
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４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 令和元年７月１０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１２名 

 

当青年部会では、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に作品応募

をしたところ、県内外の小学生から７１９

点ものご応募がありました。 

作品選考会では、二紀会同人の柴﨑路子様をはじめ、（公社）前橋青年会議所理事長の吉田雅則様、

ホリデーインまえばし実行委員長の南雲由夏様、（一社）群馬県トラック協会副会長の佐藤今朝司様、

専務理事の高橋千明様、常務理事の吉田淳一様、事務局長の諸岡新一様をお招きして、入賞作品５６

点の選考会を行いました。 

応募のあった全作品は、どれも宝石のように輝きを放ち、床を敷き詰める「トラックの絵」は、ま

るで美しいタイルのように見え、個性的な作品や一生懸命な筆使いがされている作品が多くありま

した。 

そのなかでも、大人の想像を遙かに超えた配色や大胆な構図、交通安全やライフラインへの感謝を

表す強い思いを感じられる作品、子供ならではの感性を画用紙いっぱいに表現している作品があり、

正直なところどれも甲乙を付け難く、入賞作品５６点を選ぶ選考委員を魅了するとともに唸り声が

上がるほど大いに悩ませていました。 

また、精一杯描いてくれた７１９名の小学生、画用紙を配布し大切に集めて来てくれた青年部会員

の皆様に、広報委員会として、この場を借りて感謝申し上げます。  

全応募作品は、ホリデーインまえばしや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ください。             （大間々支部幹事 天沼克彦） 
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令和元年度第１回青年経営者養成セミナー 

 

 開催日  令和元年７月２３日（火） 

 場  所   群馬県トラック総合会館 ２階小研修室 

 参加者  部会員２５名・他６名 

 

 元号を令和に改めてから、初めての研修会となる、第

１回青年経営者養成セミナーを開催しました。 

セミナーの講師は、昨年度の新春研修交流会に引き続

き、㈱プロデキューブ東日本エリア担当の渡辺良祐氏を

講師にお招きして、「安全と健康のバランス経営を目指

して～働き方改革を実現するための４つの改革事例～」と題して、４つの改革事案をご本人の経験

談や他社の事例を交えながら講演いただきました。 

渡辺先生は、とても説得力があり、人の興味を惹く饒舌な話し方で、時に笑いが起こるなど終始

会場を盛り上げてくれるだけではなく、この業界が直面している問題等をとても分かりやすくお話

していただけるため大変勉強になります。 

今回参加できなかった部会員の方々は、次回お呼びする際には、是非とも参加していただき、聞

いていただければと思います。 

今後も皆様のご要望にあった養成セミナーを年２回開催していきますので、興味のある部会員は

ご都合を付けていただき、是非ご参加ください。         （沼田支部幹事 佐藤翔悟） 

   
 

第４５回ホリデーインまえばしへの参加及び第２４回絵画コンクール展示会・表彰式を開催 

 

 開催日  令和元年８月２５日（日） 

 場  所   前橋市敷島公園 

 参加者  部会員４４名・他７名 

  

令和初の「ホリデーインまえばし」が開催され、

多くの部会員にご協力いただき参加しました。 

当日は、猛暑となりましたが、天気にも恵まれ夏休み最後の日曜日とあり、多くの子供連れの家族

に来場いただきました。 

私たちトラック協会青年部会のブースでは、「第２４回働くトラック絵画コンクール作品展示会」

を行い、県内外から集まった全応募作品７１９点を大型・中型トラック・テントに展示し、来場した

多くの方々に子供たちの個性豊かな素晴らしい作品を観覧していただきました。その他にも子供を



 

対象としたスタンプラリー、スマートボール、ヨーヨー釣り、輪投げ、パターゴルフ等のアトラクシ

ョンを行い、子供達が普段乗ることのないトラックの荷台から顔を出しアトラクションを楽しむ姿

や真剣に取り組んでいる姿が見受けられました。  

 また、ホリデーインまえばしメインステージでは、受賞者５６名の内４２名を迎えて「第２４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、磯野部会長より受賞者一人一人に賞状と記念

品を手渡しました。 

受賞した子供たちは、多くの来場者から拍手喝采が贈られる中、照れながらも誇らしく笑顔で記念

撮影に応じる姿がとても印象に残りました。  

 部会員の皆様には、お忙しい中ご協力をいただき、ありがとうございました。今年も無事大成功に

終わることができたのも、ひとえに皆様のご協力があってこそだと思っています。   

これからも、たくさんの行事が行われますが皆さんと協力しながら部会活動を行っていきたいと

思いますので、ご協力宜しくお願い致します。         （前橋支部幹事 川井基義） 

   

   

   
 

第１０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 令和元年９月２２日（日） 

 場  所 玉村ゴルフ場 

 参加者 ご来賓１名・ＯＢ１名 

部会員２８名（総勢３０名） 

  

 当日は台風接近が危ぶまれる中、「第１０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」を玉村ゴルフ場で開催しました。 



 

参加した皆様の日頃の行いが良いお陰なのか、当初は台風接近に伴い雨予報だったにも関わらず

晴天に恵まれ、皆様と交流を深めながら楽しくラウンドすることができました。 

また、個人的に天候とメンバーに恵まれたこともあり、ベスグロと優勝まですることができ、大変

楽しい一日でした。 

今回は、(一社)群馬県トラック協会から武井会長にもご参加いただきました。 

ラウンド後の表彰式では、乾杯のご挨拶と我々部会員にとって大変ためになるお言葉をいただき

ました。誠にありがとうございました。 

これを機に青年部会活動に少しで多く参加し、いろいろと勉強させていただきながら社会貢献し

ていきたいと思います。                      （館林支部 藤島 厚） 

  

