
 

 

 

 

 

 

 

第１６回（平成２９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    平成２９年５月２１日（日） 

 場  所   前橋市嶺公園 

 参加者  部会員３０名（総勢２４７名） 

 

晴天の空の下で行う草刈は、普段の業務とは異なり新

鮮さを感じ、気持ちよく作業が出来ました。 

当日は子供たちも多数参加し、森全体が楽しそうな笑

い声に包まれました。 

トラックの森も回が進むにつれ

て当初よりも森林整備が進んだな

という実感があります。 

皆さんもチャンスがあれば是非

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２９年度第 1回青年経営者養成セミナーを開催 

 

 開催日    平成２９年６月１５日（木） 

 場  所   日本貨物鉄道㈱倉賀野駅コンテナ基地 

 参加者  部会員１８名 

 

毎年行われている青年経営者養成セミナーでは、昨年度か

ら現場視察が導入され、講演を聴くだけでなく実際に自分の

目で見て何かを感じ取るという体験が出来るようになりま

した。 

今回は、日本貨物鉄道㈱様のご協力をいただき、倉賀野駅

コンテナ基地を視察させてもらい、コンテナ内部の構造や実

際にトラックから鉄道車両に積込む様子なども拝見せてい

ただきました。 
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講演では、鉄道貨物輸送のメリット、安全性についての取り組み等のプレゼンテーションが行われま

した。昨今のドライバー不足なども相まって、参加者の方々も自社の業務に取り入れる事が出来ないか

と興味深く聴き入っておりました。機動性の面などから物流シェアはまだまだ低い輸送形態ですが、認

知度が上がれば将来的には大きく伸びる分野なのかもしれません。 

私自身、今回が初参加でしたが、滅多に見られない現場の様子を見ることが出来、大変参考になる貴

重な体験ができました。                     （大間々支部幹事 坂口裕昭） 

 

 

平成２９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    平成２９年６月１７日（土） 

 場  所   全日本トラック総合会館 

 参加者  当県１名（総勢６９名） 

 

平成２９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。 

はじめに山本明徹青年部会長より挨拶があり、本年度の青年部

会テーマ「変革への挑戦～Challenge for Change」が宣言され

ました。次に全ト協の青年部会担当であります馬渡副会長より挨

拶をいただき、各都道府県の親会は青年部会の活躍に大いに期待

している、青年部会のテーマにみんなが一丸となって突き進んで

いただきたいとの熱いメッセージをいただきました。今回は役員

改選期であり、新役員の挨拶が行われた後、新たな全ト協青年部

会がスタートしました。 

議事については、平成２８年度活動報告、平成２９年度活動予定と社会貢献活動、女性雇用促進に

関するアンケート調査結果などの報告がありました。 

研修の部では、(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２９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。今の我々の状況につい

て、全ト協から国への働きかけなどについてお話をお聴きしました。 

その後の懇親会では、本年度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２９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    平成２９年６月１８日（日）～１９日（月） 

 場  所   横浜ロイヤルパークホテル 

 参加者  部会員２１名（総勢３０９名） 

 

