
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１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２０日(水) 

 場  所   群馬県トラック総合会館 

 参加者  来賓６名・部会員１６名（総勢２２名） 

 

第２１回を迎えた今年度の働くト

ラック絵画コンクールは、県内の小

学生から昨年度とほぼ同数となる６

６３点の応募がありました。 

作品選考会では、二紀会同人の柴

崎路子様、(公社)前橋青年会議所理

事長の中島慎太郎様、ホリデーイン

まえばし実行委員長の久保圭一様、

(一社)群馬県トラック協会副会長の

佐藤今朝司様、常務理事の和佐田文

男様、常務理事の都丸典幸様を選考

委員としてお招きして、全応募作品

から最優秀賞１点、選考委員特別賞

５点、優秀賞２０点、入選３０点の合

計５６点を受賞作品として厳正に選

考しました。 

今年の作品も個性的な力作揃いで

どれも素晴らしく、一生懸命に細部

までしっかりと表現して描かれた作

品が多く、選考委員の皆さまも一つ

ひとつの作品をじっくりと見なが

ら、頭を悩ませている姿が印象的で

した。 （桐生支部幹事 𠮷田武士） 
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第４２回ホリデーインまえばし及び第２１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２１日(日) 

 場  所  前橋市敷島公園内 

 参加者  部会員３９名（総勢５１名） 

 

 将来を担う子供達にさまざまな体験を

していただき、夏休みの思い出づくりの場

としても定評のある「第４２回ホリデーイ

ンまえばし」に本年度も青年部会として参

加いたしました。 

 前日の準備はあいにく雨天での作業で

したが、当日には晴天に恵まれて暑い一日

となりました。 

 私たちのトラック協会ブースでは、開場とともに多くの家族連れが足を運んでくださり、一時入場制限

がかかる程の大盛況ぶりで、アトラクションのスマートボールやパターゴルフ、輪投げ、トラックの絵探

し、ヨーヨー釣り等を笑顔で楽しんでいる子供達であふれかえり、その姿を見て感激いたしました。 

同時に、第２１回働くトラック絵画コンクールの全応募作品６６３点をトラック３台に展示して、来場

していただいた方々に観覧していただきました。 

 また、ホリデーインまえばしメインステージにおいては、「第２１回働くトラック絵画コンクール表彰式」

を開催いたしました。本年度の受賞作品５６点の内、当日ご出席いただいた４２名の受賞者に堀越部会長

から表彰状と記念品を贈呈いたしました。気温が上昇する暑いさなかにも関わらず待機してくれている子

供達に部会員達がうちわで風を送り、少しでも子供達の負担にならないようにと会話もしながら励ましま

した。受賞者のご家族方もメインステージの正面にスタンバイして、お子様の受賞の際にカメラを向けな

がら笑顔で撮影していたのが印象的でした。 

 今年も暑い一日となりましたが、昨年同様に多くのご家族に参加していただきました。今後も、青年部

会として子供達に楽しい思い出作りの場を提供していきたいと思います。 

 参加されました部会員の皆さま、前日の悪天候の中での準備作業、また当日も暑い中にもかかわらず、

笑顔でご協力をいただきまして大変ご苦労様でした。是非とも、来年も多くの部会員皆さまが参加してく

ださることを心よりお待ちしております。 

                                 （館林支部幹事 本間美儀男） 

 

     

     



平成２８年度埼玉県・群馬県トラック協会青年部会交流事業を開催 

 

 開催日    ９月２５日(日) 

 場  所    伊香保カントリークラブ 

ホテル木暮 

 参加者    部会員１５名（総勢 ４１名） 

 

