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2015年度 運営方針『Innovation　～前例にとらわれず新しい価値を創造しよう～』

Shinkin Young Management Seminar
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2015年度

ＳＹＭＳ定期総会
創立40周年記念事業

平成27年4月15日（水）
シルクプラザ

田中会長運営方針「Innovation」

2015年度新役員です！！田中会長を中心に初代横田会長、信金森山理事長、小
林同友会長、広域連携団体の皆さんを交えての鏡開き

ＳＹＭＳアピール２０００からＳＹＭＳ宣言へ！！

「ＳＹＭＳ宣言」　― リニア時代を見据えて ―

我々ＳＹＭＳ会員は経営者としての資質を高め、企業と地域の発展を目指します。

１．能動的に学び、時代に求められる人財になろう。　　　　

１．正しい情報の収集に努め、変化する社会へ対応しよう。　

１．会員相互の交流を深め、その縁（ゆかり）に感謝しよう。

ＳＹＭＳは飯田信用金庫が米百俵の精神に基づき昭和51年に設立し、これまで多くの若手経営者が会

員となって人間形成に励み、決断力・行動力を身に付け、強いリーダシップを得る学びの場として活

動してきました。この貴重な場を育んできた先輩へ感謝し、同じ志を持つ仲間と共に次の世代へと継

承していきます。企業は「経営者以上にはならない」といわれます。その為、ＳＹＭＳ会員は魅力あ

る経営者となるべく自ら日々全力で学び、己の企業と地域経済の発展に資する人財になることを目指

します。今日、情報過多と呼べるほど多くの情報が素早く手軽に得られるようになっています。その

実、有用でないものや正確でないものも混在しており、必要とされるもの、真実と呼べるものを見抜

く力を養わなければなりません。我々は新しい時代に向けて高い志で学び続けることをここに宣言し

ます。



　　 ＳＹＭＳしんきん若手経営者の会会報　平成２７年５月■日　第１３３号2○ 

（鼎　田中秀明）　

有限
会社

代表取締役　 田 中 健 介
　　取締役　 田 中 秀 明

飯田市鼎東鼎62-5   ☎ 22-1614
　　　　　　　　FAX  53-3614

堀　本　喜　正

堀 本 写 真 館

〒395－0801　飯田市鼎中平1909-3

TEL　0265－22－4675

（鼎　堀本喜正）　

支　　　部　　　名担　当ブロック

上飯田橋　北東　野西本　店城 田 副 会 長1

上　郷城　東松　尾名古熊鼎荒 井 副 会 長2

駒　場山　本伊賀良切　石今 井 副 会 長3

豊　丘喬　木高　森大　島大 平 副 会 長4

南信濃天　龍新　野阿　南桐　林時　又久保敷副会長5

の南信州の環境は大きく変化していきます。創立４０年とい

う節目を機に、更なる会の進化を目指し、明るいビジョン

を持った未来創造集団となるように、今年度は新しい切り

口で様々な事業のイノベーションを行います。

　まずは時代に即した新アピール「ＳＹＭＳ宣言」を掲げ

ました。また今後どうあるべきかを考える為、次世代会員

を集めた特別委員会「Next SYMS」を立ち上げます。そし

て米百俵の原点を学ぶ研修会や広域連携事業の飯田開催等々

更なる本会事業の活性に努めます。

　支部事業でも前例にとらわれることなく積極的に異業種

交流を行い、同世代経営者と共に学び、悩み、少しでも多く

のヒントを見つけ新しい価値の創造に励み邁進しましょう。

　変化に臆する事なく臨むこの１年の活動が会員の為、会

員企業の為になり、ひいては地域経済発展への糧となりま

すよう会員皆様方の深いご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。
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　１９７６年、飯田信用金庫創立５０周年記念事業の一環として

