
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧役員ご挨拶

 

当青年部会では、本年４月、任期満了に伴う役員改選を行い、新体制がスタートいたしました。改選に

伴い退任された役員の方々には、長きに亘り部会運営にご尽力をいただきましたこと、心より感謝申し上

げます。 

 

平成２６年度から２年間、一般社団法人群馬県トラック協会青年部会長を務めさせ

ていただきました株式会社新鮮便の佐藤稔也でございます。在任中、部会員の皆さまに

は大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

「～挑戦～ 若者らしく大胆に 繊細に」をスローガンに掲げて、青年経営者として

の更なる成長、協力し合えるより強固な人間関係づくり、コンプライアンス経営と業界

のイメージアップを目標に活動する中で、「時間がいくらあっても足りないね。」と自分

が話すと、「あなたがやることを増やしているんだよ！」と返ってきたときは、思わず

吹き出してしまったことを覚えています。本業に追われて多忙なことは充分にわかっ

ていながらも、新たなことへ挑戦しようと考え、集い、知恵を出し合い、皆で努力しました。喧々諤々し

ながらも本気で話したことで、沢山の「仲間」が出来ました。自分にとって何よりの財産です。特に各支

部より推薦された幹事の皆さまには、これまで本当にいろいろと助けていただき、心から感謝しています。

必ずご恩返しをさせていただきます。 

弊員はひと足お先に幹事を卒業しますが、堀越部会長、後を引き継いでくれて本当にありがとう。新年

度をさらなる挑戦で一杯にしてください。皆さまと一緒に活動出来て、僕は本当に運送が大好きになりま

した。                           （直前部会長 桐生支部 佐藤稔也） 

 

今年度より、一般社団法人群馬県トラック協会青年部会の部会長を仰せつかりまし

た堀越運輸株式会社の堀越泰毅と申します。 

今期も、当青年部会のモットーであります健全経営を目指して、本気で付き合える仲

間づくりと情報交換の場を創造していければと思っております。勉強会や交流会を通

じて自社の実務に反映できるような、部会員の皆さまがなるべく参加できるような、そ

して新たに入会していただけるような魅力ある部会にしていきたいと思っております。 

是非とも部会員皆さまのご協力をお願いいたします。 

（部会長 前橋支部 堀越泰毅） 

 

昨年度は部会活動にご協力いただきまして誠

にありがとう御座いました。引き続き副部会

長という大役を仰せつかりました。部会がよ

り良い絆の場となるように全力で頑張ります

ので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

（副部会長 館林支部 磯野哲也） 

副部会長を仰せつかり、あっという間の２年

間、大勢の皆さまにご協力をいただき誠にあ

りがとう御座いました。引き続き、部会がより

強い絆で繋がり、有意義な場になるよう尽力

してまいりますので、宜しくお願いいたしま

ああああああああす。   （副部会長 渋川支部 佐藤宏） 
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研修委員長の任期中、大変お世話になりまし

た。今年度より、副部会長を仰せつかりまし

た。自分に務まるかわかりませんが、精一杯

頑張りますので、どうぞ宜しくお願いいたし

ます。  （副部会長 前橋支部 上田賢） 

 

皆さまこんにちは。今年度より、幹事という

大役を仰せつかりました。まだ何もわかりま

せんが皆さまのお力を借りて、部会活動を頑

張っていきたいと思いますので、宜しくお願

いいたします。 （幹事 幹事 川井基義）                             

未熟者ながら３期７年間、皆さまのご指導に

より何とか任期を終えることができました。

この貴重な経験を今後に活かしていきたいで

す。ありがとうございました。 

（直前幹事 大間々支部 板橋俊介） 

 

今期で２期目に入りました。引き続き微力で

はありますが、精一杯頑張らせていただきま

すので宜しくお願いします。 

（幹事 大間々支部 小堀孝之） 

まだ右も左もわからない立場ですが、トラッ

ク業界、またドライバーの社会的地位向上の

為に尽力していくつもりでおりますので、宜

しくお願いいたします。 

（幹事 大間々支部 坂口裕昭） 

 

幹事の仲間と事務局の支えもあり、無事に幹

事の務めをすることができました。皆さま、長

い間どうもありがとう御座いました。 

（直前幹事 桐生支部 久保田俊雄） 

幹事２期目、広報委員長という大役を仰せつ

かりました。皆さまへ価値ある情報をわかり

やすく発信して参りたいと考えておりますの

で、積極的にご参加ください。宜しくお願い

いたします。（幹事 桐生支部 𠮷田武士） 

 