(一社)埼玉県トラック協会青年部会と当青年

部会の共催による交流事業が群馬県内で初開催

され、私自身としては初めて他県青年部会との

密な交流事業に参加させていただきました。 

当日は、まずはじめに伊香保カントリークラ

ブにてチャリティゴルフコンペが開催されまし

た。心配された天候も、連日の雨が止んで少し汗ばむくらいの陽気でした。私は埼玉２名、群馬２名の組

でプレーしました。関東ブロック大会の時にも感じましたが、一緒にプレーすることで初対面の方々とも

スムーズに交流が進みます。 

 続いて、会場をホテル木暮に移して意見交換会が開催されました。冒頭、お互いの青年部会活動を紹介

し合いました。埼玉の青年部会においては、今年度、交流事業に力を入れているとのことでした。その中

でも私が気になったのが異業種交流であり、業界にとらわれず交流を行うことも大切なことだと思いまし

た。その後、業種別に分かれた同じテーブルの方とも名刺交換をさせていただき、企業紹介をはじめ、事

業に関するさまざまな意見交換をさせていただきました。 

最後に、本交流事業の締めくくりとして同ホテルで交流会が開催されました。交流会では、ご来賓の挨

拶として(公社)全日本トラック協会青年部会 部会長の山本明徹様、同じく前部会長の笠原史久様、(一

社)東京都トラック協会青年部 本部長の結城賢進様よりご挨拶を頂きました。また当日のチャリティゴ

ルフコンペでご協力いただいた浄財を(公社)全日本トラック協会青年部会が実施する社会貢献活動へ贈呈

いたしました。お酒の力を少々借りながらではありましたが、親睦を図ることができたと思います。 

 今後もこのような場に参加しながら親交を深め、情報交換を行なうことで社業の発展にも役立てたいと

思いました。今回の交流事業は、大変有意義な一日になりました。 

（吾妻支部幹事 小池宏明） 

 

     

 

 

前橋支部青年部会 第３２回わんぱく相撲全国大会に参加 

 

 開催日    ７月３１日(日) 

 場  所    両国国技館 

 参加者    部会員８名（総勢２４名） 

 

去る７月３１日に両国国技館において第３２回わんぱく相撲全国大会

が開催されました。前橋からの応援団バスは、前橋支部、前橋青年会議



所、選手家族の方々の総勢２４名で会場へと向か

いました。 

今年も全国から３９２名のわんぱく力士の精

鋭たちが集い、熱戦を繰り広げてくれました。小

学生とは思えない大きく迫力のある体と体のぶ

つかり合い、小柄な力士は素早い動きで相手を翻

弄し、隙をついて勝利するなど、目が離せない展

開の連続で国技館は大盛況となりました。 

私たちが応援するまえばしチームは、第２０回

わんぱく相撲前橋場所の優勝者である４年生、５

年生、６年生の３選手で、各自が自分の持てる力を精一杯出し切って戦ってまいりました。 

まえばしチームの参加選手の結果については、４年生と５年生は２回戦で敗退、６年生は２回戦を見事

突破したものの、３回戦で惜しくも破れ土俵を後にしました。３選手とも自分より大きな相手でしたが、

ひるまず真っ向から立ち向かい、見事な取り組みで場内を沸かせていました。（前橋支部部会員 原卓也） 

 

 

   桐生支部青年部会 北海道研修旅行を開催 

 

 開催日    ７月１０日(日)～１２日(火) 

 場  所    北海道札幌市・小樽市 

 参加者    部会員１０名 

 

 今期、桐生支部青年部会では、７月１０日から２泊３日の北海道研修旅行を開催いたしました。研修に

つきましては、札幌市内の運送会社を訪問して物流施設を見学させていただきました。 

視察先は、遊技機専門の物流施設であり、当支部、桐生市は遊技機娯楽産業の街と呼ばれ、昔からパチ

ンコ産業が盛んな街です。地元で製造された遊技機がどのような手段で北海道へ輸送され、また道内の物

流施設で一時保管される貨物は、どのような方法で商品管理を行い、納品先へ届けられているのだろうか？

という研修内容をテーマに遊技機専門物流施設の視察研修会を行いました。 

また、研修旅行では親睦ゴルフ大会、小樽市内観光なども行い、楽しい旅行となりました。 

（桐生支部幹事 𠮷田武士） 

 