当時の理事長・故久保田良一氏が「米百俵」の精神を発想の

原点に誕生した当会も４０周年を迎え、地域でも有数の会員

規模を誇る若手経営者団体の一つに成長しました。これも

偏にＳＹＭＳを築き守り続けて頂いた諸先輩方のご尽力を

はじめ、現会員皆様のご協力、そして飯田信用金庫役職員

の皆々様の多大なるご支援の賜と心より感謝申し上げます。

　「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延

びるのでもない。唯一生き残るのは　変化できる者である」

地質学者チャールズ・ダーウィンの説と言われています。

　今後リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通で、こ

【2015年度　委員会構成】

◎総務委員会（久保敷委員長）

　・常任役員会、役員会、支部長・事務局・常任役員会議

等の企画運営

　・特別委員会「Next SYMS」の運営

◎広域連携委員会（田口委員長）

　・広域連携事業（はましん経営塾・おかしん経営塾塾生

会・京信JOC）への参加

　・飯田開催事業の実施

◎情報委員会（大平委員長）

　・会員内情報共有の強化

　・本会と支部と全会員をつなぐ会報の発行

　・ＳＹＭＳホームページの運営

◎セミナー委員会（荒井委員長）

　・時代に即したセミナーの企画運営

　・米百俵研修会（全体旅行）の開催

◎海外セミナー委員会（城田委員長）

　・海外セミナー（2016年度実施）に向けての企画準備

◎会員交流委員会（今井委員長）

　・より楽しめる会員交流事業の企画運営

　・米百俵研修会（全体旅行）の開催

【ブロック編成・常任役員担当支部】

2015年度　ＳＹＭＳ本会役員

第40代会長

田 中 　 透
2015年度

ＳＹＭＳ運営方針 Innovation ～前例にとらわれず
　　新しい価値を創造しよう～

新・再役職名企　　業　　名支部名氏　名役名

新任代表取締役㈱石の晃和松尾田 中　 透会　 長

再任代表取締役㈲田口設計事務所上郷田 口 満 雄副 会 長

再任後継者㈲久保敷製作所高森久保敷  悟〃

再任代表取締役飯田エポック㈱桐林荒 井 貴 弘〃

新任代表取締役社長㈲田月橋北城 田　 茂〃

新任代表取締役㈱飯田マツブツ名古熊今 井 啓 介〃

新任代表取締役社長㈱アイテク本店大 平　 仁〃

新任代表取締役社長南信スバル㈱本店柴 田 洋 忠直前会長

再任代表取締役㈱エフプラス大島小 林 浩 幸監　 事

新任代表取締役社長㈱矢崎製作所上飯田矢 崎 孝 弘〃

再任代表取締役日幸設備㈱高森寺 澤 優 広相 談 役

新任専務取締役メイコー設備㈲桐林中 島 康 晴〃

各 支 部 長幹　 事

各副支部長副 幹 事

理事長飯田信用金庫森 山 和 幸顧　 問

専務理事飯田信用金庫水 野 隆 志
参　 与

飯田信用金庫各 店 長

【重点方針】

●　SYMS４０周年記念事業の開催

●　広域連携事業の飯田開催

●　時代に即したセミナーの実施

●　会員内情報共有の強化

●　より楽しめる交流事業の実施

●　第１７回海外セミナーの企画準備

●　Next SYMSの設置

●　米百俵研修会の開催
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副会長所信
荒井　貴弘（セミナー委員会担当）

　SYMS生みの親、故久保田良一氏は「米百俵」の精神

を発想の原点として、この地域の若い経営者に勉強して

もらい、時代の変化に即応した感性を持ってもらうべく４０年前に当会

を発足しました。昨今、めまぐるしく変化する経済情勢の下、SYMS

を通じて、学びの場を大いに利用していただいて、時代の荒波を乗り

越えるスキルを身に着けていただきたいと思います。

　本年度、会長方針に『Innovation　～前例にとらわれず新しい価値

を創造しよう～』とあります。リニア中央新幹線、三遠南信自動車道

開通など、将来大きく変化するであろうこの地域において、自らも変

化していけるようにセミナーを活用していただきたいと思います。ま

た、米百俵の精神を学ぶべく、長岡への視察セミナーを予定するな

ど、例年とは違ったセミナーの企画運営を行います。ぜひ、この学び

の場を最大限利用していただいて、自社企業ひいては地域経済の発展

につながりますよう、積極的な参加をよろしくお願いします。

副会長所信
城田　　茂（海外セミナー委員会担当）

　４０周年を迎えたSYMSの伝統行事の一つでもある海外

セミナーは、家族や友人達との旅行とは一線を画す、他

ではない体験を経験する事の出来るセミナーです。そして、私たち若

手経営者の見聞を広める事が出来る大切な機会の一つにもなっており

ます。自分の目で見て、聴いて、肌で感じる事により、改めてこの地

域の素晴らしさを再確認できる唯一無二の機会と考えております。ま

た、このセミナーにより築かれる会員同士の親睦は、生涯を通じて友

と呼べる関係を得るにも最適な機会となる事は言うまでもありませ

ん。そんな海外セミナーを今年度は企画準備する為の委員会活動にし

ていきます。より多くの会員が海外セミナーに参加して見聞と友情を

広める事により、SYMSが未来創造集団となるように、その礎の一つ

として企画を行ってまいります。

副会長所信
今井　啓介（会員交流委員会担当）

　SＹＭＳの目的である企業の発展や地域社会の繁栄を

実現して行く為に、会員交流委員会の活動は当会の中核

的事業であり、重要なものと認識しております。私自身もSYMSに入

会して思う事は、「SYMSによる人と人との出会いは、新たなる発想

や知識、刺激を生み出し未来創造への礎となる！」という事です。

　この重責なる委員会を仰せつかり、会長方針を胸にこれから先のリ

ニア中央新幹線や三遠南信自動車道開通などの環境変化も想定し事業

に結び付けて行きたいと考えております。

　そして会員皆様の発展並びに地域の繁栄につながる「出会いの場」

として、より楽しみながら会員相互の交流が深められるよう邁進し、

頑張りたいと思います。出会いの喜びを分かち合い、すばらしい未来

を共に創造しましょう。

　不慣れな若輩者ではありますが、どうぞよろしくお願い致します。
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■■2015年度ＳＹＭＳ副会長所信■■

副会長所信
久保敷　悟（総務・Next SYMS担当）

　本年度SYMS運営方針として田中会長は「Innovation」

を掲げました。今後リニア中央新幹線や三遠南信自動車

道など我々を取り巻く環境が変化していく中で、更なる会の進化を目

指し掲げられたこの運営方針を今年度の活動基盤として、本会事業全

体に気を配り総務としての役割を務めさせて頂きます。

　また運営方針の一環として、SYMSの未来を考える為、次世代会員

からなる特別委員会「Next SYMS」が今年度新たに設立されます。今

後会員の減少やそれに伴う種々の問題が予測される中、この先もSYMS

が会員の為の学び舎として在り続ける為に、会としてどうあるべき

か、何をすべきかをこれからのSYMSを担う若手会員と共に考え、今

後へ繋げていきます。

　創立４０周年という節目を迎える本年が、変化に臆することなくイノ

ベーションに挑む１年となりますよう、会員皆さまのご理解、ご協力

をよろしくお願いいたします。

副会長所信
田口　満雄（広域連携委員会担当)

