
 

 

 

 

 

 

 

 

第２２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    平成２９年７月１８日（火） 

 場  所   前橋トラック事業協同組合（流通会館） 

 参加者  来賓７名・部会員１７名 

 

青年部会では、県内の小学生を対象に毎年「働くト

ラック絵画コンクール」を開催しております。 

今年は、総数７０６点の作品が集まり、その中から

最優秀賞１点、選考委員特別賞５点、優秀賞２０点、入選３０点を選

考しました。 

今回の作品は、とてもレベルが高く、どれもポスターのような力作

揃いで、とても小学生が描くような絵とは思えないような作品の

数々が私たち選考委員を大いに悩ませました。 

これら応募作品は全て、ホリデーインまえばしでの展示後、各支部

での行事でも展示されますので、お時間のある方は是非、足を運んで

いただければと思います。   （佐波伊勢崎支部幹事 千吉良薫） 

 

 

献血推進活動に対する群馬県献血推進協議会長感謝状を受賞 

 

 受賞日  平成２９年８月９日（水） 

 

当青年部会の社会貢献活動として、身近で何かできる

ことはないかと話し合い、平成２７年度に老若男女誰も

が参加できる献血推進活動を始めることとなりました。 

次回の献血推進活動 
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初年度は、まず部会員への広報活動からであり

ましたが、献血サポーター登録３年目を迎える今

年、群馬県赤十字センターを通じて群馬県献血活

動推進協議会長（大澤正明群馬県知事）より感謝状

を頂けるまでになりました。これも部会員皆様の

ご理解とご協力の賜物です。 

現在、年間２回（夏・冬）の推進期間を設定して

実施しておりますが、回数を重ねる毎に僅かなが

ら参加者が増加しております。 

これからも部会員の皆さまは勿論、各社の従業員さんやそのご家族、知人の方々にも是非ご賛同の輪を

広げていただきたいと思います。                   （渋川支部幹事 須田直人） 

 

第４３回ホリデーインまえばしにて第２２回絵画コンクール展示会・表彰式を開催 

 

 開催日    平成２９年８月２０日（日） 

 場  所   前橋市敷島公園 

 参加者  部会員４７名・他１１名 

 

「おとなもこどもも大集合！みんなの笑

顔 未来へ届け！」をテーマに、子供は勿論の

こと、大人も楽しめるイベントとして、会場

へ訪れる人々とふれあい、親しみ、体験を通

じて夏休みの思い出が出来るよう企画された「ホリデーインまえば

し」に今年も大勢の部会員で参加いたしました。 

会場には、４０以上の団体や企業などによる体験ブースがあり、私

たちトラック協会のブースでは、「第２２回働くトラック絵画コンク

ール作品展示会」を行いました。作品展示は、部会員の協力により大

型トラックを展示用スペースとして設置し、そこに応募作品全７０６

点を展示して来場した大勢の方々に見ていただきました。 

また、スタンプラリーを行い、パターゴルフやヨーヨー釣り、輪投

げ、スマートボール、トラックの絵画探し等のアトラクションを設け

て親子共々たくさん楽しんでもらうことが出来ました。 

さらに、ホリデーインまえばしメインステージでは、「第２２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。受賞者の

子供たちは、ご家族や来場者から盛大な拍手をもらい、堀越部会長か

ら贈られた賞状と記念品を満面の笑顔で受け取っていました。 

前日からの雨も上がり、朝から過ごしやすい一日となった今回のイ

ベントは、子供たちに夏休み最後の素晴らしい思い出を作っていただ

けたことだと思います。参加されました部会員の皆様には、大変お疲

れ様でした。            （桐生支部幹事 𠮷田武士） 



第８回(一社)群ト協青年部会チャリティゴルフコンペを開催 

 

 開催日    平成２９年９月３日（日） 

 場  所   小幡郷ゴルフ倶楽部 

 参加者  来賓３名・部会員１９名・他１名 

 

青年部会員の親睦と社会貢献を目的とする第８

回（一社）群馬県トラック協会青年部会チャリティ

ゴルフコンペを甘楽郡甘楽町の小幡郷ゴルフ倶楽

部にて開催いたしました。 

当日は天候に恵まれ、プレーコンディションと

しては最高の一日でした。コース上では青年らしく爽やかな笑い声があちらこちらで聞こえていました。

日々業務で忙しい私たちにとっては、最高の交流と息抜きの場になったことと思います。 

まだ参加をしたことの無い部会員の皆さまには、是非一度エントリーしていただきまして、仲間との交

流で日頃のストレス発散をしていただけたらと思います。 

最後に、お忙しい中をご参加していただきましたご来賓の皆さまと朝早くから設営していただきました

総務委員、事務局の皆様に感謝申し上げます。                （副部会長 磯野哲也） 

 

平成２９年度栃木県・群馬県トラック協会青年部会交流事業を開催 

 

 開催日    平成２９年９月９日（土） 

 場  所   ホテルマイステイズ宇都宮 

 参加者  部会員１９名（総勢４７名） 

 

