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SYMS45 周年Web会談

田中第40代会長 × 澤柳直前会長 × 谷口会長

オンライン（webex）にて10月28日（水）18：00～19：00

今年度は SYMS45 周年であり、新たなスタートを切る行動のきっかけとなってほしいとの思いから「SYMS 活動を通じた学
びを自社の経営に活かす」をテーマに Web 会談を開催致しました。SYMS 活動を通じて、自らがどのように変化し、会社経営
にどのように活かせたか、そして SYMS は今後どうあるべきか等、忌憚のないご意見を頂きました。田中第 40 代会長、澤柳
直前会長、谷口会長、貴重なお話をありがとうございました。必見です。

質問①入会に至った経緯。その当時の SYMS の印象はど
のようなものでしたでしょうか。
谷口会長 修行を終え 27 歳の時に帰省し入会は 28 か
29 歳でした。
友達以外との交流は無い中で、
同友会であっ
た父より、
「鼎の経営者の方々との交流もあって勉強もあ
り楽しいぞ」と話があり、交流ができて楽しいんだと軽
い気持ちで入会しました。当時は勉強より交流目的であり、
経営における位置付けは全く皆無でした。鼎支部に先輩
も後輩もいたので、懇親会や交流目的で楽しく支部活動
に参加していました。
澤柳直前会長 20 代の後半の頃に SYMS に入会しまし
た。当時消防団の先輩が SYMS 会員であり、
「飯田信用
金庫の会は集まって、飲み会もあり、たのしい会」と紹
介があり、色々な人との出会いが出来れば良いかなと考
え入りました。
田中第40代会長 23 歳まで関東方面で石の修行をして
いました。飯田に帰省した時には親が本人の承諾も無く
知らぬ間に入会していました。印象としては飲み会が多く
楽しく交流する会だなと思っていました。今思うと地元に
戻りだれがどの企業の社長さんや息子さんかが分かりと
ても貴重な時間だったと思います。
（画面上に SYMS に
入った若い頃の写真を見せてくれ、一時談笑）

谷口会長

質問② 自らにとっての SYMS は入会から会長になるま
でどのように変わっていきましたか。
谷口会長 位置付けが変わったのは本会の委員になっ
てからです。セミナー委員から一気に交流範囲も広がり
SYMS の仕組みも少し理解できていきました。一回も休
まずセミナー委員会に出席し、皆勤賞。今思えば真面目
だったと思います。その後、副会長、会長と SYMS の
位置付けは段々大きくなっていきました。仕事でもそうだ
と思いますが、自分の環境が変わると見え方、考え方、
そして行動も変わってきます。自覚や責任も出てきます。
それと同じような感じです。昨年、今年に関しては毎日
SYMS の事を考えており、片時も忘れることはない状態
です（笑）
澤柳直前会長 当時、消防団、商工会青年部をやって

いたため SYMS だけ注力することは無かったが、消防団
を退団した後に、委員会参加を依頼され本会活動に参加
しました。それまでは上郷支部の情報のみだったが、他
支部の人との情報に触れ、支部単位の交流が SYMS 全
体に大きく広がりました。ただ楽しいから、SYMS の中
から学びを得ようと考えが変わってい
きました。
田中第40代会長 20 代は幽霊会員
でした。SYMS に参加すること＝飲
み会だった為、家族からあまりよく思
われていませんでした。30 代に交流
委員会の依頼を受け初めて本会に出
向しました。当時はいろんな会に誘わ
れれば入って中途半端な立ち位置で
したが、本会に出向してから人と出会
える楽しさを知り、支部代表としての
責任感も芽生えました。中途半端は
いかんと思い他の会はほぼ辞めて SYMS １本に。どうせ
やるなら一生懸命！少しでも会を良くしていきたいという思
いで、いつの間にか会長になっていた感じです。
質問③ SYMS の存在が大きく変わったタイミングがあ
れば教えて下さい。
澤柳直前会長 支部長になった時です。それまで自分の
勉強や交流だけだったのが、支部長になると支部会員を
どのように勉強、セミナー、交流をしてもらうか、支部運
営を始め大きく変わったと思います。それがなかったら本
会に入り会長になるまでのプロセスがまた苦しかったと思
います。支部長をやったことが良かったなと思いました。
田中第40代会長 31 歳の時に父が他界した事。急に
現場職人から引き継ぎなく経営者となったので、今まで
何も考えずに過ごしてきた生き方が情けなくすごく焦りま
した。そして自分自身の人脈の無さに気付き、それを補っ
てくれる SYMS という場所がこんなに近くにあったと思っ
てから一生懸命になり、本当に良い場であると思えるよう
になりました。幽霊会員だった時に出会えていたはずの方
と出会えなかった事が一番の後悔です。頼れるのは自分
しかいない状態だったので SYMS の存在は有難かった。
谷口会長 久保敷第 41 代会長の時に副会長にならせて
頂いたのがターニングポイントです。前年、田中さんが会
長時期の12月から参加した常任役員会の内容に圧倒され
「場違いなところに来てしまった」が正直な気持ちでした。
SYMS について理解が浅かったため、常任役員会の内容
に本当に驚きました。一人一人の責任感、使命感、考え
方等全てが新鮮でカルチャーショックを受けましたし、自
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分も頑張らなければいけないなと感じた瞬間でもありまし
た。SYMS の活動に対して自分の意識の低さに反省をし
た瞬間でもありました。
質問④ SYMS 活動はどのように自社の経営に活かせた
か。またはどう活かしているか。
谷口会長 SYMS 活動では、セミナーを通じて知識を得
ることはもちろんですが、異業種の経営者との
交流はセミナーから得る知識と同じように勉強
になると思っています。すばらしい経営者が沢
山いますので成功談、失敗談を聞くことにより
疑似体験ができ勉強、刺激になります。様々な
人の考えがあり、自分にないものと触れ合うと
特に刺激を受けます。また、会員同士お互いを
リスペクトしているというのも素晴らしいことだ
なと感じています。取引をスタートした人もいま
す。セミナーでの内容を実践したり、悩み事の
相談などができるのも魅力、昔に比べたら自分
に対して少し自信が持てるようになったかなとも
思います。SYMS に入ったから売上が伸びて、
利益が出て、
会社が大きくなる訳ではありません。売上を伸ばす、利益
を出すために経営者が学ぶきっかけとか刺激とかの動機
付けを与えてくれる場所として経営に活かしています。
澤柳直前会長 谷口さんと一緒です（笑）
田中第40代会長 ほぼかぶっている（笑）
澤柳直前会長 セミナーで得た知識は会社経営に活かし
たいです。自分で進んで勉強する性格ではなく、誰かに
お尻をたたかれないとなかなかできないので、その点は
SYMS に入っていて良かったと思っています。また、交流
で出会った人達とビジネスパートナーになれたというのは
もちろんですが、それ以外に人生を豊かにしてくれる仲間
ができたというのが一番良かったなと思っています。
田中第40代会長 前半はほとんど谷口会長と一緒です。
僕らの時には広域連携事業（浜松・岡崎・京都・SYMS
の 4 団体）で他地域と交流をしていました。県外の大都