　平成２４年７月に、岡崎、京都、浜松それぞれの若手経

営者の団体と我々SYMSが「四地域の広域連携活動を充

実させ、会員相互利益に資する活動を行う」という内容の共同宣言書

に調印し、これまで三年の間に各地で開催される広域連携事業へ招待

され参加してきました。そしていよいよ本年は飯田下伊那地域での開

催年となります。

　会員相互利益には、プロフィットとベネフィットの二つの意味があ

ります。来訪者の方々との間で直接的に得られる利益（プロフィッ

ト）を目指すことも勿論ですが、交流による経験によって得られる便

益や恩恵（ベネフィット）を自社の利益に繋げることを重点に置き、

１１月の事業開催に向けて鋭意活動してまいります。

　また、７月に開催されるビジネスマッチングinはままつへは昨年に

引き続きSYMSブースの出展も決定しており、参加企業の募集も行っ

ております。

　他団体との交流で得られるベネフィットで会員企業もSYMS活動も

「Innovation」できるよう、積極的なご参加とご協力のほど、よろし

くお願い申し上げます。

副会長所信
大平　　仁（情報委員会担当）

　情報委員の役割は、本会と支部と全会員をつなぐ「会

報」の発行とＳＹＭＳホームページ「ハロー！SYMS」

の運営、そしてそれらを有効に活用することによる「会員内情報共有

の強化」です。

　平成２３年度に「ハロー！SYMS」が開設されて５年目の年となりま

すが、この間にさまざまのバージョンアップが行われました。その中

に本会や支部の行事がリアルタイムにアップできる機能も加わり、情

報共有ツールとして有効に活用されております。

　本年度は創立４０周年という節目を機に、新しい切り口で様々な

「Innovation」が行われます。そういった「前例にとらわれない新し

い価値」をリアルタイムに共有することにより、会員の皆様の活発な

活動を後押しできたらと思っております。

　そして、企業経営の判断の助けになるような魅力ある情報の発信に

も努めますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
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続　ラストスパート
 本店支部 　㈱ツーリストＪ　水野　篤