宇都宮市のホテルマイステイズ宇都宮

にて栃木県トラック協会青年部会と群馬

県トラック協会青年部会の意見交換会及

び交流会が開催されました。 

意見交換会では、初めに当青年部会の堀

越部会長より挨拶をいただき、続いて名刺交換会となりました。 

名刺交換会では、両県の部会員同士が向かい並び、順番に隣へ移動しながら参加した各県の全員と名刺

交換を行いました。 

名刺交換が終了すると、両県の青年部会活動紹介を行いました。まず、当県の活動を磯野副部会長より



紹介後、栃木県の活動を相良副部会長よりご紹介いただきました。栃木県の青年部会では、４つの事業活

動があり、研修事業、交流事業、社会貢献事業、その他事業に分かれ、各事業の詳細を伺いました。あら

ためて両県とも素晴らしい青年部会の活動を実施していると印象に残りました。 

その後、グループに分かれてトラック運送事業に係る様々な意見を許される時間目一杯まで熱心に交わ

すとともに、続く、交流会の席でも両県参加者の親睦を深めました。    （桐生支部幹事 𠮷田武士） 

 

 

 

平成２９年度青年部会ブロック別懇談会を開催 

 

昨年度から開始した、委員会エリア毎のブロック別懇談会を県内３か所で開催しました。 

今年度は昨年度に引き続き「事業経営を取り巻く諸課題とその解決に向けた青年部会活動について」

をメインテーマとして、より掘り下げたディスカッションを行いました。 

業界全体が直面している人材不足やドライバーの高齢化、コンプライアンス経営などについて、青年

部会としてどのようにしたらトラック運送業界のイメージアップに繋がり、若手人材確保へ向けてどの

ようなアクションを起こせるのかなどについて活発な意見交換が行われ、各社の実際の取り組み事例や

環境改善施策などを知ることができました。 

また、昨年度と同一のテーマではあるものの、前回は参加できなかった部会員や、新規で加入した部

会員なども参加してくれたこともあり、新たな視点や価値観なども知ることができて、とても内容の濃

い時間を過ごすことができました。 

（吾妻支部幹事 安原新・大間々支部幹事 小堀孝之・佐波伊勢崎支部幹事 金田知浩） 

 

総務委員会ブロック 

（渋川・吾妻・沼田） 

 開催日  ７月４日(土) 

 場  所  北毛地区研修センター 

 参加者  部会員１２名 

 

研修委員会ブロック 

（前橋・大間々・多野藤岡 

・甘楽富岡・高崎・安中） 

 開催日    ７月２２日(土) 

 場  所  美喜仁館高崎店 

 参加者  部会員１５名 



広報委員会ブロック 

（桐生・館林・太田 

・大泉・佐波伊勢崎） 

 開催日    ９月１３日(水) 

 場  所  美喜仁館太田店 

 参加者  部会員１７名   

 

前橋支部・第３３回わんぱく相撲全国大会を応援 

 

 開催日    平成２９年７月３０日（日） 

 場  所   両国国技館 

 参加者  部会員１４名（総勢３４名） 

 

７月３０日に両国国技館において第３３回わ

んぱく相撲全国大会が開催され、まえばしチーム

の応援団として前橋支部会員、(公社)前橋青年会

議所、選手家族の方々の総勢３４名が参加しまし

た。今年も全国から３９６名の精鋭わんぱく力士が集い、素晴らし

い取り組みを見せてくれました。私たちの応援するまえばしチーム

は、今年の５月に開催された第２１回わんぱく相撲前橋場所で見事

に優勝を飾った４年生、５年生、６年生の３選手で、各自が両国国技

館という大舞台で堂々と相手に立ち向かい戦ってまいりました。 

まえばしチームの取り組み結果は、５年生と６年生は残念ながら

２回戦で敗退、４年生は見事２回戦を突破したものの、３回戦で惜しくも敗れ土俵を後にしました。３選

手とも自分の持てる力を出し切り、その素晴らしい取り組みに熱い声援が飛び交いました。 

（前橋支部 原卓也） 

 

桐生支部・青年部会チャリティゴルフコンペを開催 

 

 開催日    平成２９年７月１２日（水） 

 場  所   城山カントリー倶楽部 

 参加者  桐生支部部会員１３名（総勢３８名） 

 

当支部青年部会では、親会と合同でチャリティゴルフコンペを開催しました。 

当日は、午後の豪雨によりプレーが中断してしまい、何組かが途中ホールアウトとなった為、午前中（ハ

ーフプレー）のスコアに新ペリアでのハンディ計算による順位発表となりました。１８ホールプレー出来

なかった組の方々は誠に残念でしたが、次回１１月の開催日は天候に恵まれて楽しくコンペが出来ること

を願います。 

なお、今回のチャリティ募金３８，０００円は、（一社）群馬県トラック協会へ交通遺児基金寄付金とし

て納めさせていただきました。                   （桐生支部幹事 羽田野文也） 



新規加入部会員紹介 

岩田悠馬さん 

（吾妻支部 吾妻通運㈱） 

 何分、若輩のため至らぬ点も多い

と存じますが、ご指導ご鞭撻の程、宜

しくお願い致します 

佐藤浩明さん 

（太田支部 ㈲岡島） 

 青年部会員の皆様、有限会社岡島

の佐藤です。宜しくお願い致します。 

 