初めてのことで皆さまにはご迷惑を掛けてし

まうかもしれませんが、精一杯務めさせてい

ただきます。積極的に参加して各支部の皆さ

まとの「絆」を深めていきたいので、宜しくお

願いします。（幹事 桐生支部 羽田野文也） 

２期目の幹事を仰せつかりました。微力では

御座いますが、広報委員として皆さまに有意

義な情報を提供しながら、交流を深めていき

たいと思います。今後とも宜しくお願いいた

します。 （幹事 館林支部 本間美儀男） 

 

様々な方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。今後も、青年部

会活動がより魅力的になるよう頑張りますの

でご協力宜しくお願いいたします。 

（幹事 太田支部 滝澤将司） 

引き続き幹事を仰せつかりました。どうぞ宜

しくお願いいたします。青年部会は、同世代

の部会員と出会え、ともに学べる楽しい部会

です。部会員の皆さま、絆を深めましょう。 

（幹事 太田支部 木村公二） 

 

昨年度は大変お世話になりました。今期、広報

委員会の副委員長を拝命しました。今まで以

上に一期一会を大切にして、部会員の皆さま

と触れ合いたいと思います。よろしくお願い

いたします。（幹事 大泉支部 川島和幸） 

前任期から広報委員会で活動させていただき

ました。活動を通じて県内外の部会員と出会

い、情報交換させていただきました。今期も

より多くの方々に参加していただけるよう頑

張ります。 （幹事 大泉支部 井戸口肇） 

 

４年間、青年部会幹事として大変お世話にな

りました。このたび青年部会員を卒業となり

ました。多くの青年部会員と知り合い、良い経

験と沢山の思い出ができました。 

（直前幹事 佐波伊勢崎支部 橋本力） 

本年度も、より充実した青年部会になるよう

微力ながら協力させていただきますので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

（幹事 佐波伊勢崎支部 千吉良薫） 

 

今年度より、幹事を務めさせていただくこと

になりました。まだまだ分からないことばか

りですが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

（幹事 佐波伊勢崎支部 金田知浩） 



本年度も部会に参加させていただきます。昨

年度は様々な事業でかけがえのない経験をさ

せていただきました。少しでも参加できるよ

う頑張りますので宜しくお願いいたします。 

（幹事 多野藤岡支部 浜名龍） 

 

今期も引き続き幹事を務めることとなりまし

た。微力ではありますが、部会の方々と共に

学び、更に一歩踏み出して活動していきたい

と思いますので宜しくお願いいたします。 

（幹事 多野藤岡支部 水井悟） 

今任期では、研修委員会の委員長を仰せつか

ることとなりました。皆さまにとって魅力あ

る事業を行いたいと思いますので、是非とも

皆さまのお力添えを宜しくお願いいたしま

す。 （幹事 甘楽富岡支部 大河原守行） 

 

本年度より新体制のもと、様々な行事を企画

し、部会員の皆さまと一緒に充実した部会活

動が提供出来るように幹事一同で頑張りま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

（幹事 甘楽富岡支部 土屋茂雄） 

昨年度より幹事として参加させていただき、

皆さま方から沢山のことを教えていただくこ

とが出来ました。本年度も青年らしい活動を

行って参りますので、何卒宜しくお願いいた

します。  （幹事 高崎支部 田中悟史） 

 

今任期も引き続き幹事を仰せつかりました。

社業で忙しい毎日ですが、限られた時間をや

り繰りして参加していければと思いますの

で、何卒宜しくお願いいたします。 

（幹事 高崎支部 卜部恭平） 

今期も幹事として、参加させていただきま

す。部会を通じて、様々な知識と仲間作りに

繋げていきたいです。 

（幹事 安中支部 新井規之） 

 

 

昨年度から幹事となり、２年目を迎えまし

た。仲間との繋がり・絆をより大切にしなが

ら、楽しんで活動したいと思いますので、皆

さま宜しくお願いいたします。 

（幹事 渋川支部 須田直人） 

２期目を迎え、幹事として様々な経験をさせ

ていただいております。今後も有意義な部会

活動が出来るよう努力して参りますので、宜

しくお願いいたします。 

（幹事 吾妻支部 安原新） 

 

今年度より総務委員長を仰せつかりました。

幹事２年目と未熟な面もありますが、皆さま

のご協力をいただきながら精一杯頑張ります

ので、宜しくお願いします。 

（幹事 吾妻支部 小池宏明） 

昨年度は総務委員長を務めさせていただき、

諸行事を通じ、皆さまと貴重な経験をするこ

とが出来ました。本年度も総務委員会で事業

企画していきますので、ご協力の程宜しくお

願いします。（幹事 沼田支部 髙橋利光） 

 