　卒業年度に支部長の大役を仰せつかる事になり

ました。ＳＹＭＳに入会しまだ５年余りですが、多

くの事を学ばせて頂き、私自身新たに事業を始めさせて頂く事

ができました。これもひとえにＳＹＭＳの仲間をはじめ、地元地

域の方、家族そしてお客様のおかげです。

　今年度は少しでもお世話になった方々に恩返しができる活動

を、会長方針のINNOVATIONを基に行っていきたいと思います。

　感謝の気持ちを日々持ち、会員の仲間がＳＹＭＳ活動に積極

的に参加し新しい出会いにより共に学び成長しあえる活動を

行っていきたいと思います。

　皆様のご協力をよろしくお願い致します。

変化をみつめて
 西支部 　下伊那自動車㈱　熊谷康志

　私がＳＹＭＳに入会させていただいてから２０年

近くの年月が経ちました。これまでいろいろな活動

に参加させていただきましたが、いよいよ本年度、

西支部の支部長を務めさせていただくこととなりました。

　これまで２０年、ＳＹＭＳも含めて企業を取り巻く環境には

様々な変化がございましたが、特にここ数年の変化の激しさは

非常に厳しいものと、皆様感じているのではないでしょうか。

　過去にはリーマンショック、東日本大震災、原油価格大高騰、

将来的には東京オリンピック、加えてこの地域では中央リニア

新幹線の開通といった大変革があります。

　ＳＹＭＳの活動を通じてともに学び合い成長することで変化

への順応力をより高めて行ければと思います。まだまだ力不足

ではございますが精いっぱい務めさせていただきますので、一

年間よろしくお願いいたします。

過去の延長線上に未来はない
 橋北支部 　税理士法人　篠田会計　福嶋恭則
　今年度橋北支部支部長を務めさせて頂きます福

嶋と申します。田中会長の運営方針「Innovation前

例にとらわれず新しい価値を創造しよう」を受け、支部方針とし

て「過去の延長線上に未来はない」を掲げ、今まで通りのやりか

たにとらわれず、新しい活動にチャレンジしたいと思います。会

員の少ない支部ですが、なかなか会員全員が揃うということが

ないため、まずは全員が出席するための例会開催。地域の行事に

参加して、会員だけではなくOB・家族・地域の方々との交流を

図っていきたいと思います。SYMS活動の原点である学びと交

流を通して会員企業の発展に繋がるような活動にしていきたい

と思います。会員の皆さん１年間よろしくお願い致します。

仲間と共に
 東野支部 　㈲髙田工業　髙田浩靖

　本年度、東野支部の支部長を務めさせていただく

事になりました髙田です。今年度の運営方針である

「Innovation」でありますが、考えれば考える程に難解な方針で

あります。新しい事、物を創造して行く事は少々の努力では答え

など出ません。ひっくり返るぐらいの発想が必要ではないで

しょうか。しかし、新しく考える事はやはり楽しさもあります。

当支部は小規模ではありますが、仲間のパワーを感じながら支

部事業を行っています。その仲間と共に「新たな価値」を、１年間

追求して行ければと考えております。

　至らない所も多々あると思いますが、１年間宜しくお願い致

します。

継続していくための力
 上飯田支部 　株式会社ＳＯＬＡ　矢澤克彦

　本年度、上飯田支部の支部長を務めさせて頂くこ

とになりました、矢澤と申します。

　私は、SYMSに入会して３年目という短い期間で、

SYMS活動においては、まだまた経験不足です。ただ、SYMSに入

会させて頂き、同じ地域で活動されている諸先輩方や同世代の

人と語り合う機会を頂き、このような活動がより広がるといい、

と考えております。しかし、上飯田支部も卒業される方もいて、

会員数が減少傾向です。継続していくために必要となることを

今一度考え、よりよい出会いと交流と学びを目指して活動して

いきたいと思います。

　経験不足から至らない点もあるかと思いますが、精一杯務め

上げたいと思います。諸先輩方、会員の皆様、１年間よろしくお

願い致します。

繋がりを深めよう
 鼎支部 　堀本写真館　堀本喜正

　友人に誘われて入会したＳＹＭＳ。もう何年が

経ったのでしょうか？いよいよ今年は、支部長を務

めさせて頂く歳になりました。

　振り返ってみれば、なかなか事業に参加出来ない時期もありま

したが、その都度、先輩方や周りの皆さんに声を掛けて頂き、これ

まで楽しく活動に参加することが出来ました。本会事業、委員会

出向、支部事業やブロック事業等、出れば出るほど仲間が増え、本

気になればなるほど面白くなる。それが私の中のＳＹＭＳです。

　未熟な私ですが、今年度も和気あいあいとした鼎支部のチーム

ワークを活かして、活発に、そして充実した支部運営を心掛けて

参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

○ 

2015年度 支部長の所　　 2015年度　支部長の所感感特集

（鼎　松岡勝彦）　
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リニア時代を見据えて進化を遂げよう！
 上郷支部 　上郷木材㈱　澤柳浩成

　当支部の地元である、上郷地区に駅が出来るリニ

ア新幹線も、測量が春から始まり、だんだん現実味

を帯びてきました。また、座光寺ＰＡにできる、スマートイン

ターから長野県駅へ通ずる道路の計画や、駅周辺開発・国道拡張

問題など、私たちの生活や商売に関係する事が決定していきま

す。地元支部としても、地元商工事業者としても、気になるとこ

ろですので、説明会に出席したり、支部セミナーで扱っていきた

いと思います。

　余談ですが、私は旅行や鉄道が好きなので、特に支部研修旅行

には力を入れたいと思います！今年も他支部の方のご出席をお

待ちしております！

支部長としての抱負
 城東支部 　㈱あずさ　伊藤光剛

　城東支部は、現役会員が１６名と少人数であります。

しかしながらSYMS活動においては、昨年も城東支

店３０周年の記念行事などが行なわれ、青山前支部長の下で多く

の会員が協力し合い、OBの皆様の応援もいただきながら、支部

活動を行なってまいりました。

　本年度は、本会方針であります「Innovation　～前例にとらわ

れず新しい価値を創造しよう～」に基づき、支部活動もより参加

しやすく、より良い糧となるように考え行動してまいります。

SYMS活動を通して仲間との楽しい時間を過ごす中で、それぞ

れが自分を磨き、職場や地域に貢献をし、支部の未来にもつなが

る会員増強にも力を注げるように、支部長として一年間努力す

る所存でございます。

松尾支部の軌跡
 松尾支部 　㈱はたの　秦野　徹

　ＳＹＭＳに入会して１９年になりますが、入会当初

最年少だった自分が先輩たちに抱いた印象が、元気

で個性的な方たちが多くとても魅力的だなと映ったのです。年

齢があがるにつれ卒業されていく先輩がいて寂しく感じる一方

で新たに後輩の入会があり、これまた不思議と元気で個性的な

面々が集まるのです。松尾支部の地区の文化が伝統的に魅力的

な人財を育んでいるのかもしれませんが、その松尾支部から２５

年ぶりに会長の誕生となります。

　そんな年に支部長を拝命し大変名誉なことであり、支部とし

て全力でバックアップして参る所存です。また支部活動におい

ては伝統を継承しつつ、新たな取り組みでイノベーションが起

こせたらと思っています。

○ 

支部長就任
 名古熊支部 　㈲エムエスイー　三ツ石武弘
　本年度、名古熊支部の支部長に就任することにな

りました三ツ石です。創立４０周年という節目の今年、

活動歴３年の私が本当に支部長が務まるかと不安で一杯ですが、

副支部長をはじめ会員皆様の力をお借りして、SYMS活動を盛

り上げていきたいと思います。その中でも一番力を入れていき

たいことが支部研修旅行です。名古熊支部では昨年度５年ぶり

に支部研修旅行を行いました。家族や友人との旅行とは違い、他

ではない体験と感動を経験することが出来ました。私に課せら

れた今年の使命は、この価値ある研修旅行を、来年、さらに５年、

１０年と継続させていく基盤を築くことが大切だと思っています。

名古熊支部の未来につながる懸橋役として１年間務めさせてい

ただきます。

支部長としての抱負
 切石支部 　㈲宮下石材店　宮下正広

　本年度、切石支部支部長を務めさせていただく事

になりました宮下です。ＳＹＭＳに入会して２０年程

経ちますが、これまで支えて下さった先輩方には大変お世話に

なりました。この記念すべき年に支部長として何ができるのか

わかりませんが、支部事業　家族交流　ブロック交流と前例に

とらわれる事なく、少しでも新しい事に取り組んで行きたいと

思います。それと新規会員への積極的なアピールをし会員確保

にも力を入れていきたいです。ＳＹＭＳ活動は、嫌々ではなく楽

しんで交流をする場だと思います。この一年、本会と支部事業は

盛り沢山あり支部会員の力なくてはできませんので多いに参加

して支部を盛り上げてほしいと思います。一年間どうぞ宜しく

お願いします。

目指したい場所へ
 伊賀良支部 　清水建築　清水弘幸

　今年度はいろいろな意味で改新をしていきたい

と思っています。まずは自分自身の仕事に対する気

持ちや技術改新をしていかなければならない年代になりました。

これからの情勢を見ながら取り組んでいこうと考え中。

　ＳＹＭＳに関しては、更なる支部の交流を深め、お互いに刺激

し合える仲間、絆を作っていきたいと思います。それと共に、ブ

ロック内の交流も同じ様に深めていきたいと思います。（支部長

が皆、阿智校卒業生なので）

　４０年の節目となるＳＹＭＳ。一人ひとり主人公になれるよう

な企画を目指し、運営して楽しくワイワイやっていきたいです。

　１年間よろしくお願いします。
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二年目
 山本支部 　旅館　太田家　代田英治

