
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２７年度第１回・第 2 回青年経営者養成セミナーを開催  

  

 開催日    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」 

           講師：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 様 

                                                               指導部長 田村俊篤 様 

             第２回 ８月 ５日(水)「財務諸表から見る会社の姿 ～銀行はココを見ています～」 

           講師：株式会社 商工組合中央金庫 前橋支店 支店長 松尾悟志 様 

 場  所    群馬県トラック総合会館 

 参加者    第１回 部会員３１名（総勢４６名） 

       第２回  部会員３０名（総勢３２名） 

 

本年度の青年経営者養成セミナーは、「運行管

理・財務・労務管理・人材確保」を４回に分けて開

催しています。 

第１回目は、群馬県貨物自動車運送適正化事業実

施機関の都丸典幸副本部長、田村俊篤指導部長を講

師にお招きし、「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」をテーマに講義いただきま

した。 

第１部では、都丸副本部長から、ネガティブ情報

を基に新旧行政処分基準、運行管理者に絶対やって

欲しい９項目、運行業務上の車両待機時間と労働時

間の考え方などを重点的にお話いただいた後、厚生

労働省と国土交通省が連携し実施している運送事業

者の人材確保・人材育成向け雇用関係助成金の活用

についてもお話しいただきました。 

第２部では、田村指導部長から、長時間・夜間運

行等における過労防止対策、特殊車両基準や車両火

災の一覧表、リコール例を基に事故を防ぐための車

両整備の重要性について、わかりやすくお話しいた

だきました。 

今回のセミナーは、巡回指導実績を基に事業者側

の視点に立ってお話しいただき、わかりやすく様々

  
第１回講師 都丸副本部長・田村指導部長 
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な情報が得られたので、会社に持ち帰り、人事や安全の各施策に活用できるよう、共有したいと思いま

す。                                                                                     

第２回目は、㈱商工組合中央金庫 前橋支店 支店長 松尾悟志様をお招きして、「財務諸表から見

る会社の姿～銀行はココを見ています～」をテーマに講義いただきました。 

参加をする前は自分なりに決算書等について理解をしているつもりでしたが、受講してみると勘違い

している部分に気付かされました。松尾講師のわかりやすい説明と実践的な演習問題を通じて、財務分

析についてより一層理解を深めることが出来ました。 

今後はセミナーで得た知識を生かし、正確な数値の把握を行いながら会社の運営に活かしていきたい

と思います。               （太田支部幹事 木村公二・吾妻支部幹事 小池宏明) 

 

 

 第２０回働くトラック絵画コンクール作品選考会を開催  

 

 開催日    ７月１７日(金) 

 場  所    群馬県トラック総合会館 

 参加者    部会員９名（総勢１６名） 

 

第２０回働くトラック絵画コンクール作品選

考会に選考委員として二紀会同人の柴崎様、(公

社)前橋青年会議所副理事長の小林様、ホリデー

インまえばし実行委員長の横澤様、(一社)群馬

県トラック協会の石井専務理事様、都丸常務理事様をお招きして、前回の応募数を上回る６６４点の作

品から受賞作品５６点の選考を行いました。 

今年の作品も力作揃いで、選考委員が「どれを選ぼうか？」と頭を悩ませていた場面も多く見受けら

れ、受賞された作品も、惜しくも選ばれなかった作品も、どれも個性的で一生懸命に描かれていたのが

とても印象的でした。                      （大間々支部幹事 小堀孝之） 

 

   

 

   

 



 第４１回ホリデーインまえばし・第２０回働くトラック絵画コンクール展示会・表彰式を開催  

 

 開催日    ８月２３日(日) 

 場  所    前橋市敷島公園 

 参加者    部会員５２名（総勢５８名） 

 

将来を担う子供たちに、夏休み最後の思い出づ

くりの場として好評な「ホリデーインまえばし」

に、青年部会として参加しました。 

トラック協会ブースでは、アトラクションとし

て、オリジナルうちわ製作・スマートボール・パ

ターゴルフ等を行い、大量に用意した景品があっ

という間に足りなくなるほど大勢の来場者で賑わ

いました。 

また、トラックに親しみをもってもらえるように普段配送で使用しているトラックを絵画展示スペー

スとして開放し、多くの親子にアトラクションを楽しんでもらいながら、絵画コンクールに応募された

全作品６６４点を見ていただきました。 

ブース外では、ホリデーインまえばしメインステージにおいて、「第２０回働くトラック絵画コンク

ール受賞作品表彰式」を開催しました。本年度は受賞作品５６点の内、当日参加いただいた４３名の受

賞者に表彰状を贈呈しました。普段慣れないステージに上がり緊張気味だった子供たちが、壇上で記念

撮影をする時には、カメラマンのお父さん・お母さんに照れながらも嬉しそうな笑顔をこぼしていたの

が印象的でした。 

当日は天候が崩れることなく例年に比べ過ごしやすいこともあり、多くの親子に参加していただけま

した。今後もより一層子供たちが盛り上がれるように、幹事一同で企画していきたいと思います。 

ホリデーインまえばしは青年部会の主要行事となっております。まだ参加されたことがない部会員の

皆様は、ご家族と一緒に夏の思い出づくりにご参加ください。 

最後に、前日の準備や当日の運営にご参加いただいた部会員の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。心からお礼申し上げます。                                    (広報委員長 滝澤将司） 

 

   

 

   



 各支部青年部会活動  

 

前橋支部第３１回わんぱく相撲全国大会 

平成２７年８月２日(日) 

 

８月 2 日(日)両国国技館にて開催された

第３１回わんぱく相撲全国大会に参加 

 

土俵の上では、全国から集まったわんぱ

く力士が熱戦を繰り広げた 

 