前期から引き続き、幹事を務めさせていただ

くことになりました。今期もどうぞ宜しくお

願いいたします。 

（幹事 沼田支部 脇本貢） 

 

 

第１４回(平成２８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２２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２８名（総勢２５５名） 

 

トラックの森づくり当日は天候も良く、気持ちよ

く作業が出来ました。普段の業務を忘れ、慣れない

手つきでの草刈り作業は、新鮮さも感じます。 

私自身、参加するようになって今回が５回目にな

ります。参加当初よりも森林整備が進んだなという

実感もありました。皆さんにも是非参加していただ

きたいと思います。（吾妻支部幹事 小池宏明） 

 

 

平成２８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１７日(金) 

 場  所   全日本トラック総合会館 

 参加者  当県２名（総勢７２名） 

 

平成２８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が、全ト協会館で開催され

ました。全ト協会館は初めて訪れたので、自動ドア

を入るときには感慨深いものがありました。２年間

しっかり頑張らないといけないなと改めて思いまし

た。 

今期は役員改選の時期であり、笠原史久部会長から山本明徹新部会長にバトンが渡され、新たな全ト協

青年部会がスタートしました。本年度の青年部会テーマ「ともに歩もう 新しい未来へ」が宣言され、新

役員の紹介がありました。 

その後、(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２８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」について講話をいただきました。講話の中で、トラック運送事業者を対象

とした「取引条件の改善に関するアンケート調査」の結果を見ると、意外にも待機や付帯作業、高速道路

使用料が収受できていない事業者が交渉すらしていないという結果が出ており、まずは荷主との交渉に取

り組むことが大切であることの話がありました。 

その後の議事では、平成２７年度活動報告、平成２８年度活動予定と滞りなく終了し、懇親会では、本

年より就任した各地の新代表者と懇親を深めました。 

本年も、全国４７都道府県の代表者が一人も欠けることなく参加しており、会議の中ではさまざまな意

見が飛び交い、厳しい事業経営を強いられる中で一生懸命に努力されているなと実感し、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いました。（部会長 堀越泰毅） 

 

 

第２８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２５日(土)～２６日(日) 

 場  所  ホテルマイステイズ宇都宮・宮の森カントリー倶楽部 

 参加者  当県１６名（総勢２１４人） 

 

第２８回公益社団法人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、国土交通省関東運輸局 高山自動車交通部次長様をはじめ(公社)全日本トラック協



会 藤原常務理事様、(公財)交通遺児等育成基金 手

島常務理事様と多くのご来賓が出席され、(公財)交通

遺児等育成基金への寄付金贈呈が関東トラック協会

青年部会 結城副会長様より行われました。 

 研修会ではロサンゼルス市港湾局 マーケティン

グ副部長 森本政司様より「Ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ 

ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ！（物流の

未来を変えろ）」という演題で、日本とアメリカの物

流組織の仕組みの違いや考え方の違いについて講演

いただきました。国内事業においてもグローバルな視

点を持ち経営することが大切だと感じました。 

 翌日には、宮の森カントリー倶楽部において、第２

３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。梅雨時期では珍しく降雨もなく

心地良くプレーが出来ました。（吾妻支部幹事 小池宏明） 

 

   

 

 

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を開催 

 

 開催日    ５月２８日(土) 

 場  所    宮城県岩沼市・千年希望の丘 

 参加者    部会員１０名・他 

 

遡ること５年前、平成２３年３月１

１日１４時４６分に東日本大震災が発

生しました。その年から開始した渋川

支部青年部会の復興ボランティア活動

も今回で４回目となりました。 

今回も昨年と同じく宮城県岩沼市の

復興プロジェクト「千年希望の丘植樹

祭」に参加し、初夏の晴天のもと、あ

らかじめ用意された苗木を水に浸し、

等間隔に植え、苗木の周りを藁で覆い、

その上から藁が風で飛ばないように縄

を張り巡らせていきました。私たちが

一年前に訪れて、各々が願いを書き込

んだ木札を付けた苗木もしっかりと成

長していました。まだまだ小さな木に

過ぎませんが、将来、今の子供達や次の世代をきっと守ってくれることでしょう。 

今回は、佐藤直前部会長と堀越部会長にもご参加いただき、渋川支部の６名と吾妻支部・沼田支部から



の３名、合わせて１０名で楽しく充実した２日間のボランティア活動を行なえました。 

東日本大震災の復興は着実に進んでいます。５年過ぎて被害者の方々の心の傷も徐々に回復してきたと、

やや風化傾向にあった日本に、再び大きな被害をもたらした地震が熊本県で起こりました。当たり前のよ

うに過ごしている日々、震災は、いつ、どこで起こるか分かりません。ボランティア活動に携わり、直接

目で見て、耳で聞き、肌で感じると、とても他人事とは思えません。私達、渋川支部青年部会の活動が少

しでも多くの方々に影響を与え、復興がより進むこと、災害が起こらないことを願うばかりです。 

（渋川支部部会員 樺澤敏春） 

 