市の経営者の人達と話すと自分が更に小さく感じ、レベ
ルの低さを痛感して勉強のために本や新聞を読んだりする
ようになりましたね。あれは本当に恥ずかしかった。また、
金庫の役職員の方達と仲良くなれ、自分を知ってもらうこ
とでスムーズな事業支援をして頂けたのかなと感じていま
す。会員さんはもちろん、しんきん役職員の人達との出会
いも経営に活かせていると思います。
SYMS って与えられる場所ではなく求めていく場所なん
です。与えられると思うとメリットに繋がり、与えられない
とメリットが無いという感じになってしまう。自分が幽霊
会員の空白の 10 年くらいを本当に後悔していて…。人と
の出会いって宝ですよね。SYMS でいろんな人と出会え
るのは貴重な場であるので、積極的に参加してほしいで
す。参加するもしないのも自分が源なので、一歩勇気を振
り絞ってもらって、危機感を持ってほしいですね。SYMS
は 2 代目が多いと思うんですけれど、いつ社長さんや親
がいなくなっちゃうかもしれないし、
「いつまでもあると思
うな、親と金」これ僕の座右の銘なんですけれども、い
なくなってから動き出しては遅いので、今いるうちに一歩
踏み込んで積極的に参加して欲しいです。
質問⑤ コロナ禍による影響や変化。 それらをどう乗り
切っていくのか。SYMS 会員の学びを変えるとしたらど
う変えていくべきでしょうか。
谷口会長 コロナで仕事が激減し考える時間が沢山あり
ましたので、今後の会社の方向性を考えました。コロナ
禍で必要不必要なものが会社、プライベート、SYMS で
も線引きが出来たと思います。ですが、SYMS は、経営
者の資質の向上を図る場ですので学ぶ目的は変わらない
と思います。コロナ禍で限られた活動の中、今後は今ま
でに捉われる事なく大胆な改革が必要になると思います。
After コロナの中では行政、企業だけでは難しい時代に
なってくると思いますので、官民一体となって考える機会
や勉強する機会を増やしたり、飯田下伊那以外の連携等
も視野に入れ経営者自身が広い視野でものが見られるよ
うな場を設けていく必要があるのではと感じております。
澤柳直前会長 （谷口会長の話を聞いて）言うことない
です（笑）。会社は不透明な業界なので、新しい事をと考
えておりますが、なかなか答えが出ないです。SYMS とし
てのコロナとの付き合い方は谷口会長がおっしゃった通り
だと思います。コロナ禍によりオンラインで会議やセミナー
を行っていますが、今後はコロナ禍に左右されず普通に
なると思います。わざわざ遠い所から陸の孤島の飯田に
３ プリンター・コンサルティング

D

（山本

鈴木一清）
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代表取締役

浜島 郁人

IKUTO HAMASHIMA
Email:ihamashima@iida-crt.co.jp

いいだクラフト株式会社
〒395-0244
長野県飯田市山本4828
Phone:0265-48-9084
Fax:0265-48-9085
Website：iida-crt.co.jp