 

   館林支部青年部会 交通事故労働災害防止総決起大会に参加 

 

 開催日    ９月２４日(土) 

 場  所    館林警察署 

 参加者    部会員１０名（総勢１００名） 

 

館林支部青年部では、毎年恒例となりました働くトラッ

ク絵画コンクール展示会並びに表彰会を館林支部主催の

交通事故労働災害防止総決起大会におけるイベントとし

て開催いたしました。 

会場では、パネル展示した県内の小学生が描いた作品

を訪れた大勢の大会参加者が足を停めて賑やかに鑑賞し

ていました。 

また、表彰式では、場内から盛大な拍手で祝福され、照

れた笑顔で表彰状を受け取る受賞者の姿がとても微笑ま

しく、印象に残りました。  （館林支部幹事 磯野哲也） 



   吾妻支部青年部会 交通事故労働災害防止総決起大会に参加 

 

 開催日    ６月１８日(土) 

 場  所    長野原町若人の館 

 参加者    部会員９名（総勢１８０名） 

 

吾妻支部主催の平成２８年度交通事故・労働災害防止

総決起大会が開催され、青年部会では今年度吾妻支部会

員が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。展示した作品を見るために家族連

れで来場する参加者も多く、子供が自分の絵を見つけて

一緒に写真を撮っている光景などが見受けられました。 

また、吾妻支部独自で絵画の審査を行い、優秀作品に

は表彰を行いました。 

このような従業員だけでなく家族を巻き込んだ事業

を行うことにより、家族の運送事業に対する理解を深め

ていただき、また子供に運送事業に少しでも興味をもっ

てもらえればと思います。 （吾妻支部幹事 安原新） 

 

 

新規加入部会員のご紹介 ～平成２8 年 10 月現在１７１名 

 

この度、青年部会に新規加入されました５名の部会員の方々をご紹介いたします。 

 

新藤浩一さん 

（桐生支部 チェリージャパン㈱） 

 

部会の方からご紹介をいただき、入会

させて頂きました。勇猛果敢をモットー

に業務に邁進していく所存です。 

 

谷田川明弘さん 

（館林支部 ヤタガワ物流サービス㈱） 

 

まだ分からないことばかりですが、部

会員の皆様、どうぞよろしくお願いいた

します。 

上野拓志さん 

（佐波伊勢崎支部 ㈲上野運送） 

 

部会員の皆様のご迷惑にならないよ

う頑張りますので宜しくお願いいたし

ます。 

 

秋山洋一さん 

（佐波伊勢崎支部 ㈱ＡＬＳ） 

 

当社も５期目に入り、諸先輩方から

ご指導頂きたく入会いたしました。ご

指導のほど宜しくお願いいたします。 

宮﨑安章さん 

（吾妻支部 群北運輸㈱） 

 

至らない点が多々あるとは思います

が皆様にご指導頂きながら頑張ります

ので宜しくお願い致します。 

 

 

 新規加入部会員募集  

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・内藤）℡027‐261‐0244 



 
平成２８年度活動スケジュール 

 

10 月 16 日(日) 第 15 回（平成 28 年度第２回）トラックの森づくり事業 （前橋市嶺公園） 

10 月 23 日(日) 東日本大震災復興支援活動・南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 （福島県南相馬市） 

11 月 5 日(土) 平成 28 年度ブロック別懇談会（渋川・吾妻・沼田） （北毛研修センター・他） 

11 月 14 日(月)～ 

12 月 16 日(金) 
第 21 回働くトラック絵画コンクール入賞作品展示会 （県トラック総合会館） 

11 月 16 日(水) 平成２８年度第２回青年経営者養成セミナー （前橋自動車教習所） 

11 月 19 日(土) 平成 28 年度ブロック別懇談会（前橋・大間々・藤岡・富岡・高崎・安中） （美喜仁館高崎店） 

11 月 23 日(水) 第７回(一社)群ト協青年部会チャリティゴルフコンペ （赤城ゴルフ倶楽部） 

11 月 29 日(火) 平成 28 年度ブロック別懇談会（桐生・館林・太田・大泉・伊勢崎） （美喜仁寿司） 

 