第２９回公益社団法人全日本トラック協会青年部会関東ブ

ロック大会が２日間に亘り開催されました。ブロック大会で

は、関東運輸局自動車交通部長の小椋康裕氏をはじめ関東運

輸局自動車交通部貨物課長の尾林信二氏、神奈川運輸支局長

の五十嵐康夫氏、神奈川運輸支局首席運輸企画専門官の小松

和則氏、(公財)交通遺児等育成基金専務理事の内田啓二氏、

(公社)全日本トラック協会常務理事の藤原利雄氏、(一社)神奈

川県トラック協会会長の吉田修一氏、(一社)神奈川県トラック

協会副会長の藤木幸二氏、(一社)神奈川県トラック協会専務理

事の石橋廣氏と多くのご来賓が出席しました。このように盛

大な中で、(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副会長の関根浩二より行われました。 

研修会では、物流ジャーナリストの森田富士夫氏から「『過去からの未来考察』～今までの３０年 

これからの３０年～」をテーマに講演を頂きました。その後のリアルタイムオープンセッションで

は、「創りだそう！輝き続ける物流業界を！！」をテーマに、瞬時にアンケート集計できるウェブサイ

ト「スグキク」を活用して業界問題に関する設問に全参加者がスマートフォンで回答し、スクリーン

に映し出された集計結果に基づいて森田氏にコメントをいただくという新たな試みが行われました。 

翌日には、磯子カンツリークラブにおいて第２４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、梅雨時期では珍しい晴天の中で楽しくプレーが出来ました。当日は、堀越部会長が個

人戦で優勝し、都県対抗団体戦でも当県が優勝を飾りました。    （吾妻支部幹事 小池宏明） 



 

前橋支部・青年部会第２３回通常総会を開催 

 

 開催日    平成２９年４月１５日（土） 

 場  所   前橋テルサ 

 参加者  部会員２０名 

 

当支部青年部会では、２３回目となる通常総会を開催し、平成２８年度事業報告・決算報告及び平成

２９年度事業計画案・予算案について審議し、原案どおり承認・決定しました。また、各委員会の委員

長から活動報告が行われたほか、新規入会者の自己紹介も行われました。総会終了後の懇親会には、正

副支部長やＯＢの方々にもご参加いただき、交流を深めました。  （前橋支部青年部会 久保圭一） 

 

 

前橋支部・第２１回わんぱく相撲前橋場所を開催 

 

 開催日    平成２９年５月１４日（日） 

 場  所   前橋市敷島公園内土俵 

 参加者  部会員１５名 

 

私たち前橋支部青年部会員は、敷島公園内の土俵にて

行われた「第２１回わんぱく相撲前橋場所」の運営に参加

いたしました。大会に向けた事前会議を重ね、当日は選手

の受付、取組時の選手の誘導、また記念タオルや副賞のお

米の提供などを行いました。 

今年は１１６名の選手が集い、素晴らしい取組を見せ

てくれました。また、ちゃんこ鍋の配布や樹徳高校相撲部

の練習風景などイベントも多く、大変盛り上がる大会と

なりました。なお、４年生、５年生、６年生の優勝した３

選手は、７月３０日に両国国技館にて開催される「第３３回わんぱく相撲全国大会」に出場します。 

（前橋支部青年部会 原卓也） 

 

前橋支部・交通安全教室を開催 

 

 開催日    平成２９年５月２３日（火） 

 場  所   ㈱ぐんま安全教育センター前橋自動車教習所 

 参加者  部会員１０名 

 

当支部青年部会では、前橋自動車教習所において、㈱ぐ

んま安全教育センター様との共催により、荒牧小学校の



５年生８７名を対象に、歩道の安全な通行位置及び自転

車の右側通行の危険性について、今年度一回目となる交

通安全教室を行いました。 

内容としては、大型ウィング車で実際に交差点を左折

し、その際の死角や内輪差による危険を説明すると、児童

達は「交差点で信号待ちなどのときにふざけたりしない

こと」や、「運転手から見えやすい位置に居てくれること」

を約束してくれました。 

また、自転車の右側通行の危険を体験してもらおうと、４トン車が時速４０ｋｍで走行し、歩道に立

った児童達は車道からかなりの風圧を感じて驚いていました。 

今年度の新入会員にも積極的に参加していただきました。今後も部会員で協力し合い、より良い交通

安全教室を開催し、交通安全を通してトラックに興味を持ってくれる機会を増やしていきたいです。 

（前橋支部青年部会 田中大樹） 

 

佐波伊勢崎支部・青年部会研修旅行を開催 

 開催日    平成２９年２月１２日（日）～１３日（月） 

 場  所   山梨県立リニア見学センター 

キリンディスティラリー富士御殿場蒸留所 

沼津港 

 参加者  部会員９名 

 

