ですが、まだまだ復興のお手伝いはできると思います。震災関

連の報道が少なくなってきた今、改めて直接目で見て、復興現場に足を踏み入れることが、これからも大

切であり、継続していきたいと思いました。私達、渋川支部青年部会の活動が少しでも多くの方に影響を

与え、復興がより早く進むことを願うばかりです。           （渋川支部部会員 金子幸雄） 

 

     



 各支部青年部会活動  

 

前橋支部交通安全教室（前橋自動車教習所） 

平成２７年５月２０日(水) 

   

荒牧小学校の生徒を対象に交通安全

教室を開催 

教習コースで自転車の傘差し運転の

危険性を実演 

大型トラックを使って右左折時の

巻き込みの危険性をアピール 

前橋支部わんぱく相撲（前橋市敷島公園内土俵） 

平成２７年５月３１日(日) 

   

青年会議所と前橋支部等のスタッフ

とみんなで記念撮影 

各学年の小学生力士が土俵の上で真

剣勝負 

小学４年生～６年生の部門で優勝

した力士 

 

  平成２７年度上半期活動スケジュール   

 

７月１５日(水) 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 

７月１７日(金) 第２０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 

８月 ５日(水) 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 

８月２２日(土) 第４１回ホリデーインまえばし準備作業 前橋市敷島公園内 

８月２３日(日) 第４１回ホリデーインまえばし作品展示会・表彰式 前橋市敷島公園内 

９月 ９日(水) 第３回青年経営者養成セミナー 群馬県トラック総合会館 



 平成２７年度青年経営者養成セミナーのご案内  

 

当青年部会では、強い企業体質を実現させるため、運送事業の基盤となる「運行管理」「労務管理」「金

融管理」「人材育成」を青年経営者としての基本的心構えを習得し、経営能力、管理能力の向上を目的とし

て、本年度も青年経営者養成セミナーを開催いたします。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。   

                                    （両毛運輸㈱ 上田賢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 献血促進活動のご案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回  ７月１５日（水） 「巡回指導結果等に見る運行管理の重点ポイントについて」 

                群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

                副本部長 都丸典幸氏・指導部長 田村俊篤氏 

 

第２回  ８月 ５日（水） テーマ未定 「会計知識」（金融担当者） 

第３回  ９月 ９日（水） テーマ未定 「労務管理」（社会保険労務士） 

第４回 １０月 ７日（水） テーマ未定 「人材確保」（経営コンサルタント） 

 

※いずれも群馬県トラック総合会館で開催する予定です。 

 

 当青年部会では、厚生労働省が推進する「献血サポーター」に参加して、新たに献血推進

活動を次の会場、期間で行います。 

 お近くへお出掛けの際は、献血活動にご協力いただけますようお願いいたします。 

 

☞ 場 所  前橋献血ルーム・高崎駅献血ルーム Harmony・太田献血ルーム・ 

出張献血会場 

※詳しくは http://www.gunma-bc.org/をご覧下さい。 

 

☞ 期 間  第１回  ７月１日（水）～ ７月３１日（金） 

       第２回 １１月１日（日）～１１月３０日（月） 

 

 

 

           各献血ルームでは先着 30 個限定で 

群ト協青年部会オリジナルグッズ 

「ぐんまちゃんクリップ」等を進呈中！！ 

        ※出張献血会場は除く 



 第２０回働くトラック絵画コンクール作品展示会及び表彰式並びに第４０回ホリデーイン 

まえばしへの参加のご案内  

 
 毎年恒例事業となりました「ホリデーインまえばし」が８月

２３日(日)に前橋市敷島公園内にて開催されます。 

当日は、トラック協会のブース内にて絵画コンクール作品展示

会や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

様々な催しを企画しております。 

また、ホリデーインまえばしメインステージをお借りし、作品

選考会で選ばれた５６点の入選作品の表彰式も行います。 

毎年部会員には、前日の準備作業から多くの方々に参加してい

ただき、運営に携わっていただいております。まだ参加したことがない部会員の方は、他の部会員と交流

を深められる機会ですので、ご家族揃って遊びがてらご参加ください。 （太田支部幹事 木村公二） 

   

 

 新規加入部会員 平成２７年７月現在１７２名  

  

    

氏 名 馬場 徹 氏 名 山本 崇 氏 名 津久井陸王 氏 名 山田益生 

会社名 日本通運㈱前橋支店 会社名 関東運輸㈱ 会社名 津久井運送店㈲ 会社名 高崎協同運送㈱ 

支 部 前橋支部 支 部 前橋支部 支 部 館林支部 支 部 高崎支部 

部会員へ一言 

少しでも貢献できるよう頑張

ります。 

部会員へ一言 

よろしくお願いいたします。 

部会員へ一言 

頑張りますのでよろしくお

願いいたします。 

部会員へ一言 

部会員の皆様よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規加入部会員募集  

群ト協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。 

※入会申込書は青年部会ウェブページよりダウンロード出来ます。       

事務局（武井・永井）℡027‐261‐0244 

 



お勧めの一冊   話を聞かない男、地図が読めない女  アラン・ピーズ、バーバラ・ピーズ 著 

 
 日本２００万部・世界６００万部のベストセラー本『そう言われてみれば・・。』と思う内容も

多く、男女において脳の構造の違いをユーモアあふれる実例に例えて紹介しています。科学的な根

拠を元に鋭く男女の脳の構造の違いを分析。脳の小休憩に何も考えずに読んでもらいたい一冊で

す。                  

（太田支部幹事 滝澤将司） 

 

 

 

 群ト協青年部会ウェブページのご案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 群ト協青年部会危険・休憩箇所情報の提供のご案内  

 

 

 

 

青年部会では、群ト協ホームページ内に青年部会ウェブページを公開しています。活動予定や活動状況等、

様々な情報を適宜更新して参りますのでご活用願います。 

なお、ウェブページに関するご意見、アイデア等は青年部会事務局へご連絡下さい。 

 群ト協青年部会ホームページ http://www.gta.or.jp/seinen/index.html 

 
情報提供をお待ちしております❢ 

http://www.gta.or.jp/seinen/index.html
http://www.gta.or.jp/seinen/index.html