   
 

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  令和元年８月２４日（土） 

 場  所   高崎問屋町センター エクセルホール 

 参加者  部会員１０名（総勢３００名） 

 

 令和元年８月２４日（土）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。  

第一部では、本年度の優良ドライバー表彰後、群馬運輸支局長をはじめ、ご来賓の方々から労いの

お言葉をいただきました。 

第一部の最後には、高崎支部青年部会を代表して、私が交通安全・労災事故防止決議書の朗読をお

こない、満場一致でされ採択され、盛大に第一部が終了いたしました。 

第二部では、一般社団法人全日本福祉協会健康事業部保健師であります岡田朝世様から「今日から

始める職場での腰痛予防」と題し講演会が行われました。 

トラックドライバーは、常に同じ姿勢での長距離輸送をすることが多く、腰を痛めやすくなるため、 

講演では、休憩時間に予防できる体操を指導していただきました。 

講演を拝聴して、交通・労災事故を未然に防止するためにも、先ず我々がしっかりドライバーの身

体を管理して、安全輸送に努めていかなければと思いました。    （高崎支部幹事 田中悟史） 



 

 
新規加入部会員紹介 

 

久保田運輸倉庫株式会社 

永 井 寛 之 氏 

 

この度、青年部会に加入させてい

ただきました 

久保田運輸倉庫㈱の永井寛之と申します。 

青年部会で様々なことを学び、皆様との交流や情

報交換等が多くできればと思っております。 

これから宜しくお願いいたします。 

 

 

❖ 令和元年度下半期活動スケジュール ❖ 

★１０月２０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２９日(月) 

～１１月３０日(金) 
第２４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 ８日(金) 関東トラック協会青年部会令和元年度研修見学会 オリンピック関連施設(東京都) 

★ １月 ３日(金) 

 ～２月２９日(土) 
令和元年度第２回献血推進活動 県内各献血ルーム等 

★ ２月２１日(金) 令和元年度(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 

 ５Ｇビジネス 著：亀井卓也 

 

２０２０年の東京オリンピック開催にあわせ、５Ｇ（第５世代移動通信システム）の商

用サービスが始まります。 

これまでより、高速大容量となるだけではなく、多数同時接続などのエンターテイメン

ト業界では、ＶＲやＡＲなどの新しいコンテンツによってチャンスが広がると考えられて

います。 

物流業界においても非常に密接な関係があり、物流センターやピッキング作業の工程の

効率化、運送や配送の効率化などが今後期待されております。 

この本は、５Ｇの普及によって「どのような産業や分野に影響があるのか。」という疑問

に対して解説をしてくれる１冊となっていますので、是非読んでみてください。    （吾妻支部幹事 岩田悠馬） 

 

 

 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 

★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 ４年生 清水にこ 特別賞 １年生 肥髙咲奈 特別賞 ３年生 上原ひより 

   

特別賞 ４年生 山下琴美 特別賞 ４年生 石井 晴 特別賞 ５年生 高田那由他 

優秀賞 １年生 新井龍平 優秀賞 １年生 下境沙奈 優秀賞 １年生 鎌田碧音 

   

優秀賞 １年生 田村遥玲 優秀賞 ２年生 阿部結衣 優秀賞 ２年生 塚本和奏 

 



優秀賞 ２年生 山田かのこ 優秀賞 ２年生 武井美桜 優秀賞 ３年生 米谷信太郎 

   

優秀賞 ３年生 星野郁美 優秀賞 ３年生 岡村結斗 優秀賞 ３年生 江口 翔 

   

優秀賞 ３年生 高橋優音 優秀賞 ３年生 斎藤七愛 優秀賞 ４年生 長谷川七海 

   

優秀賞 ５年生 小暮香奈 優秀賞 ５年生 松島 慶 優秀賞 ６年生 江幡海斗 

 
 

 
優秀賞 ６年生 中里麻衣 優秀賞 ６年生 斎藤愛空 



入選 １年生 林 咲来 入選 １年生 菅野 陽 入選 １年生 宇野湖珀 

   

入選 １年生 石井琉心 入選 １年生 新井隆之佑 入選 １年生 中嶋奏太 

   

入選 ２年生 松本紗依 入選 ２年生 須藤 輝 入選 ２年生 齋藤鈴瑛 

   

入選 ２年生 茂木隆典 入選 ２年生 石関日音 入選 ３年生 小野里 楓 

入選 ３年生 掛川武雅 入選 ３年生 根岸真保 入選 ３年生 向田しずく 



   

入選 ３年生 深浦南凪恵 入選 ３年生 大谷心和 入選 ３年生 下山祢緒 

   

入選 ３年生 星野心那 入選 ４年生 矢部心結 入選 ４年生 春山凰華 

   

入選 ４年生 松島凛旺 入選 ４年生 宮﨑 澪 入選 ５年生 古澤 和 

   

入選 ５年生 瀧田和奏 入選 ５年生 君島千尋 入選 ５年生 阿久澤里佳子 

   

入選 ６年生 山﨑創介 入選 ６年生 天田佳希 入選 ６年生 吉澤琉人 

 