  

 

平成２９年度下半期活動スケジュール 

10 月 15 日(日) 第 17 回（平成 29 年度第 2 回）トラックの森づくり事業 前橋市嶺公園 

11 月 13 日(月)～ 

12 月 15 日(金) 
第 22 回働くトラック絵画コンクール入賞作品展示会 群馬県トラック総合会館 

01 月 03 日(水)～ 

02 月 28 日(水) 
平成 29 年度第 2 回献血推進活動 群馬県内各献血ルーム 

 1 月 27 日(土) 平成 29 年度青年部会全体研修交流会 前橋さくらホテル 

 2 月 22 日(木) 平成 29 年度(公社)全日本トラック協会青年部会全国大会 京王プラザホテル 

 

お薦めの一足 

ＩＧＮＩＯ（イグニオ）のセーフティーシューズをお薦めします。 

この靴は、最近ゴルフシューズ等でも目にすることが多くなった、ＴＧＦ

ダイヤルシステムのシューレースが採用され、手袋を着けたままでも片手で

簡単・均一に締めることができて履き心地も良く、脱ぎ履きも簡単です。 

また、紐靴のようにほどけてしまうこともないので、ほどけた紐を踏んで転んでしまうという転倒災害

のリスクも軽減できると思います。 

スポーツシューズ等でＴＧＦダイヤルシステムが採用されていると、価格が高めの商品が多いですが、

この靴は比較的リーズナブルなので、部会員皆さまの事業所でも是非、採用してみてはいかがでしょうか。 

（甘楽富岡支部幹事 土屋茂雄） 

◆ＩＧＮＩＯ（イグニオ）：子ども用から大人用まで、様々な競技のウェアやアイテムが揃うスポーツブランド。着やすくベーシ

ックなウェアと高品質なアイテムを、お求めやすい価格で販売している株式会社アルペングループのプライベートブランド。 

 

 群ト協青年部会ウェブページ 

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

 

 トラマップ群馬ページ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z9exCvrdMjQE.klaF5vyT67uU 

 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 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://www.gta.or.jp/seinen/index.html


 

（敬称略） 

  

 

最優秀賞 ３年生 今井 奏良 特別賞 １年生 小野里 楓 特別賞 ３年生 篠原 彩佳理 

   

特別賞 ３年生 潮 妟慈 特別賞 ４年生 高橋 みおと 特別賞 ５年生 大野 萌葉 

優秀賞 １年生 星野 郁美 優秀賞 １年生 千葉 あみ 優秀賞 1年生 高橋 莉久斗 

   

優秀賞 ２年生 木村 湊 優秀賞 ２年生 品川 歩叶 優秀賞 ２年生 髙田 伊吹 



優秀賞 ２年生 磯野 天良 優秀賞 ３年生 寳田 聖山 優秀賞 ３年生 髙橋 悠一 

   

優秀賞 ３年生 宮下 葵衣 優秀賞 ３年生 清水 怜生 優秀賞 ３年生 磯野 心花 

   

優秀賞 ３年生 関根 莉子 優秀賞 ３年生 佐藤 奏 優秀賞 ３年生 髙橋 春仁 

  
 

優秀賞 ４年生 飯塚 椋 優秀賞 ５年生 槇田 美玲 優秀賞 ５年生 小林 愛実 

   

優秀賞 ６年生 土谷 美月 優秀賞 ６年生 丸山 奈那美 



入選 １年生 丸山 夢紀子 入選 １年生 深浦 南凪恵 入選 １年生 佐藤 佑月 

   

入選 １年生 高橋 優音 入選 １年生 小沼 夏愛 入選 ２年生 星野 圭祐 

   

入選 ２年生 内田 ひかる 入選 ２年生 石井 晴 入選 ２年生 宮﨑 澪 

   

入選 ３年生 橋爪 椋 入選 ３年生 遠藤 托真 入選 ３年生 桑原 実緒 

入選 ３年生 田部 優奈 入選 ３年生 加藤 紗良 入選 ３年生 若佐 旺亮 



   

入選 ３年生 堀 響希 入選 ３年生 亀山 真珠 入選 ３年生 斎藤 芭乃子 

   

入選 ３年生 加部 晴貴 入選 ３年生 茂木 心奈 入選 ３年生 都筑 由宇 

   

入選 ３年生 石坂 夢叶 入選 ４年生 船津 豊幸 入選 ４年生 中里 有其 

   

入選 ５年生 田中 壮 入選 ５年生 丸山 菜々美 入選 ５年生 小林 愛佳 

   

入選 ５年生 宮﨑 小春 入選 ６年生 津久井 優希 入選 ６年生 新井田 美夏 

 


