
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３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３０年７月１１日（水） 

 場  所  群馬県トラック総合会館 

 参加者 来賓７名・部会員１４名 

 

当青年部会では、「第２３回働くトラッ

ク絵画コンクール」の作品募集にあたり、

より多くの子供達に親しみをもってもら

うことを目的として今年度から応募資格

を拡大し、群馬県内の小学生の他、(一社)

群馬県トラック協会会員事業所に勤務する関係者のお子さんも応募対象としたところ、県内外の

小学生から７０８点もの作品をご応募いただきました。 

作品選考会では、二紀会同人の柴崎路子様をはじめ、(公社)前橋青年会議所理事長の高柳聡志様、

ホリデーインまえばし実行委員長の落合哲郎様、(一社)群馬県トラック協会副会長の藤野隆司様、

専務理事の高橋千明様、常務理事の都丸典幸様、事務局長の山岸重幸様を選考委員としてお招きし

て、青年部会幹事を交えて厳正なる選考を行い、全応募作品の中から最優秀賞１点、選考委員特別

賞５点、優秀賞２０点、入選３０点、合計５６点の作品を選考しました。（入賞作品は巻末に掲載） 

今年度の応募作品も子供たちの純粋な気持ち、子供ならではの想像力の豊かさが描かれており、

それら多くの作品を通じて私自身気づかなかった物の見方やとらえ方を学ばせていただきました。

選考委員の方が頭を悩ませる姿がとても印象的で、こうした事業を継続することの素晴らしさを

改めて実感する選考会でした。 

全応募作品は、ホリデーインまえばしで展示され、その後、各支部での行事において順次展示さ

れます。是非、子供達の描いた数々の作品をご観賞いただければと思います。 

（多野藤岡支部幹事 水井悟） 
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平成３０年度青年部会ブロック別懇談会を開催 

 

研修委員会ブロック 

（渋川・吾妻・沼田） 

 開催日 ７月１４日(土) 

 場  所 北毛地区研修センター・手しごと酒家 鶴 

 参加者 部会員１１名 

 

広報委員会ブロック 

（前橋・大間々・多野藤岡・甘楽富岡・高崎・安中） 

 開催日 ７月１４日(土) 

 場  所 美喜仁館高崎店 

 参加者 部会員１７名 

 

総務委員会ブロック 

（桐生・館林・太田・大泉・佐波伊勢崎） 

 

 開催日 ７月１８日(水) 

 場  所 太田ナウリゾートホテル 

 参加者 部会員２２名 

 

３年度目を迎えた今年度のブロック別懇談会は、「交通事故・労働災害防止への取り組み」を新た

なテーマに、部会員各社における具体的な事故防止への取り組みや日頃の悩みごとを中心に県内３

ブロックにおいて活発な意見交換を行いました。 

身近でありながらも、なかなか明確な解決策が得られない「事故防止対策」ですが、仲間の取り組

みや対策、考えを聞くことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。トラック運送事

業を営むうえで交通事故は付きものだと言われますが、どの様にして事故や労働災害を減らしてい

くかが、私たち青年部会としても最優先に取り組まねばならぬ重要なテーマだと思います。 

今回取り纏めた結果を、来年３月に開催予定の全体研修交流会にて報告をさせていただきますの

で、参加できなかった部会員の皆さまには是非、全体研修会に参加していただきたいと思います。 

また、懇談会後の交流会も盛り上がり、部会員同士の絆が更に深まったと感じました。 

（渋川支部幹事 須田直人・高崎支部幹事 田中悟史・大泉支部幹事 川島和幸） 

 

 



 
第４４回ホリデーインまえばしへの参加及び第２３回絵画コンクール展示会・表彰式を開催 

 

 開催日  平成３０年８月１９日（日） 

 場  所   前橋市敷島公園 

 参加者  部会員５８名・他１１名 

  