佐波伊勢崎支部青年部会では、発足以来初となる研修親睦旅行を開催

いたしました。 

研修先として、山梨県立リニア見学センター、キリンディスティラリ

ー富士御殿場蒸溜所、沼津港へ足を運び、有意義な研修となりました。 

今回の１泊２日の研修親睦旅行により会員相互の親睦がより一層深ま

ったように感じます。今後も続けて行きたいと思います。 

（佐波伊勢崎支部幹事 金田知浩） 

 

佐波伊勢崎支部・青年部会平成２９年度通常総会を開催 

 

 開催日    平成２９年５月１８日（木） 

 場  所   レジョン・ド・ヌール 

 参加者  部会員２５名 

 

当支部青年部会では、平成２９年度通常総会を開催し、部会員総数３５名中２５名の部会員が参加

しました。総会では、平成２８年度事業報告・決算報告及び平成２９年度事業計画案・予算案につい

て審議し、原案どおり承認・決定いたしました。 

また、総会終了後の懇親会を開催し、部会員相互の絆を深め合う交流を盛大に行いました。 

                        （佐波伊勢崎支部幹事 金田知浩） 



 

渋川支部・千年希望の丘植樹祭２０１７に参加 

 開催日    平成２９年５月２７日（土） 

 場  所   宮城県岩沼市 

 参加者  部会員６名 

 

東日本大震災から６年が経ち、渋川支部青年部会の復興ボランテ

ィア活動も今回で５回目となりました。昨年に引き続き、本年も宮

城県岩沼市の復興プロジェクト「千年希望の丘植樹祭２０１７」に

参加して来ました。このイベントは、震災で発生した瓦礫を活用し

て丘を築造し、植樹することで津波の威力を減衰、分散させる「森

の防潮堤」を築くプロジェクトです。 

当日は、午前中まで降った雨で足元がぬかるむ中、全国か

ら集まった約４，０００人のボランティアの人達と、汗と泥

にまみれながら、ヤマザクラやヤブツバキなど、２１種類３

０，０００本の苗木を、立派に育つことを願いながら植えま

した。私たち渋川支部青年部会は、３度目の参加とあって植

樹作業にもすっかり慣れたもので、自分達の持ち場を早々と

終えて隣のグループの手直しや反対側のグループの手伝いま

で行い、まるで職人のようでした。 

３年に渡り参加して来ました岩沼市の植樹祭も、大規模な植樹祭は今回が最後です。震災からの復

興が着実に進むとともに風化が叫ばれ、ボランティア事業も少なくなって来ましたが、まだまだ出来

る支援があると思います。私たち渋川支部青年部会は、東日本大震災を忘れず風化させない為にも、

この活動を続けて行きたいと思います。             （渋川支部青年部会 嶋田充宏） 

 

渋川支部・第２９回渋川支部交通労災事故防止総決起大会に参加 

 

 開催日    平成２９年６月３日（土） 

 場  所   北毛地区研修センター 

 参加者  部会員７名（総勢８７名） 

 

第２９回渋川支部交通労災事故防止総決起大会が開催され、当

青年部会は「最新の運転支援装置について」というテーマで、本年

３月より施行された一般的な指導及び監督の新指針である１２項

目目を中心に発表を行いました。 

当日の大会参加者は大半がドライバーさんで、各車両メーカー

の新型車種装備状況なども概略で説明を入れたこともあり、興味

を持って聴いていただけました。これからますます発展、高度化し

ていく安全装置を有効に利用し、より一層の安全運行を実施して

いただけたらと考えます。     （渋川支部幹事 須田直人） 



 

吾妻支部・吾妻支部平成２９年度交通事故・労働災害防止総決起大会に参加 

 開催日    平成２９年６月１７日（土） 

 場  所   中之条ツインプラザ 

 参加者  部会員９名（総勢１６０名） 

 