　二年連続、支部長をやらせていただきます「代田」

といいます。本年度、新規ＳＹＭＳ会員を勧誘しよ

うとして候補者の名前を挙げていったところ、二十年前にＳＹ

ＭＳで活動していた方々のご子息　「おー歴史だねー」　さっそ

く勧誘に行こう！最優秀ＳＹＭＳ賞を狙うには、何人の…。

　今の時代、まだ先の見えない経済の不安定な時ですが、同じ立

場に立つ地域の方々と共に学び、またスポーツ等でも思いっき

り体を動かして、共に楽しみ、元気のある支部活動を今年一年で

きたらと思っています。

駒場支部から元気を発信！！
 駒場支部 　㈲根羽給油所　小澤寛樹

　本年度、駒場支部長を務めさせて頂くことになり

ました、小澤です。よろしくお願い致します。

　ＳＹＭＳ会員歴は、かなり長いのですが、なかなか活動、委員

会等に出席できなくて大変申し訳なく思っているところであり

ます。しかしながら、支部長という大役を仰せつかった以上は、

駒場支部を盛り上げていかなくてはなりません。という事で、支

部の皆様、会員の皆様、何とぞ御協力を賜りたいと思いますので、

よろしくお願いします。

　駒場支部は、根羽村から阿智村の支部です。積極的な本会事業、

支部活動の参加で仲間、友を造ろうではありませんか。ＳＹＭＳ

の元気を駒場支部から、発信しよう！

アイデアマン
 大島支部 　㈲斉藤モータース　斉藤健幸

　ＳＹＭＳに入会して長い年月が経ちました。自分

は松川町で自動車販売・修理業をしていますが、以

前から新しい企画で新しいイベントを行いたいと思っていても、

なかなかいいアイデアが出せない事が悩みでした。結局毎年同

じ事の繰り返しなんて年も…。

　ＳＹＭＳに入会するきっかけも新しいアイデアが生み出せる

人間になればと思ったからです。支部の事業など立案する立場

になる今年、支部の皆さんの力を借りて、いいアイデアマンにな

れればいいと思っています。

抱　負
 高森支部 　㈲中塚工務店　中塚　進

　本年度、高森支部支部長を務めさせて頂く事にな

りました中塚と申します。

　ゴルフにつられてSYMSに入会してから20年が経ちました。3

年前より高森支部にお世話になっております。高森支部は、先輩

方が何度もSYMS賞を取った事のある、活気と伝統のある支部

6○ 

です。その点では、プレッシャーを感じておりますが、気負うこ

となく、27年度のＳＹＭＳの運営方針にありますように「前例に

とらわれず新しい価値を創造しよう」の基、長いＳＹＭＳ経験を

生かしつつ、新たな事業活動も取り入れていく予定です。その一

つとして、異業種交流も含めた勉強会など、会員相互の情報を共

有し、繋がりを深めるとともに、会員の家族の皆さんとも交流を

はかり、仲の良い高森支部を創っていきたいと思います。

　楽しく参加できる活動となるよう努めていきますので、1年間

宜しく御願いします

変化を畏れるな
 豊丘支部 　㈱セーフティサポート信州　林　智大
　前年に引き続き支部長を務めさせていただきま

す。

　平成２７年度も大変力強い会長方針が打ち立てられました。４０

周年という大きな節目の年を迎え、ＳＹＭＳの新たな時代の幕

開けになるのだろうと感じています。

　今年度は前例のない支部事業としてどう変化させるか、役員

会で議論を重ねた結果、地域経済の活性化という点で今後より

一層、地方自治体と地元中小企業経営者やその団体との連携が

必要になるため、その足掛かりとして豊丘村役場職員の方々と

の懇談会の場を設けることとしました。

　ＳＹＭＳ豊丘支部の各会員が様々な学びの場を通して更なる

成長を遂げるよう誠心誠意取り組んで参ります。どうぞ１年間

よろしくお願い申し上げます。

2年目の挑戦に向けて
 喬木支部 　ARC原一級建築設計㈲　原　毅史
　昨年に引き続き本年度支部長を務めさせていた

だきます、原と申します。弊社では建築物の設計監

理、耐震診断などを業務として行っております。

　本年度喬木支部は１３名でのスタートとなります。小規模の支

部ですが、地元に根ざした活動で地域に貢献して行ければと思

います。

　規模や形式にこだわらず、小さなことからでも学びや活力を

得られる事業ができればいいなと思っています。SYMS創立４０

周年を迎える本年度は、本会事業への積極的な参加と共に、支部

単位の定例ミーティングを定着させていきたいと考えておりま

す。また例年の活動であるゴミ拾いボランティアやブロック事

業などにも参加し交流の機会を増やしていきたいと思います。

新たな時代に向けたチャレンジ
 時又支部 　㈲竜峡石材　玉置信治

　時又支部２０１５年度支部長の玉置信治と申します。

時又支部は会員数も少ない小規模な支部ですが会

員同士の親密な交流、活発な意見情報交換など小さな支部のメ

6○ 

（伊賀良　鎌倉智晃）　

プレス金型・プレス加工・ワイヤーカット加工

カマクラ精工
有限会社
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リットを最大限生かした活動が時又支部の長所だと考えていま