２０１８前橋の夏、ホリデーの夏！ホリデ

ーインまえばしがやってきた！本年も大勢の

青年部会員で参加をさせていただきました。 

会場内には大人と子供が一緒に体験できる

約４０ものブースが設けられ、多くのご家族

が笑顔で楽しむ姿が見受けられました。 

私たちトラック協会青年部のブースでは

「第２３回働くトラック絵画コンクール作品展示会」を行い、部会員のご協力による大型・中型トラ

ックを展示スペースにとして応募作品全７０８点を展示し、来場した多くの方々に子供たちの素晴

らしい作品を観覧していただきました。その他、スマートボール・ヨーヨー釣り・輪投げ・スタンプ

ラリー・パターゴルフとたくさんのアトラクションも行いました。中でもトラックの絵探しでは、子

供たちが楽しそうにブース内を駆け回る姿がとても印象的でした。 

また、ホリデーインまえばしのメインステージでは、受賞者５６名の内３４名を迎えて「第２３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、磯野部会長から受賞者一人一人に賞状と記

念品を手渡しました。多くの来場者から拍手喝采が贈られる中、照れながらも笑顔で記念撮影に応じ

る姿がとても印象に残りました。 

お忙しい中携わってくれた部会員の皆さまやご協力いただいた方々には大変お世話になりました。

無事大成功に終えられたのも、ひとえに皆さまのご協力があってこそだと感じております。来年もま

た青空の下、子供たちの笑顔に出逢えることを楽しみに頑張っていきたいと思います。 

（高崎支部幹事 田中悟史） 

 

 



 
平成３０年度関東４県トラック協会青年部会意見交換会に参加 

 

 開催日  平成３０年９月８日（土） 

 場  所   栃木県宇都宮市・ホテル丸治 

 参加者  部会員１２名（総勢６０名） 

 

宇都宮市のホテル丸治にて、栃木県・茨城

県・千葉県・群馬県各トラック協会青年部会

による「関東４県による意見交換会」及び交

流会が開催されました。 

意見交換会では、初めに開催県である(一

社)栃木県トラック協会青年部会の関根部会

長よりご挨拶をいただき、当青年部会の須田幹事司会のもと、その後各県トラック協会青年部会の活

動内容が紹介され、当青年部会では髙橋副部会長より活動内容が発表されました。各県ともに精力的

に活動しておられる様子はとても勉強となり良い刺激となりました。 

意見交換ディスカッションは事前に割り振りがあった「人材確保について」、「残業代・賃金の捻出

方法について」、「交通事故・労働災害防止の取組について」、「標準貨物運送約款変更後の各社の対応

について」という４つのテーマに沿って行われました。私のグループに於いても忌憚ない意見が多数

上がり、とても有意義な時間となりました。 

その後、同会場にて交流会が開催されました。(一社)千葉県トラック協会青年部会の根岸幹事司会

のもと、冒頭、当県部会長の磯野部会長よりご挨拶と乾杯のご発声をいただきました。お酒の力を若

干借りながらも大勢の方と懇談し、懇親を深めることができました。 

運送業界といえども、多種多様な業種がある中でこのように各県様々な業界関係者の方と有意義

な時間を過ごすことができた今回の意見交換会は、私にとって大変意義深いものとなりました。 

今回初参加させていただいた私にも、温かくご指導・ご鞭撻いただきました先輩たちにこの場を借

りて、御礼申し上げます。                    （吾妻支部幹事 岩田悠馬） 

   

   



 

 
第９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開催 

 

 開催日 平成３０年９月１６日（日） 

 場  所 太田双葉カントリークラブ 

 参加者 部会員３１名 

 

晴天に恵まれた中、青年部会員の親睦

と社会貢献を目的として、第９回(一社)

群馬県トラック協会青年部会チャリテ

ィゴルフコンペを太田市の太田双葉カ

ントリークラブにて開催しました。 

部会員の皆さまと親睦を深めること

ができ、また、この度は優勝させていた

だきました。実力と言いたいところです

が、毎日仕事に紛争している私には、半

分以上が運だと思います。 

このチャリティゴルフコンペは、災害等への寄付など、社会貢献活動も兼ねています。日本国内各

地で天災や震災が続いていて、被害に遭われた人々が大勢います。そういった方々に対して、少しで

も多く支援を行えるよう、今回のチャリティゴルフコンペに限らず、青年部会として社会貢献をして

いきたいと思いました。                    （佐波伊勢崎支部 田島宏明） 

 

 

高崎支部・群馬県トラック協会高崎支部「交通安全・労災事故防止総決起大会」に参加 

 