   

 

 

沼田支部青年部会・交通事故労働災害防止総決起大会に参加 

 

 開催日    ６月４日(土) 

 場  所    沼田自動車出張車検場会館 

 参加者    部会員５名・他 

 

沼田支部主催の平成２８年度交通事故・労働災害防止総

決起大会が開催され、青年部会では、昨年度沼田支部で取り

まとめた働くトラック絵画コンクール応募作品を会場に展

示しました。今年度の大会には１０２人の方が参加し、私達

が展示した作品を熱心に見ている子供達の姿がとても微笑

ましく、また女性の方々も足を止めて真剣に眺める姿が多

く見受けられました。 

また今年は、熊本地震の被災者支援募金を行い、大勢の

方々に協力をしていただきました。 

この様な活動を継続して行うことにより、将来、トラック

運転手になりたいと思う子供たちが増えることを願い、ま

た女性の方々にもトラック輸送に良い印象を持ってもらい、

今後のトラック業界の発展につなげて行ければと思います。  

（沼田支部幹事 髙橋利光） 

 

 

平成２８年度活動スケジュール 

 

 ７月２０日(金) 第２１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２０日(土) 第４２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２１日(日) 第４２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１４日(水) 平成２８年度第１回青年経営者養成セミナー （ 調整中 ） 

 



平成２８年度献血推進活動のご案内 

 

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、昨年度に引き続き献血推進活

動を次のとおり行います。 

 是非とも、部会員皆さまには、各社の従業員やそのご家族、知人、友人の皆さまにもお声がけいただき、

献血活動にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１回働くトラック絵画コンクール展示会・第４２回ホリデーインまえばしへのご案内 

 

 開催日  ８月２１日(日)  

 場 所  前橋市敷島公園内・トラック協会ブース及びホリデーインまえばしメインステージ  

 

８月２１日(日)に毎年恒例となりました「第４２回ホリデ

ーインまえばし」が前橋敷島公園内にて開催されます。 

当青年部会もこのイベントに参加して「第２１回働くトラ

ック絵画コンクール作品展示会及び表彰式」を行います。当

日のトラック協会青年部会ブース内では、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、パターゴルフ等も行い、楽しいイ

ベント盛りだくさんです。 

毎年、前日の絵画展示等の準備作業から大勢の部会員皆さ

まに参加していただいていますので、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。当日のほかに前日準備も参加可能なので遊び

がてら是非ともご参加ください。（太田支部幹事 木村公二） 

 

   
 

☞ 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 平成２８年７月１日（金）～８月３１日（水） 

       第２回 平成２９年１月２日（月）～２月２８日（火） 

 

           各献血ルームでは先着 130 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 



新規加入部会員のご紹介 平成２8 年７月現在１６７名 

 

 反町大佑さん 

（前橋支部 ㈱大伸） 

部会員の皆さま、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 諸田和昌さん 

（大泉支部 ㈱諸田トラフィック） 

青年部会の皆さまと、ともに学べることを 

楽しみにしております。 

これから宜しくお願いいたします。 

 

 嶋田充宏さん 

（渋川支部 今井運送㈱） 

迷惑を掛けしないよう頑張りますので 

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

お勧めのアプリ   格安ゴルフプレーチケット HOT PRICE（ホットプライス）  GDO Inc. 

 

 部会員の皆さま、ちょっと息抜きしませんか？ 

既にご存知の方もいるかもしれませんが、ＧＤＯ（Golf Digest Online Inc.）の格安ゴ

ルフプレーチケットアプリ「ＨＯＴ ＰＲＩＣＥ（ホットプライス）」をお勧めします。 

忙しく過ごす日々の中、たまに出来た余暇にゴルフをしたい！そんな時に、とにかく安

くチケットが購入できるのでお勧めです。 

ぜひ一度、活用してみてください。（佐波伊勢崎支部幹事 千吉良薫） 

 

 

群ト協青年部会ウェブページのご案内 

 

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い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 

 

 

 

 

 

 

 

 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（永井・内藤） 

℡027‐261‐0244 

 

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