す。

　今年度も会員同士の活動はもとより今までの伝統的行事そし

て新しい時代に向けた活動にも積極的にチャレンジしてまいり

たいと思います。次世代を担う子供達とも交流を図り事業や商

売に興味を持ってもらう事など積極的に充実した１年にしてま

いりたいと思います。今年度もよろしくお願いいたします。

支部の力を
 桐林支部 　名糖乳業㈱　塚平一人

　本年度、桐林支部の支部長を務めさせていただき

ます塚平です。当支部では、『新しい価値の創造を、

この学びの場から！！ＳＹＭＳ　４０年の縁に感謝し、学びあい、

交流の中から自らを高めよう』の重点方針のもと１年間活動し

てまいります。

　ＳＹＭＳを通じて、幅広い年代の経営者の方々と話す機会が

持て、交流を深めることができることは、自分自身を高める学び

の場としてとても贅沢な環境だと思います。

　そして、異業種の会員交流の中から一生の付き合いができる

仲間を作ることができることはＳＹＭＳの最大の魅力でもある

と思います。

　この一年、学びと交流を気楽にできる場を作っていきたいと

思います。

　至らない所も多々あるかとは思いますが精一杯やっていきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

昨年度総括と今年度方針について
 阿南支部 　㈲竜田屋　佐々木一成

　昨年に引き続き２７年度の阿南支部支部長を務め

させて頂くことになった佐々木と申します。昨年度

は、ＳＹＭＳ運営方針「温故知新　過去から未来へ」当支部重点

方針「共生」（先輩、仲間近隣支部とのつながり強化を図る）に従

い、同友会の先輩方や近隣他支部と合同で研修旅行を行い、新し

い友人、知人を作ることが出来、親交を深める有意義な旅行とな

りました。今年度も当支部重点方針を「前例にとらわれない新た

な発想をもとに　学び　行動しよう」とし、先輩、仲間、他支部と

の交流を図るとともに今年度ＳＹＭＳ運営方針である「イノ

ベーション」という事で、新しい人脈の開拓や新しい試みを取り

入れて活動をしていきたいと思います。本年度もよろしくお願

い致します。

平成27年度のＳＹＭＳ活動において
 新野支部 　㈲金田モータース　金田　進

　昨年に引き続き支部長を努めさせていただきま

す金田です。

　今年度、ＳＹＭＳ創立４０周年、また新野支店創立５０周年という

（伊賀良　原　友仁）　 （伊賀良　山口光広）　

〒395-0152  長野県飯田市育良町２丁目17番地4
TEL/FAX.0265-49-8125 携帯.090-5810-4839
E-mail:m-k-yamaguchi@nifty.com

  Yamaguchi Mitsuhiro

代 表 山 口 光 広
宅地建物取引主任者

土地・建物／リフォーム工事

育良不動産
い く　　ら

宅地建物取引業
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喜ばしい節目にあたり、この機会をありがたいチャンスと前向

きに捉え１年間頑張りたいと思います。

　今年度はＳＹＭＳ運営方針を基に、支部事業を通じ、今までと

は違った角度からの発想・見直し・新たな手段・方法を見出し、今

後のＳＹＭＳ活動や個々の事業に役立てられる会にしていきた

いと思います。

　近年、会員減少に悩まされる中、更なる支部の団結を深めると

共に、昨年度の反省を活かし、支部内での充実した活動に力を入

れていきたいと思います。

　また、地元同友会の方々との交流を増やし、世代を超えた付き

合いが出来る会にしたいと思います。

27年度ＳＹＭＳ活動に向けて
 天龍支部 　㈲上野建設　上野洋平

　平成２７年度支部長を務めます上野です。当支部は

会員数が少ない中、ブロックを中心とした他支部との交流や、地

元商工会等他団体との連携を主体に活動を行っております。本

年度につきましては、ＳＹＭＳ会長の運営方針である「イノベー

ション」を胸に活動を行っていきます。

　支部内の結束、意思疎通を今まで以上に強化しながら、他支部

及び他団体との交流を積極的に行い、その活動の中で天龍支部

の新しい価値を創造できるように取り組んで参ります。

　本年度も全支部の皆様にはお世話になりますがよろしくお願

いいたします。

これからが　スタートだ！！
 南信濃支部 　食・酒・人　たまり場　光穂　澁谷貞範
　私、南信濃支部長澁谷貞範と申します。支部長と

して２年目のまだまだ新米であります。

　南信濃は地区住民１６００名程の小さな地区で、高齢者率がとて

も高い地域です。その中で、食堂兼居酒屋を営んでおります。観

光は温泉、霊水、霜月祭り等さまざまな癒しスポットがあります。

空気がおいしい、人情深いなどとても生活しやすい所です。これ

から三遠南信の開通を見越し、いろいろなチャンスがあると思

います。観光は元より、新たな名物、売り出す事のできる発進で

きる物等、可能性に富んだ物づくりができる場所だと思います。

この地域だけでなく近隣地域との連携をとりながら、ヨーイド

ンで頑張っていきたいと思います。

7○ 
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　本年度田中会長が掲げた運営方針のひとつが、特別