 

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、献血推進活動を次のとおり行

います。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

お勧めの一冊   ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） 

 

 既に、読まれている方もいるとは思いますが、ビジネス・マナーやお金、対人関

係等興味を引く特集も多く、この雑誌をきっかけに深く学んでみようかと思う事も

多々ありました。 

今まで知らなかった事、興味のなかった事に触れるきっかけに、自己啓発にいか

がでしょうか。                      （佐波伊勢崎支部幹事 金田知浩） 

 

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ：プレジデント社の雑誌「プレジデント」は市販で一番売れているビジネス総合誌

です。最新のマネジメント手法、ホットな経済情報、今すぐ仕事の役に立つ情報を満載。できるビジネ

スパーソンは全員読んでいる。毎月第 2、第 4 月曜日発売。 

☞ 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２回 平成２９年１月２日（月）～２月２８日（火） 

 

       各献血ルームで先着 1０0 個限定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！！  ※ 出張献血会場は除く 

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


 

 

  

 

最優秀賞 ６年生 北田亜姫乃 特別賞 ３年生 高橋みおと 特別賞 ４年生 長井萌々香 

   

特別賞 ４年生 大野萌葉 特別賞 ５年生 石川步乃圭 特別賞 ５年生 平沢琴利 

優秀賞 １年生 品川歩叶 優秀賞 １年生 加藤逢子 優秀賞 １年生 宮﨑 澪 

   

優秀賞 １年生 塩谷 健 優秀賞 ２年生 髙田那由他 優秀賞 ２年生 宮内祥吾 

第２１回働くトラック絵画コンクール受賞作品一覧 



優秀賞 ２年生 小野里幸都 優秀賞 ２年生 磯野心花 優秀賞 ３年生 神澤莉央 

   

優秀賞 ３年生 中里有其 優秀賞 ３年生 橋爪 薫 優秀賞 ３年生 内田 舞 

   

優秀賞 ３年生 竹科伊月 優秀賞 ３年生 京谷歩実乃 優秀賞 ３年生 池田春愛 

  

 

優秀賞 ４年生 結城 茜 優秀賞 ４年生 佐藤心音 優秀賞 ５年生 小堀花凜 

  
 

優秀賞 ６年生 小山佳奈子 優秀賞 ６年生 原 和音 



入選 １年生 中澤ひかり 入選 １年生 鵜川結愛 入選 １年生 川口紗和 

   

入選 １年生 松野心美 入選 １年生 西沢遙斗 入選 ２年生 萩原一颯 

   

入選 ２年生 今井奏良 入選 ２年生 瀬田陽菜乃 入選 ２年生 斎藤ひより 

   

入選 ３年生 松倉龍弥 入選 ３年生 長谷川仁菜 入選 ３年生 舩津豊幸 

入選 ３年生 齋藤愛莉 入選 ３年生 中田煌河 入選 ３年生 飯塚麻緒 



   

入選 ３年生 髙橋冬愛 入選 ４年生 中村莉菜 入選 ４年生 赤石琉羽 

   

入選 ４年生 原 楽翔 入選 ４年生 関根 創 入選 ４年生 坂田悠樹 

   

入選 ４年生 宮﨑小春 入選 ５年生 黛 紅花 入選 ５年生 小堀詩音 

  

 

入選 ５年生 飯塚悠葵 入選 ５年生 竹之内将太 入選 ６年生 内田晴也 

   

入選 ６年生 北原 真 入選 ６年生 赤川琴音 入選 ６年生 水井美咲 

 