（山本

浜島郁人）
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講師に来て頂かなくとも、東京や海外からオンラインで繋
いでできる、そんな時代になったということを SYMS 会
員の皆様も認識して頂ければと思います。
田中第40代会長 私達の業界って、ほぼ中国から石材
や製品を輸入しています。コロナが中国で発症し、旧正月
も重なり工場が 2 か月止まってしまった。本当にどうしようとい
う時期があったのですが、補助金を上手く活用させて頂きま
した。小規模事業者持続化補助金を初めて採択され、IT
補助金も採択されました。それらを活用しスマホ用のホーム
ページを作ったり、消費者へ向けたお墓の啓蒙活動を行っ
たりと今までにない新しい試みができました。補助金は会社
を進化させるステップの一環でもあります。助成金関係のセ
ミナーを開催すれば会員さんの為になることだと思うので、
ぜひ取り組んでもらいたいです。今回特に感じました。
質問⑥ 関連しますが、SYMS は今後どうあるべきでしょうか。
谷口会長 難ですね。人口減少に伴い SYMS 会員も減
少しています。この状況は間違いなく続きます。たとえ会
員が少なくなっても、研修や交流を通して若手経営者とし
ての資質の向上そして地域社会の発展に貢献する SYMS
の目的は変わりません。変えてはいけないと思います。若
手経営者らしく、若手経営者だからこそ、自分達の成長
が実感できる団体でないと SYMS の価値は少なくなると
思いますのでこれからも経営者としての学びを追及する団
体であって欲しいと思います。その目的達成のために、大
きく体制を変えるのも一つの手かなと思います。必要不必
要を精査し、時代に即した変化を行い、自分の企業の未
来を語るのと同じように、飯田下伊那の未来を語ることが
でき、ゆくゆくは行政にものを言える SYMSになっていけ
たらすごく素晴らしい事だなと思います。
澤柳直前会長 その時々の会員さんによるのかなと思い
ます。まさに不易流行だと思います。SYMSは何をやるべ
きか決まっている団体です。本質は変えずに、その時代
に合わせた変化が必要です。一番の本質は、SYMSに入っ
て勉強をして、会社が繁栄し、地域が盛り上がるところだ
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と思います。それを踏まえてやればいいんじゃないかなと
思います。
田中第40代会長 経営者ってすごい孤独なんですよね。
同じ悩みをかかえている社長や若手経営者が沢山いる
中、本気で話ができる仲間を一人でも多くこの会で見つけ
て欲しいと思います。そのために積極的に参加して、自
分をさらけ出して相談できる仲間を探して欲しいと思いま
す。たった数か月でこれだけ社会情勢が変わり、SYMS
自体も大きく変える時期なのではと思います。会員が減る
のであれば、SYMS の定年を延長するのも一つの手だと
思います。問題を後回しにしないで、きちっと詰めて次世
代に残していく事が重要だと感じます。信金さんがバック
ボーンにいる大きな会です。信金さんと新しい生活様式
の中、SYMS 活動とはなんなのか、次年度からどうして
いくのかを本会でしっかり協議して欲しいというのが希望
です。
質問⑦ 新会員や入会間もない会員へのメッセージ
谷口会長 SYMS は求めれば求めただけ自分に還ってく
る、これが SYMS だと思います。SYMS との関わり方次
第で、もっと自分が成長する可能性が十分ありますので、
積極的に自分から参加して頂きたいと思います。まずは
SYMS の楽しさを知ってもらいたい。さらに委員会をやる
と SYMS の位置付けが変わり、価値観も変わってくると
思います。委員会、支部長、そして常任役員へと、自分
がやりたいこと、学びたいことを実践して、その楽しさを
味わって頂きたいと思います。
澤柳直前会長 コロナ禍で自分の会社も大変だと思いま
す。しかし、こんな異常時にどう動けるかは、経験や学
びの中で出てくるのかなと思います。そういったものをぜ
ひ SYMS で見つけて頂ければと思います。リアルに人に
会えない状況ではありますが、オンラインによるセミナー
や交流を活用してもらってニューノーマルを楽しんで頂き
たいと思います。
田中第40代会長 谷口会長と澤柳直前会長が、私たち
が受け継いできた SYMS スピリッツを継承してくれた事
に心から感謝します。まさにその通りで私が特に言うこと
はないですが、強いて言うのなら SYMS 活動に熱くなる
のもいいんですけれども、家庭を大事にして、会社を大
事にして、従業員を大事にして、それがあっての SYMS
であります。上手く自分の中でバランスをとって上手に会
を活用して、ぜひ自身のリアルを超えてください！

おかげさまで弊社は令和３年１月26日をもちまして
創立50周年を迎える運びとなりました。
これもひとえに皆様方の厚い支援とご愛顧の賜物でございます。
ここに心より感謝を申し上げます。
〒399-3202

有限会社

イワサキ自動車

〒399-3202

岩崎 廣文
社員 一同
豊丘

長・活・木（ながいき）の家
代表取締役

長野県下伊那郡豊丘村神稲3056-1

代表取締役

地域に根ざした住まいづくり

岩崎達成

田

中

順

人

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲9050-1
TEL（0265）35－3908 FAX（0265）48－0186
携帯電話 ０９０-２１７８-２７１１
豊丘