小学生力士・家族・前橋青年会議所員と

記念撮影 

桐生支部社会保険料適正化セミナー 

平成２７年６月２３日(火) 

館林支部交通事故労働災害防止総決起大会 

平成２７年９月２６日(土) 

 

赤城流通センター協同組合において、いけだ労務管理事務所 

代表 池田幸扶様を講師にお招きし、セミナーを開催 

 

館林市文化会館で開催された交通事故労働災害防止総決起大

会において、絵画コンクール表彰式・展示会を開催 

吾妻支部交通事故労働災害防止総決起大会 

平成２７年６月１３日(土) 

沼田支部交通事故労働災害防止総決起大会 

平成２７年６月６日(土) 

 

中之条ツインプラザで開催された交通事故労働災害防止総決

起大会において、絵画コンクール表彰式・展示会を開催 

 

沼田自動車出張車検場で開催された交通事故労災防止総決起

大会において、絵画コンクール展示会を開催 

 

 

  平成２７年度下半期活動スケジュール   

 

１０月 ７日(水) 平成２７年度第４回青年経営者養成セミナー 群馬県トラック総合会館 

１０月１８日(日) 第１３回群馬県トラックの森づくり事業 前橋市嶺公園内 

１１月１日(日)～３０日(月) 平成２７年度第 2 回献血推進活動月間 県内各所献血ルーム 

１１月５日(木)～１ヶ月間 第２０回働くトラック絵画コンクール受賞作品展示会 群馬県トラック総合会館 



１１月６日(金) 関東トラック協会青年部会平成２７年度研修見学会 陸上自衛隊相馬原駐屯地 

１１月２２日(日) 第６回群馬県トラック協会青年部会チャリティゴルフコンペ 赤城カントリー倶楽部 

※詳細につきましては、随時、青年部会ウェブページ http://www.gta.or.jp/seinen/index.html に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お勧めの一冊     ようこそ、わが家へ   池井戸 潤 著 

 

流行りものに乗ってなんて思われがちですが、嵐の相葉雅紀主演で放送されたテレビドラマ［半沢直

樹」でお馴染みの池井戸 潤著の一冊です。 

主人公・倉田 健太は駅のホームで割り込み男を注意したことから始まる嫌がらせ、職場でも不正疑

惑を抱いたことから窮地に追い込まれていく内容で、読むごとに次の展開はどうなってしまうのだろうと

思う、ハラハラドキドキでテレビドラマとは少々違う内容でとても興味の沸いた作品でした。 

（太田支部 木村幹事） 

 

池井戸 潤（いけいど じゅん）：岐阜県出身小説家。岐阜県立加茂高等学校から慶應義塾大学文学部および法学部卒。 

1988年三菱銀行（現・三菱東京 UFJ銀行）に入行。1995年に同行を退職し、コンサルタント 

業のかたわら、ビジネス書の執筆や税理士・会計士向けのソフトの監修をしていた。ビジネス 

書の執筆業は順調だったが、テーマが限られていることから将来に不安を感じ始め、夢だった 

江戸川乱歩賞を目指し始める。代表作「空飛ぶタイヤ」、「下町ロケット」。 

 

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 

 

 

 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。 

 部会員のみならず、従業員、ご家族、どなたでも参加できますので、お誘い合わせのうえ、是非とも献血活動にご協

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  １１月１日（日）～１１月３０日（月） 

各献血ルームでは先着 20 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 

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


 

 

 

 

 

 

   

最優秀賞 ６年 萩原奏乃 特別賞 ２年生 上田陽日 特別賞 ３年生 高谷旭 

   

特別賞 ３年生 宮越美裕斗 特別賞 ５年生 狩野百音 特別賞 ６年生 千吉良倖 

   

優秀賞 １年生 塚澤めいな 優秀賞 １年生 今井奏良 優秀賞 １年生 髙田那由他

   

優秀賞 １年生 齋藤ひより 優秀賞 １年生 小野光咲 優秀賞 １年生 佐藤奏 

 



   

優秀賞 ２年生 上村桜子 優秀賞 ２年生 高橋みおと 優秀賞 ３年生 山下凛花 

   

優秀賞 ３年生 横田和香 優秀賞 ３年生 横田知香 優秀賞 ３年生 木崎琥太 

   

優秀賞 ３年生 大塚美樹 優秀賞 ３年生 品川美羽音 優秀賞 ３年生 久保紗乃 

   

優秀賞 ３年生 森田温 優秀賞 ３年生 星河菜緒 優秀賞 ４年生 石川歩乃圭 

  
 

優秀賞 ４年生 田中幸太朗 優秀賞 ５年生 石井ひな 



   

入選 １年生 﨡原陸矢 入選 １年生 小玉太陽 入選 １年生 津田稀実 

   

入選 １年生 代優和 入選 １年生 磯野心花 入選 ２年生 石井こすも 

   

入選 ２年生 久保田天斗 入選 ２年生 戸塚絢太 入選 ２年生 植木明優華 

   

入選 ２年生 金田真大 入選 ３年生 大田花恋 入選 ３年生 水島聖菜 

   

入選 ３年 谷田航 入選 ３年 廣田三実 入選 ３年 町田隼太 



   

入選 ３年 堤華楓 入選 ３年 川端るな 入選 ３年 廣田あんず 

   

入選 ３年 星野夢織彩 入選 ３年 松村侑真 入選 ４年 丸山夢路 

   

入選 ４年 安本菜結 入選 ４年 新藤涼帆 入選 ４年 石井日瑶里 

   

入選 ５年 横尾若菜 入選 ５年 上村光葉 入選 ５年 小沼拓弥 

   

入選 ６年 鈴木太朗 入選 ６年 徳井伶夏 入選 ６年 重原吉孝 

 