吾妻支部主催の平成２９年度交通事故・労働災害防止総決起

大会が開催され、当青年部会では、今年度募集した働くトラッ

ク絵画コンクール応募作品を会場に展示しました。作品を見る

ために従業員だけでなく家族連れで来場する参加者も多く、絵

画と一緒に写真を撮っている家族も見受けられました。また吾

妻支部で絵画の審査を行い、優秀作品には表彰を行いました。 

事故防止大会に家族みんなで来ていただけるような企画を行

うことで運送事業に対する家族の理解や、子供に「自分の親は

こんな素晴らしい仕事をしているんだ。」と誇りに思ってもらえ

るようにしていきたいと思います。 （吾妻支部幹事 安原新） 

 

沼田支部・沼田支部平成２９年度交通事故労働災害防止総決起大会に参加 

 開催日    平成２９年６月３日（土） 

 場  所   沼田出張検査場 

 参加者  部会員５名（総勢１０４名） 

 

当支部青年部会では、沼田市の沼田出張検査場２階の協会

会館にて平成２９年度交通事故労働災害防止総決起大会が

開催され、建屋入口と階段、会場それぞれに昨年度の働くト

ラック絵画コンクールで沼田支部が収集した作品を展示し

ました。 

また今年は、沼田警察署交通課長の新井洋史様にお越し頂き、群馬県及び利根沼田地区内で発生して

いる交通事故の状況や体験談などについて大変詳しく分かりやすく講話して頂きました。 

今年度は１０４名の方が参加し、私たちが展示した絵画を熱心に見ている子供達の姿がとても微笑ま

しく、また女性の方も足を止め真剣に絵画を眺める姿が見受けられました。 

この様な活動を行うことにより、子供や女性の方々にトラック輸送に良い印象を持ってもらい、将来

トラックの運転手になりたいと思う子供たちが増えることを願いつつ、トラック業界の発展につなげて

行きたいと思います。（沼田支部幹事 髙橋利光） 

 

★ 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 

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


新規加入部会員紹介 

関口勇樹さん 

（前橋支部 大島倉庫運輸㈲） 

今年の４月に入社して、このたび

青年部会に入会させて頂きまし

た、関口勇樹２５歳です。血液型は

Ａ型で、綺麗なトラックを見たり

写真を撮る事が好きです。人のこ

とを思いやり、相手のことを考えた言動と行動で何こ

とにも前向きに頑張りたいと思っておりますので、ご

指導・ご鞭撻を宜しくお願いいたします。 

 

 

栗原肖之さん 

 

（桐生支部 ㈱栗原急送） 

皆様との交流のなかで色々な事を

学びご指導を賜りながら頑張ります

ので、よろしくお願い致します。 

 

お薦めのお店 中華料理喜久屋食堂（前橋市） 

前橋市文京町にある中華料理屋喜久屋食堂のルースチャー

ハン（豚絲炒飯）と餃子をお薦めします。 

ルースチャーハンは豚肉と筍の千切りが餡掛けになってチ

ャーハンの上に乗っています。餃子は最近には珍しく野菜た

っぷり餃子で皮に透けた緑色の具がとても印象的でさっぱり

した珍しい餃子です。今年の夏も猛暑になるようなので、部会

員の皆さんの夏バテ防止も含めて是非一度ご賞味下さい。 

（甘楽富岡支部幹事 大河原守行） 

 

★ 平成２９年度上半期スケジュール ★ 

７月１日(土)～８月３１日(木) 第１回献血推進月間 県内献血ルーム 

７月 ８日(土) 総務委員会ブロック懇談会 北毛地区研修センター他 

７月２２日(土) 研修委員会ブロック懇談会 美喜仁館高崎店 

８月２０日(日) ホリデーインまえばし・働くトラック絵画コンクール展示会・表彰式 前橋市敷島公園 

９月３日(日) 第８回(一社)群ト協青年部会チャリティゴルフコンペ 小幡郷ゴルフ倶楽部 

９月９日(土) 栃木県・群馬県トラック協会青年部会交流事業 ホテルマイステイズ宇都宮 

９月１３日(水) 広報委員会ブロック懇談会 美喜仁館太田店 

９月２６日(火) 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 

 

 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 

 

事務局（永井・内藤） 

℡027‐261‐0244 

 