田中順人
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会報から見る SYMS
活動の記録と学び

内

容

４５周年を迎え、会報も今号で１４４号と歴史を重ねてきました。
いまここで過去の会報を振り返ると様々な活動を通して、切磋琢
磨し学んでいる先輩方が輝いて見えます。 時代の流れとともに
SYMS 自体も変化し、常にリアルを超えてきている事が感じられ
ます。今回 SYMS ホームページの会員専用ページ内にある
「会報」
のページを大量にアップデートしました。未アップでした５６号から
１２９号を掲載し、より多くの号を閲覧することができるようになり
ました。会員専用ページ、
トップページの「会報」のバナーをクリッ
クいただき是非ご覧ください！
情報委員会では、その中でもおすすめのページを紹介いたしま
す。皆さんも一緒に過去の会報から学びを得ましょう。

理

会
報
番
号

由

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。
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会報発行の意義は SYMS の立ち上げに大きく関わった横田さん執筆の記事です。会報発行の意義に触れており、
1
極めて大きい
現在にも共通するのではないかと思いました。

2

社長専門コンサルタント 昭和 53 年発行の会報で、私の生まれた年ですが、42 年前の記事を今読んでもなるほどと
3
のセミナー記事
思うところが多々ありました。

2

いよいよリニアの工事が始まったが、昭和 55 年時点でリニアにどの様な展望を描いていた
10 4
かが面白いと思います。

リニア記事
MPP 幹部特訓

SYMS 中堅幹部実務研修大学という泊まり込んで全体で勉強をしている面白い記事です。

20 6

アルコールと
健康

アルコールはうまく付き合えば楽しいですが、過剰に飲んだり飲酒運転してしまったら取
り返しのつかないことになります。あらためて自分の酒量と付き合いかたを考えさせられ 24 12
ます。

SYMS ソング
歌詞決定

今も歌い継がれる SYMS ソング発祥記事

29 4

会則改正 正会員と どのような背景で満 45 歳と決まったのか。そして 70 歳現役社会の風潮が漂いつつある今
新設 OB の枠組み の時代、経営を引き継ぐ年齢も共に高齢化していく若手経営者の概念とは何かを考えさせら 33 2
が満４５歳で承認 れました。
63 年度 SYMS
運営方針
伊賀良支部
中国視察団

運営方針が今の時代に必要な方針と感じます。昭和から平成、令和に変わり時代は加速する様
に下伊那郡の若手経営者が仲間と交流し、学び合い、温故知新、会社を守り続けていく必要性を 34 2
感じた記事です。
支部旅行で中国へいってしまうという、今では考えにくいバブル？っぷり。笑
今と中国の関係も違っていたのだろうと推測できる記事です。

1989年当時は、

歴代会長語るのシ 初代会長の「原点を想起し新たなる前進を」創刊号の記事と併せて原点を振り返るにはい
リーズより
い記事です。

36 3
46 5

異業種交流は今

現在と過去の異業種交流変化等の違いが気になる記事です。

52 2

わが町、わが村

平成 4 年今や当たり前にある飯田市立病院が開院された記事 ここからアップルロードが
55 7
長くなり何年か後 飯田信用金庫名古熊支店も開設されていく記事歴史を感じます。

地域を考える 1

飯伊の人口構造と産業界に及ぼす影響 高齢化、若年者、生産人口の低下、婚姻の減少、少子
化、25年以上経っても問題が問題のままで全然改善されてないのが恐い記事です。

創刊 100 号記念

会報の歴史を振り返っており、当時の会長や支部長からのコメント、委員会での座談会な
100 1 ～ 9
どが掲載されているほか、バックナンバーも一部あって歴史を感じられる内容です。