 開催日  平成３０年８月２５日（土） 

 場  所   高崎問屋町エクセルホール 

 参加者  部会員６名（総勢４００名） 

 

平成３０年８月２５日（土）高崎問屋町エクセルホールにて、高崎支部「交通安全・労災事故防止

総決起大会」が開催されました。優良自動車運転者表彰では２９名の方々が受賞され、ご来賓挨拶の

中で、(一社)群馬県トラック協会 武井会長から労いのお言葉をいただきました。 

第二部の講演会では、群馬県トラック協会適正化事業部係長であります篠原淳一氏から「行政処分

改正とＫＹＴについて」講演をしていただき、行政処分の強化が続く中、私たちトラック事業者が法

令遵守の徹底を図るための措置をどのようにしていけば良いのかを改めて再認識させていただき、

労災事故のない魅力あるトラック運送事業を築き上げていかなければならないと実感いたしました。 

（高崎支部幹事 田中悟史） 



 

 

渋川支部・群馬県トラック協会渋川支部「交通・労働災害事故防止総決起大会」に参加 

 

 開催日  平成３０年６月９日（土） 

 場  所   北毛地区研修センター 

 参加者  部会員７名（総勢１００名） 

  

平成３０年６月９日（土）９時３０分から北毛研修センターにて「交通・

労働災害事故防止総決起大会」が開催されました。私達渋川支部青年部会

として２０分程お時間をいただき、須田部会長による風見しんごさんの著

書を引用して事故防止を呼びかけました。 

私も同じくらいの息子を持つ親として、ついさっき“行ってきます”と

元気に玄関を飛び出していった子が、数分後には事故に遭い、亡くなって

しまったらと思うと自然に目から流れ落ちるものがありました。 

事故は被害者も加害者も双方不幸になってしまいます。また、当事者だけではなくその家族、友人、

会社にも多大な影響を与えます。私達は常に事故ゼロを目指して努力しなければなりません。この大

会に参加したすべての方々に、今日この瞬間から安全への取り組みの一歩を踏み出して欲しいと願

うばかりです。                            （渋川支部 佐藤宏） 

 

渋川支部・千年希望の丘植樹育樹祭２０１８に参加 

 

 開催日  平成３０年６月２３日（土） 

 場  所   宮城県岩沼市・千年希望の丘 

 参加者  部会員６名 

 

 今年も恒例となった宮城県岩沼市の植樹祭に参加

してきました。昨年よりも小規模になっての開催で

はありましたが、県内外から多数のボランティアの

方々と一緒に、植樹・育樹に汗を流してきました。 

このプロジェクトは、この地域に元来より生息し

ている樹木を植樹し、自然の防潮堤を築き上げるも

ので、今回は初めて育樹（除草）作業にも携わりま

した。さらに昨年植樹した苗木の成長も確認してき

ました。僅かではありますが確実に成長している苗

木をみて、少しばかりの達成感を感じると同時に、

更なる意欲が湧いてきました。 

どんなボランティア事業も『継続』が不可欠で

す。これからも仲間と共に様々な事業に関わってい

きたいと思います。 

（渋川支部幹事 須田直人） 

 



 

 
新規加入部会員紹介 

 

大泉支部：田島三義（田島運輸㈱） 

田島運輸・田島三義と申します。

この度青年部会に新たに加入させ

て頂く運びとなりました。皆様にご

指導頂き、交流や活動を通じて、

色々と学ばせてもらえたら幸いと存じます。宜し

くお願い致します。 

館林支部：櫻井清之（㈲カタベ急送） 

この度、青年部会に入会いたし

ました(有)カタベ急送 櫻井清之

です。活動を通じて皆様と交流を

広げられたらと思っております。 

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

❖ 平成３０年度下半期活動スケジュール ❖ 

１０月１４日(日) 第１９回（平成３０年度第２回）トラックの森づくり 前橋市嶺公園 

１０月２２日(月) 平成３０年度第１回青年経営者養成セミナー ㈱ボルテックスセイグン 

１０月２９日(月) 

～１１月３０日(金) 
第２３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 

 １１月９日(金) 関東トラック協会青年部会平成３０年度研修見学会 
シチズン電子㈱ 

富士山世界遺産センター 

 １月 ３日(木) 