委員会「Next SYMS」の設置です。創設以来着実に会

員数を増やして地域の中核を担う若手経営者団体となっ

たＳＹＭＳもここ数年は会員数の減少が続いており、

今後も卒業会員数が新入会員数を上回ることが予想さ

れます。時代の変化に対応しながら活発な活動を続け

ていくため、このような状況を受けて今後どうあるべ

きか、ＳＹＭＳをどうイノベーションしていくのかを

考える場が「Next SYMS」です。

　「Next SYMS」の主役は、ズバリ若手会員です。委

員会メンバーは１０年後のＳＹＭＳ活動を担っていく３５

歳以下の会員から選出します。もちろん常任役員や支

部長など執行部層も、今後のＳＹＭＳのあり方につい

て考えていきます。しかし本当に大切なのは未来の主

役となる若手会員の声です。「ＳＹＭＳに入会して感

じたこと」「新会員を増やすのにどうしたらよいか」

「こんな事業があったら面白い」などなど、ＳＹＭＳ

のことだけでなく地域経済の展望から自身の仕事の悩

みまで、若手同士ざっくばらんに本音で語り合ってほ

しいと思います。出された意見は常任役員会にて慎重

に協議を行い、次年度以降の活動に反映していきます。

皆さんの意見を決してムダにはしません。

　最後に、若手会員を代表して上郷支部の手塚さんに、

今後のＳＹＭＳのあり方について意見を述べて頂きま

した。皆さんにとっての「Next SYMS」を考えるきっ

かけにして下さい。

○ 

（豊丘　昼神賢児）　

有限会社  ジンズ  

代表取締役     昼  神  賢 児

hirugami@jin-s.co.jp

（豊丘　木下和章）　

特別委員会

Next SYMS
特別委員会

Next SYMS
スタート！

（伊賀良　鈴木　淳）　

（豊丘　林　智大）　

株式会社

セーフティサポート信州
専務取締役

林　　智　大 Tomohiro Hayashi

〒399-3201
長野県下伊那郡豊丘村河野7744-7
 TEL0265-35-6331　 FAX0265-35-6332

安心・未来への飛翔

（桐林　佐々木賀一）　

　「夢」を持つ事は何をするときも自身に大き

な原動力を与えます。きっと同じ夢を持った仲

間が集まれば素晴らしい力が発揮されるのでは

ないでしょうか。価値観の共有から生まれる夢

を抱く事が出来れば、田中会長が掲げる

「Innovation」新しい価値の創造につながると考えます。

　SYMSが直面している問題点、会員の減少や支部ごとに

よる活動の温度差などにも目を向け対応を考えていきます。

　また、会員の方々がＳＹＭＳ活動の中で新たに出会う仲

間と過ごす時間や体験を通じて、企業、地域に必要とされ

る次世代のリーダーとしての勉強の場となるよう、価値観

の共有と素晴らしい「夢」を抱いていただける一助となる

よう、Next SYMS委員活動を行ってまいろうと思っており

ます。

　今年度より新しく田中会長体制となりますが、新しい目

標に向かいつつ、４０年の伝統を築き上げて来られた先輩方

の意思を引き継ぎつつ、新しいメンバーの発想も取り入れ

る調整役としての委員会でありたい思います。

　まだまだ若輩者ではございますが、一年間様々な勉強を

させていただきます。

　どうぞよろしくお願い致します。
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Next SYMS
 上郷支部　伊藤製菓㈲　手塚　晃太郎
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（桐林　下嶋　茂）　

有限会社
スーパー

下條村粒良脇
TEL(0260)27-2128   FAX(0260)27-2848

下
條
産
そ
ば
焼
酎

（桐林　吉川　明）　

精肉小売・卸・手造り惣菜販売

吉　川　　明
〒395-2565長野県飯田市桐林1051-4
               　TEL・FAX　(0265)2６-77７4
               　 携帯　090-4462-9949

【経営実務セミナー】 平成２７年２月１７日（火）　千登勢

平成２６年度セミナー委員長　　　　　　

高森支部　㈲久保敷製作所　久保敷　悟

　去る２月１７日に千登勢におきまして、平成２６年度経営実

務セミナーを開催いたしました。

　２６年度のＳＹＭＳ運営方針「温故知新～過去から未来へ

～」、また重点指針であります「同友会と合同でのセミナー

の開催」に基づき、今回のセミナーを計画いたしました。

講師には株式会社丸久の代表取締役ＣＥＯであり、ＳＹＭ

Ｓ第２３代会長を務められた近藤弘様をお迎えしました。当

日は同友会の方も含め、７０名あまりの方にご参加頂きまし

た。これも講師を務めて下さった近藤様のお人柄に因るも

のと感じております。

　セミナーでは、「創業から現在に至るまで」、「人との付

き合い方、会社との付き合い方」、「人材育成、社員とのコ

ミュニケーション」、「事業承継」、「ＳＹＭＳ活動と自社の

経営との関わり」など、ご自身の様々なご経験を交えなが

らお話し頂き、内容も多岐にわたり、大変興味深い講演と

なりました。近藤講師の非常にパワフルで熱い話に引き込

まれ、あっという間に時間が経ってしまいました。セミ

ナー後には近藤様もご参加頂いての懇親会も行われ、セミ

ナーの時間だけではお聞きできなかった深いお話も大いに

して下さり、懇親を深めると共

に大変有意義な時間となりました。

　最後になりますが、お忙しいと

ころ講師を快く引き受けて下さっ

た近藤様に感謝申し上げますと

共に、ご参加下さった皆さまに御

礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

【支部表彰選考委員会・次年度役員セミナー】

平成２７年３月４日（水）　ビーラクスマツカワ

　平成２６年度支部表彰の選考および新年度正副支部長によ

る役員セミナーが開催されました。

【ＳＹＭＳ定期総会・創立４０周年記念事業】

最優秀ＳＹＭＳ賞　本店支部　　　　　
ＳＹＭＳ賞　　　　切石支部　の皆さん
特別賞　　　　　　城東支部　　　　　

選考の様子 ミーティングの様子

（桐林　竹村秀一）　

辻 本 屋
御食事処

飯田市天竜峡　TEL  27 -2159

講師の近藤弘様

本会事業報告　平成27年2月〜各事業の詳細は「SYMSホームページ」をご覧下さい!!