スマートフォン
セミナー

私自身も参加させていただきました。今でこそ当たり前となりましたが、10 年という時の
129 9
流れを実感しました。

55 8

各 5 周年ごとに発行されている周年誌で SYMS の原点である米百俵の精神を忘れないため
にもお勧めします。

周年記念誌

池 端工業株式会社
取

締
いけ

役
はた

池端

そう

いち

ろう

崇一郎

〒399-1311

長野県飯田市南信濃和田1012
TEL：0260-34-2131 FAX：0260-34-2132
天龍・南信濃

池端崇一郎

天龍・南信濃

小林大悟
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支部活動（慈善活動）報告
本店
支部

追手町小学校への支援事業
神稲建設㈱ 窪田

支部長

大介

追手町小学校のみなさんへ
わたし

なか

わか て けいえいしゃ

ぐ

る ー

ぷ

し ー

む す

私たちは「しんきん」の中の若手経営者のグループ、シームスと
い

し ー

む す

と しょ

げん き

言います。シームスからみなさんへ“図書カード”と“元気しお
とど

さい きん

がっ こう

やす

ひ

おお

うち

り”をお届けします。最近は学校がお休みの日が多いなど、お家
なが

じ かん

おも

す

ほん

か

よ

に長い時間いたと思います。ぜひ好きな本を買って読んでみて
わたし

おう えん

ください。私たちはみなさんを応援しています！

６月１９日
（金）に本店支部として「図書カード」並びに「元
気しおり」を追手町小学校へ寄贈致しました。
新型コロナウイルス感染拡大により政府より外出自粛要請が
発令され、SYMS 事業も活動自粛となりました。支部活動がま
まならない中でしたが、飯田市内の小中学校が一斉臨時休校
となった状況に、未来ある子供たちに喜んでもらえる SYMS 事
業をおこないたいと検討を重ね事業化致しました。
丘の上の街並みに何気なく溶け込んでいる追手町小学校で
すが、昭和４年（１９２９年）
に新築され、登録有形文化財（平
成１７年１２月２６日 国登録）
の指定をうけております。追手町小
学校校長先生より、昭和２２年
（１９４７年）
の飯田大火でも校舎
は残ったという歴史をおうかがいしました。追手町小学校の生徒
達は校舎の歴史について飯田大火も含めグループ学習で学ぶ
とのこと。学習を通じ「生徒達は文化財登録をされた学校を誇
りに思っている」とおうががいし、また「生徒たちは校舎の保
存を意識し日々の清掃を一生懸命おこなっている」とのことでし
た。子供の時期より文化財に触れられ、また、文化財の尊さを
若いうちから肌で感じられる環境に羨ましさを感じました。「スク
ラップ＆ビルド」が主流の現代において、古き良きものを保護し
継承していく意義について考えさせられました。
少しばかりの図書券の寄贈ですが、
SYMS の米百俵の精神
「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日
の一万、百万俵となる」ではないですが、次世代を築く子供たち
の成長の糧に少しでも貢献できたなら喜ばしいと思います。
この事業におきましては、飯田信用金庫様のご賛同及びご協
賛、
事務局の矢澤さんにご協力を頂き実現することができました。
ありがとうございました。

城東
支部

第 144 号

献血活動が厚生労働大臣より表彰
支部長

㈱飯田扇屋塗料 塩沢

貴弘

ＳＹＭＳ城東支部では、毎年１１月に支部の伝統事業と
して、また第２ブロックのブロック事業として献血を行っ
ています。今年も１１月９日の午前中に、飯田信用金庫城
東支店駐車場をお借りして開催しました。
毎年、支部会員はもとより会員企業の社員さま、また他支部
の会員の皆様にもご協力をいただき、４０名程度の参加をいた
だいております。今年は新型コロナウイルスの影響と半日開催と
いうこともあり出足が心配されました。しかしながら、今回も４０
名以上と多くの方にご参加をいただき無事開催することがで
き安堵いたしました。ご協力いただいたすべての方にこの
場をお借りしてお礼申し上げます。
毎年多くの会員や関係各位のご協力をいただき行ってき
ました献血ですが、今回で２７回目を数えます。SYMS 城
東支部は今年度、長年にわたる献血活動への貢献が認めら
れ、厚生労働大臣より感謝状を賜ることとなりました。7
月２７日に飯田合同庁舎にて授与式があり感謝状を頂戴し
ました。拝受するにあたり、まさに先輩方が長年にわたり
積上げられて来た支部の伝統が評価されたということで、
我々もこの活動を今後さらに発展させ継承していかねばな
らないと今一度身が引き締まる思いがいたしました。
今年度は新型コロナウイルスの影響で献血協力者が減少
していると聞きます。血液は輸血を必要とする患者さんの
命を繋ぐため必要不可欠なものです。献血は新型インフル
エンザ等対策特別措置法において事業の継続が求められて
おり、不要不急の外出にはあたりません。地域の医療に貢
献できる一番身近な慈善事業でもありますので、機会があ
ればぜひ多くの方にご協力をお願いいたします。献血で心
も体もリフレッシュ！

エム エス ファクトリー
前野
〒399-3202

敏彦

長野県下伊那郡豊丘村神稲5017-2
TEL （0265）３４－３０５０
FAX （0265）３４－３０５２
E－mail m.s.f@siren.ocn.ne.jp
豊丘

前野

敏彦

本
店：飯田市主税町 18
TEL:0265-59-7011
事業センター：高森町下市田 2097-1 TEL:0265-35-2511
支店・営業所：長野・中信・木曽・東京・名古屋・浜松
辰野・軽井沢 他
本店

窪田大介
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桐林
支部

献血事業を行なって
支部長

ひさわ薬局 中村

喬木
支部

哲也

当支部では毎年８月に献血を行っております。今年で１３回目と
なりました。
今年は８月２１日
（金）
午前中に開催しました。
献血を行うにあたっての注意点を予め確認したく、
日本赤十字
社のHP を見たところ、感染対策や安全対策をしっかりと行い、
献血を行う方法の説明がありました。
また、
今年はコロナ対応とし
て、献血中もマスクの着用が必須となりました。私は２０年前に献
血して以来、
暫くぶりに昨年より献血をすることになりました。
その
頃の献血と言えば、若
くて元気な方のみが献
血をするものと考えてい
たのですが、
HP には、
献血のできる方や年齢
も大分幅が広がってお
りました。初回の方でも
年齢は１６歳から６４歳
までできます。薬の服用
をしている方でも献血が可能な場合が多いです。
( 薬剤の種類
は確認が必要です）
今回党支部での献血車での献血は４００ml 全血輸血なので、
体重５０㎏以上や血色素１２.５以上など献血のできる方が限定
されてしまいます。
また手術や外国への旅行などあるときは問診
にて聞き取りが行われます。
これを踏まえて、
当支部での献血は入口→支店内会議室にて
献血者登録、問診、検査→駐車場の献血車での献血までを一
方向順路にて動いてもらいました。
実際献血してみると全体で２０分ほど、献血自体は５分ほどで
終了しました。思ったよりも早く終わる感覚です。
支部でも消毒薬や、
マスクを用意しておき、
献血希望の方が持
参していなくても使用できるようにしました。昨今のコロナ禍で献
血される人数も減少傾向と聞きましたが、今回の献血に関して、
広報を限定して行っていたのですが、参加者の中には当日献血
バスを見て参加された方も居りました。今回１９名も参加していた
だきありがとうございました。
献血は事故や血液疾患の病気に
使用する以外にもガン等の手術時に
も必要であり、一定量の確保をしな
ければなりません。私たちは、
若手経
営者の会であります。投薬治療など
行っている方でも参加できます。
ご興
味がありましたら今後も行う予定で
すので、参加のほどよろしくお願いし
ます。