 ～２月２８日(木) 
平成３０年度第２回献血推進活動 県内各献血ルーム等 

 ２月２２日(金) 平成３０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 

 

お薦めの一冊 

私がお薦めする一冊は、山北陽平氏の「結果を出すリーダーほど動かない」です。 

部下を持つ人間にとって、部下を動かす難しさというのは共通のことだと思います。

この本では、なぜ部下が動かないのかそしてその部下を動かすための【壁マネジメン

ト】という手法を用いて、どのように接していくべきかが書かれています。 

部下の行動をどのように介入していくのかが、わかりやすく記載されていますので 

是非ともご覧ください。              （安中支部幹事 内田天昇） 

 

山北陽平 ： 米国 NLP 協会認定 NLP マスタープラクティショナ－・JMC 認定販路コーディネーター認定講師 

１９７９年生まれ三重県出身。富士通グループ主力販売会社を経て、株式会社アタックスへ入社。営業として、東海エ

リア２５０人中１位の実績をとりＭＶＰを獲得。その後、営業のコンサルタントとして企業のコンサルティングに従事する。

現在は NTTドコモ、パナソニックグループ、朝日新聞社などの大企業から中小企業まで、多くの企業に「行動分析学」

をもとにした行動改革指導を実施している。その指導は年間２００日、１,０００時間を超えており、指導対象のビジネス

パーソンは年に３,０００人にのぼる。 

 新規加入部会員募集  

青年部会に興味のある方は、事務局又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。 

      ★問合せ先★ 青年部会事務局（永井・武井）℡027‐261‐0244 



 

（敬称略） 

   

最優秀賞 ６年生 丸山菜々美 特別賞 ２年生 深浦 南凪恵 特別賞 ４年生 狩野 七美 

 
 

 

特別賞 ４年生 高橋 洸乃介 特別賞 ５年生 奥野 由椛 特別賞 ５年生 山上 日和莉 

優秀賞 １年生 志塚 晴 優秀賞 １年生 佐々木 詩 優秀賞 1年生 船戸 希姫 

   

優秀賞 １年生 岡本 一郎 優秀賞 ２年生 高橋 莉久斗 優秀賞 ２年生 千葉 あみ 



優秀賞 ２年生 星野 郁美 優秀賞 ２年生 小野 光莉 優秀賞 ２年生 佐藤 佑月 

   

優秀賞 ３年生 佐藤 心緒 優秀賞 ３年生 谷田 洵 優秀賞 ３年生 鶴岡 真太郎 

   

優秀賞 ３年生 當真 晴 優秀賞 ３年生 磯野 天良 優秀賞 ３年生 宮﨑 澪 

   

優秀賞 ４年生 大久保 花 優秀賞 ４年生 磯野 心花 優秀賞 ５年生 江幡 海斗 

   

優秀賞 ６年生 谷田 航 優秀賞 ６年生 秋山 梨紗 



入選 １年生 倉橋 真帆 入選 １年生 小玉 青空 入選 １年生 風間 優芽 

 
 

 

入選 １年生 浅野 実生 入選 １年生 水江 智哉 入選 ２年生 小板橋 優 

   

入選 ２年生 戸部 凜香 入選 ２年生 佐川 麗華 入選 ２年生 江口 翔 

   

入選 ２年生 磯田 愛斗 入選 ２年生 斎藤 七愛 入選 ３年生 高田 いちな 

入選 ３年生 大島 花穂 入選 ３年生 山口 晃央 入選 ３年生 江原 妃万里 



   

入選 ３年生 山下 湊太郎 入選 ３年生 春山 凰華 入選 ３年生 片貝 大樹 

   

入選 ３年生 髙津 青莉 入選 ４年生 今井 奏良 入選 ４年生 高橋 勇吹 

 
  

入選 ４年生 森村 音々 入選 ４年生 下野 愛莉 入選 ５年生 竹科 伊月 

   

入選 ５年生 中里 有其 入選 ５年生 小林 丈朗 入選 ６年生 間庭 桃 

 
  

入選 ６年生 今泉 友来 入選 ６年生 柿沼 咲衣 入選 ６年生 宮﨑 小春 

 