ご祝辞を述べる
SYMS同友会会長
小林諭史様

退任される
伊藤相談役と
三石相談役

第39代柴田会長と
第40代田中会長の

固い握手



　　 ＳＹＭＳしんきん若手経営者の会会報　平成２７年５月■日　第１３３号

◎ご注意点

　（詳しくはホームページ内の利用規約をご覧ください）

①ログオンパスワードは、当会が毎年変更設定するものと

し、変更の都度会員へ通知します。新パスワードは通知

により指定された日より有効となります。

　　なお、パスワードの変更時期・設定方法等については

会員に事前に通知することなく変更する場合があります。

②ログオンパスワードは、会員自身の責任において厳重に

管理するものとし、第三者へ開示しないでください。

③ログオンパスワードにつき盗用、流出もしくは不正使用

等の事実またはそのおそれがある場合は、当会に直ちに

連絡してください。

　　この届出に対し、当会は調査を行い、必要と認められ

た場合、本ＨＰの停止など適切な措置を講じます。

　　当会はこの届出に基づく必要な措置の手続の完了前の

トラブル等に起因する損害については、責任を負いませ

ん。

④送付上の事故

　　当会が発行したログオンパスワードが送付上の事故等

当会の責めによらない事由により、第三者がログオンパ

スワードを知り得たとしても、そのために生じた損害に

ついては、当会は一切責任を負いません。

⑤ログオンパスワードの部外者への提供を禁止します。

ひさわ薬局
TEL 0260-27-1330

名糖乳業株式会社名糖乳業株式会社
本　　　社／〒399-2564　飯田市上川路310番地
　　　　　　TEL(0265)26-7110(代)
牛乳販売部／〒395-0808　飯田市鼎上茶屋3272番地
　　　　　　TEL(0265)24-2222(代)
中津川営業所／〒509-9132　中津川市茄子川
　　　　　　TEL(0573)68-5360(代)

● ●● ●

再生紙を使用しています。

（桐林　中村哲也）　 （桐林　塚平一人）　

編　集　後　記

　この度ＳＹＭＳ会報第１３３号の編集長を務め

させていただきました城東支部の鈴木です。

激動する時代の中、会社の代表を務める者にしかわからな

い悩みやプレッシャーを抱えている方は多いと思います。

情報委員会では支部の活動を報告しあいＳＹＭＳホーム

ページに投稿することでそれを見た会員様自身や支部の視

野を広げ、向上へのヒントを提供するという大切な役割だ

と感じました。これからもできるだけ多くの方にＳＹＭＳ

ホームページを活用して頂き、支部会員皆様の発展に繋

がっていく事を期待しております。

　最後になりましたが、会報制作にあたり関島委員長始め、

三浦副編集長や情報委員の皆様のご尽力賜りましたことに

心より感謝申し上げ、編集後記とさせて頂きます。
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編集長　城東支部

㈱丸富　鈴木康仁

　この度、ＳＹＭＳ会報第１３３号の副編集長

を務めさせて頂きました上郷支部の三浦史光

です。

　今年度は「ＳＹＭＳホームページ」を会員の皆さんに

知っていただこうと委員会一丸となって頑張った１年だっ

たと思います。今までは他支部の活動内容を知ることはほ

ぼ無かったのですが、どんなセミナーをしているのか？ど

こに旅行に行ったのか？など、今まで知ることのなかった

ことを知ることが出来る素晴らしい情報共有ツールだと思

います。ぜひ、会員の皆様もアクセスしていただき、活用

いただきたいと思います。

　最後になりましたが、会報制作にあたり関島委員長、鈴

木編集長をはじめ情報委員の皆様にご尽力いただきました

ことに心より感謝申し上げます。

副編集長    上郷支部

 ㈱Aid エードでんき　 三浦史光

会員専用ページログオンパスワードの変更について

　２０１５年度のＩＤ・パスワードは、以下の通りとさせて頂

きます。

　ご注意：平成２７年５月２７日（水）９：００に変更します。

ＳＹＭＳホームページ

※毎年変更となるパスワードには法則性はありません。

※ＵＲＬは　http://syms.bz/　です。

ＩＤ：******  パスワード：******
　　　　　　　　　　　　　　　　（半角小文字）

平成２６年１２月１９日に発行致しました１３２号におきまして誤りがあり

ました。

〇表紙右下掲載のＳＹＭＳ４０周年記念事業方針のルビ

（誤） 軌  跡 を 辿 り現在を見つめ感謝の気持ちを持って
き せき たど

 未  来 へ繋げよう
い ま

（正） 軌  跡 を 辿 り
き せき たど

 現  在 を見つめ感謝の気持ちを持って未来へ繋げよう
い ま

　以上の通り訂正させて頂くとともに、深くお詫び申し上げます。

２０１５年度総会資料におきまして、誤り・脱字がございました。
〇12ページしんきん若手経営者の会会則一部変更の件

（誤）第5条（会員の資格）に（5）を追加
（正）第4条（会員の資格）に（5）を追加

〇１９ページ切石支部２０１５年度重点方針

（誤）・企業ものづくり　現場研修
（正）　自由な発想と変革に挑戦　
　　・企業ものづくり　現場研修

　以上の通り訂正させて頂くとともに、深くお詫び申し上げます。

お詫びと訂正