本店

佐藤満美香

第 144 号 7

アマビエステッカーを配布
支部長

㈱ふくやま 福山

尚樹

２０２０年３月新型
コロナウイルスの感染
が拡大し、ここ飯田市管
内でも感染者が発生しま
し た。そ れ に 伴 いSYMS
活動も自粛が続き、例年
行っていた総会や通常の
支部事業を行うことが出来なくなってしまいました。
喬木支部でも感染対策の為ZOOM を活用したオンライ
ンでの役員会を定期的に行ってきました。
ある時、会員である地元神社の神主である忠平さんから
ご提案を頂きました。雨宮印刷さんと協力し「アマビエス
テッカー」を作成したのでSYMS で活用できないかという
内容でした。
妖怪アマビエは、疫病が流行る事を予言し、その姿を書
き写した絵を人々に見せることで疫病を除災させたと言
われ、その逸話から「疫病退散」の妖怪として注目されて
いました。
９月が近づくと、喬木村でプレミアム商品券が発行され
ることが決まり飯田信用金庫喬木支店もその交換場所に
なるという情報が入りました。そこで、交換に来ていただ
いた方々に特別にアマビエステッカーを渡す事を考えま
した。事務局と相談し役員にて協議を重ねた結果、飯田信
用金庫の感染対策に則り職員の方がステッカーを渡して
いただく事で感染リスクも防ぐことができる上で地域貢
献ができそうだという事で実施を決めました。
南信州新聞さんに取材に来ていただいた事もあり村民
の皆様には大変喜ばれ、おかげ様で予想を上回る交換数を
いただく事ができました。
新型コロナの影響で「できない」ことが増えてきました。
しかし、そうした中でも「どうした
らできるか」を考え行動していくこ
とはこれからのwith コロナの時代を
生き抜く為には必要だという事を改
めて感じました。今後も引き続き「で
きること」を考えていければと思い
ます。
末筆となりますが、忠平さん、雨宮
印刷さん、喬木支店の皆様と関係者
の皆様には多大なご協力をいただき
ありがとうございました。この場を
お借りして厚く御礼申し上げます。

本店

中村美咲
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名古熊
支部

鼎中学校出前講座・職業講話
支部長

㈲ハリカ飯田

中沼

大島
支部

慎一

当支部の継続事
業であるキャリア
教育事業として、今
年度も鼎中学校に
出前講座、並びに職
業講話をさせてい
ただきました。コロ
ナ禍の影響で各1 社
の参加となりましたが、まず出前講座では有限会社中島建
築所の中島監事が講師として伺い、
2 年生の生徒さんに45
分の講義を2 回行いました。自己紹介、本講義の目的を話す
ことから始め、建築業・設計事務所の話し、社会人として
大切なこと、経営者として仕事で大切に思っていることな
ど、スライドも用いてお伝えしました。質疑応答の時間で
は、楽しい雰囲気で笑顔もある中、真剣に話しをノートに
書き込む生徒さんたちとの話しから、一昔前との生活の変
化、教育の変化、外部環境の変化など気付かされることも
多かったです。
また職業講話では1 年生約120 名の前に支部長の中沼が
立たせて頂きました。会社紹介、事業内容の説明後、時間の
大半を生徒さんからの質疑応答に使いました。つい数か月
前まで小学生だった生徒さんたちなので、仕事に対してま
だ希望も不安も分からない状態。仕事に対する堅い質問ば
かりでしたが、出来るだけ分かりやすく噛み砕いてお話し
するよう努めました。仕事というのは私たちの生活すべて
に息づいている、すべての仕事が世界の誰かの役に立って
いるからこそ、人と人とのつながりがどれだけ大切なの
か、ということが少なからず伝えられたのではないかと思
います。
12 歳、
13 歳という齢で社会の一端に触れることが出来る
キャリア教育事業は、非常に長い目で未来を見て考えなけ
ればいけない事業であり、それを出来るのは日々仕事の現
場でお客様の為、会社の為、地域の為に働いている我々社
会人が取り組むべき事業です。この事業を通じて子どもた
ちが、たとえほんの少しでも社会に、仕事に興味を抱き、い
ずれは地域の為、世界の
為に活躍してくれる大人
になってくれることが、
私たち全員の未来を明る
いものにすることを信じ
ています。

第 144 号

松川中学校「しごと☆未来フェア in 松川」
情報委員

久保田印房

久保田光毅

松川中学校にて、
『 夢 』～みんなの 未
来につなげていこう
～可能性は無限大と
いうテーマで『しごと
☆未来フェアin 松川
２０２０』が９月２、
３日
に 開 催 され、
SYMS
会員の企業もこのイベントに出展を行いました。
しごと☆未来フェアin 松川２０２０は、
松川中学校がキャリア学
習の一環として行っているもので、松川中学校生の将来につな
がるきっかけや、地域の人達の働き方から多くの事を学ぶ事を目
的としています。
出展企業は、合同企業説明会のようにブースが
与えられ、決められた時間内にブースへやってきた生徒たちに、
自社の仕事内容の説明や、体験、経営者のお話などを聞く形に
なります。
中学生にとって高校進学からその先にある将来を見据えてい
く事になる大切な時期です。
しかし、実際にどんな仕事が世の中
にあり、
どんな内容で、
どうやってその職に就いたのかはなかな
か知る機会がありません。特に地域のお仕事となると意外と知ら
ないものです。
出展する企業としては、
就職希望者向けの会社説明会とは違
い、
将来を見据え興味を持ってもらうことを目的とした出展内容と
すべく工夫を凝らす形となります。
また、
中学校の実行委員会所
属の生徒さんたちと事前にディスカッションを行う機会も設けられ
ており、
出展内容に関して、生徒たちが求めるもの事前にリサー
チできるようになっていました。
しごと☆未来フェア終了後早速出展企業を訪問した生徒さん
も居たそうで、
既にキャリア教育としての成果を発揮しつつあると
思います。
しごと☆未来フェアへの
出展は地域の中学生に仕
事を知ってもらういい機会で
あったと思います。
このイベ
ントを通して将来中学生が、
地元での就職を考えてくれ
る可能性も大きくなるかもし
れません。地域を盛り上げて
いく為にもこういったキャリア
教育への積極的な参加は我々の将来を見据えているとも言える
かもしれません。

伊福屋商店

有限会社

新鮮野菜・美味しい果物
に心を込めて
本

店

長野県飯田市追手町１丁目４番地
☎ （ 0 2 6 5 ）2 2 −0 3 8 5

FA X（ 0 2 6 5 ）2 2 −0 3 6 6
本店

福澤弘毅

本店

菅沼雄技
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横田農園
横田 寿幸 山本支部 Issei’s Barber Shop
鈴木 一清
飯田市上郷で農業を行って
本年４月よ
り飯田市山本で
いる横田と
申
し
ます。
本店支部 有限会社大野商店
１００年続く理容店の４代目と
キュウリ、ハツカダイコン、
（屋号：オオノインテリア）
して当店を OPEN。
市田柿を栽培、生産してお
野邑 充広
男 性 専 門 理 髪 店 で あり、
皆様初めまして。当店はカー ります。宜しくお願い致します。
様々なカルチャーからその
人にあった
テン・ブラインド等の窓周り 城東支部 イイダメンテ 中島 陽平
製品やカーペットの小売店
飯田市座光寺にてイイダ Only1 のスタイルを提供・提案しお客様の
を営んでおります。新型コロ
メンテ代表を務めており 容姿を「よりカッコ良く」をモットーに責任
ナの影響で苦境が続く中ですが、地域の
ます。空調設備・衛生設備 を持って接客・施術させていただいてます。

新会員紹介

活性化に向けて活動に取り組んで行きたい
と思います。宜しくお願い申し上げます。
本店支部

㈱ MIURA 供給センター
三浦 大輝
本年度よりSYMS 本店支部
に入会しました三浦大輝で
す。弊社は県内で LP ガス
の配送業務をしております。
若さ溢れる活気ある会社です。
私は二児の父で趣味はボルダリングです。
SYMS を通して様々な業種の方々と交流
できるのを楽しみにしております。よろしくお
願い致します。
伊賀良支部

株式会社 T-FD WORKS
髙山 竜男
株 式 会 社 T-FD WORKS
代表取締役髙山竜男と申し
ます。
弊社の事業内容は、主に建
物の基礎工事でありますが、その前後作
業である解体工事、水道設備工事等も請
け負っております。基礎工事に関しては、
建設業許可の取得、解体工事は長野県
の業者登録、水道設備工事では飯田市
の指定工事店に登録するなど、資格、許
可登録も積極的に行っております。短い期
間ですがよろしくお願いいたします。

城東支部

を中心に、住宅から工場、 大島支部
温泉施設等様々な設備の修理、メンテ
ナンスを行っております。

上飯田支部 株式会社秋田工房
秋田 雅彦
切石で農産加工品及び農
産物の卸を営んでいます。
田舎ならではの優れた『お
いしい』
を都市部のお客様
へお届けし、
『 お～いしい～！』
に変えてまい
ります。私自身は県下縦断駅伝も走った元
気いっぱいの新参者です。
切石支部

有限会社細田工務店
宮島 大助
１９４６年細田大工所として創
業、以来地域の皆様に支え
られ、住宅・店舗を中心に
設計・新築・リフォームなど数
多くの建物に携わらせて頂きました。最近で
は耐震相談や家を建てるための土地探しの
お手伝いもさせていただいております。これま
でに培った信頼と経験に加え、ＳＹＭＳでの活
動をもとに、様々な方との出会いや、新たな
発見・発想に繋がるよう、これからも努力して
まいりたいと思います。宜しくお願い致します。

平栗架設工業 平栗 良輔
この度、SYMS 切石支部に 大島支部 有限会社北部石油
御子柴 創
入会させていただきました、
この度、大島支部に入会
平栗架設工業の平栗良輔と
しました、㈲北部石油の
申します。飯田市鼎切石で建
御子柴創です。家族でコ
設足場・鳶を営んでおります。SYMS 活動を
スモ石油のガソリンスタ
通じ多くの方と出会い学び自分自身を大きく
成長できるよう一生懸命取り組んでまいりま ンドを営んでいます。活動を通じて、知
識の向上や情報交換など自分のスキル
すのでどうぞよろしくお願いいたします。
アップにも繋げていきたいと思います。
喬木支部 スナックブルーローズ

木下 由美子
昨年１２月より飯田市中央通
りにてスナックを始めました
木下と申します。経営につ
いて分からない事も沢山あ
るので皆様に教えて頂く事もあるかと思い
伊賀良支部 Sugarfork
熊谷 祐介 ますが、よろしくお願い致します。
飯田駅裏で喫茶店と洋品店 山本支部 株式会社福沢工業 福沢 真
を営業する傍ら果樹を生産
起業をして1 年、
まだまだ不安
しています。未熟な若輩で
な事ばかりですが「綺麗な
至らぬ点も多々あると思いま
解体」を心がけ信頼と実績を
すが、よろしくお願いします。
築いていきたいと思います。

大島支部

丸茂自動車有限会社
片桐 博
この度、大島支部に入会させて
いただきました、丸茂自動車有限
会社の片桐博と申します。弊社
は松川町で小さなタクシー会社
を営んでおります。新型コロナ感染拡大による未
曾有の事態。終息時期が未だ見通しが立たない
大変厳しい状況が続いておりますが、
ＳＹＭＳの活
動を通じ素晴らしい出会い、そして学び。
この未だ
かつてない危機を共に乗り越えていけるよう取り組
んで参りますのでどうぞよろしくお願い致します。
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ＳＹＭＳ＆同友会

第 144 号

情報委員会からのお知らせ

経営者大会の中止について
2021 年 2 月に予定しておりました「SYMS& 同友会経営者大会」
は、同友会と協議した結果、新型コロナウイルス感染症の影響
をふまえ今年度は中止といたしました。

SYMS ホームページの「会報」のページを大量にアップデー
トしました。
未アップでした５６号から１２９号を掲載し、より多くの号
を閲覧することができるようになりました。

ご理解の程、よろしくお願い致します。

会員専用ページ、トップページの「会報」のバナーをクリッ

ＳＹＭＳホームページ

クいただき是非ご覧ください！

頂きます。

編集後記

２２

編集長 駒場支部
㈲トップカンパニー

※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 ｈ
ｔ
ｔ
ｐ：//ｓ
ｙｍｓ．ｂｚ/ です。

井原旬介

2020 年 SYMS 運営方針 リアルを超えろ！にもあります様
にこれまでになかった会報を目指して情報委員の皆様と意見
を出し合い、会報 144 号を編集させて頂きました。会報作成
にあたりご協力頂いた全ての皆様に感謝申し上げます。

◎ご注意点（詳しくはオープンサイト内の利用規約をご覧ください）
①ログインパスワードは、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ログインパスワードは、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ログイ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、本ホー
ムページ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イ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、第三者がログイ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ログイ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

副編集長 本店支部
坪井行政書士事務所

坪井

優

会報１４４号の副編集長を務めさせていた
だきました、本店支部の坪井です。会報１４１
号での編集長に続き、今回は副編集長として
担当させていただきました。
新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言の後、感染
対策のため多くの研修会・イベントなどが中止・延期となって
しまった中、オンライン会議という新たな会議形式も重なり、
会報をどの様に発行すればよいのか、会報を通してどういっ
た事が伝えられるのか大変悩まされました。こうした状況の
中、委員長・編集長・事務局さんをはじめとした情報委員全
員で様々な模索を経て、こうして無事発行を迎えることが出
来たこと、大変嬉しく思います。又、協力していただいた全
ての方に感謝して編集後記とさせていただきます。皆様あり
がとうございました。

ドライブイン開善路
代表

関島

〒399-2564

T E L 0 260-27-1330
桐林

貴文

長野県飯田市上川路933-1
TEL 0 2 6 5 - 2 6 - 7 7 3 0
FAX 0 2 6 5 - 2 6 - 9 3 3 8
携帯 0 9 0 - 1 8 6 8 - 0 4 3 3
桐林

中村哲也

関島貴文

精肉小売・卸・手造り惣菜販売

日本グリーンハウスクリーニング協会員

代

表

熊 谷 広 樹

桐林

吉

川

明

〒399-2565 長野県飯田市桐林1051-4
TEL・FAX (0265) 26-7774
携帯 090 -4462-9949

ŧ4::.3212āෳᄘॻڭݚ໗नݚᚖഺ႟൲82:8
UFMć1371.38.3623āGBYć1371.38.4441
़ć1:1.2535.2323
F.nbjmćl.tlzcmvfAlnbjm/qmbmb/ps/kq
熊谷広樹

144

１
２

会員専用ページログインパスワードについて
２０２０年度のユーザー名、パスワードは以下の通りとさせて

しんきん若手経営者の会 会報 号 ２０２０年 月 日発行
しんきん若手経営者の会 情報委員会発行 印刷 龍共印刷株式会社

10 ＳＹＭＳしんきん若手経営者の会会報 令和 2 年 12 月 22 日

桐林

吉川

明

