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（本店支部　水野　慎二）　

（本店支部　大田中　祥）　 （本店支部　杉本　慈子）　

　今年度の運営方針である「Let’s do it !」の下で、新たに
Let’s ミーティング委員会が発足してから、既に７つの事
業を開催させて頂きました。限られた紙面ですので、抜粋
して報告させて頂きます。

 7 月２６日　ＳＹＭＳ公開セミナー 
　信州大学新学部を飯田市へ誘致する機運を高めることを
目的として、スマートシティの先進事例である会津若松市
役所副参事の本島様と会津大学理事の岩瀬様にオンライン
でご講演頂きました。会津若松市にとっても悲願の四年制
大学だったことや情報系の大学（学部）という飯田市と
の共通点もあり、非常に興味深い内容でした。個人的には
大学の卒業生が地元で起業し、現役学生のアルバイトやイ
ンターンで働く場となっていることなど、若者の力で地域

が活性化していることが
とても魅力的に思えまし
た。ＳＹＭＳ会員以外の
方にも視聴頂き、２週間
ほどで４１０回の視聴数
を得ることができまし
た。また、今後の飯田市
が主催する勉強会でも題
材として当セミナーの動
画を活用する予定とのこ
とで、今回の事業が新学
部誘致への一助となれば
と思います。

 １０月２３日　運動交流会 
　本会事業としては久しぶりに運動と交流を兼ねた事業を
企画しました。運動の得手・不得手に関係なく楽しめる競
技としてワンバウンドふらば〜るバレーボールを行い、そ
の後はチームごとにＳＹＭＳ会員の飲食店で懇親会を行い
ました。競技は好プレーや珍プレー（？）続出で白熱したも
のとなり、その勢いのまま懇親会も各会場で大盛り上がり
でした。開催のご案内が 1 か月前と直前になってしまった
ことなど反省点もありましたが、普段見ることの出来ない
みなさんのハッスルした姿や汗がほとばしる笑顔が見れたこ
とは主催者として大変うれしく思いました。

 １２月 3 日「ＳＹＭＳ冬の大作戦」において
 ホットドックの販売 
　１２月３日に開催された「ＳＹＭＳ冬の大作戦」におい
て、ホットドックの販売を行いました。初開催となる「Ｓ
ＹＭＳ冬の大作戦」を盛り上げるため、そして収益を児童
養護施設に寄付することでの地域への貢献、を目的としま
した。ＳＹＭＳ会員企業から仕入れた材料で作った２４０
本のホットドックが約２時間半で売り切れるほどのご好評
を頂き、６３, ２２７
円もの寄付金を集める
ことができました。お
買い上げ頂いた皆様、
誠にありがとうござい
ました。

　上記の３つの事業もその他の事業も委員長である私の発
案ではなく、委員の開催したい、という思いを委員会とし
て応援して開催したものです。自分たちで企画した事業に
たくさんの方に参加してもらうこと、主体的にＳＹＭＳに
関わることの大切さを私自身改めて学ばせて頂いているこ
とを委員やご協力・ご参加頂いたみなさまに感謝を申し上
げて、当委員会のご報告とさせて頂きます。

Let’sミーティング委員会活動報告
Let’sミーティング委員長　中　村　俊　之



住宅営業部
部　長　舟 登 佑 介

フナ　　ト　 ユウ　スケ

〒395-0086 長野県飯田市東和町3丁目5361-6
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不動産のことならお任せ下さい。
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交流委員会　委員長　小　澤　亮　太

SYMS冬の大作戦　実施報告

（本店支部　舟登　佑介）　 （本店支部　越下　裕樹）　

　今年の運営方針「Let’s do it　～ワクワク SYMS ！挑戦
を楽しもう～」には田中会長の新しいことへのチャレンジ、
やってみよう！という前向きな活動方針、そしてその先に
見えてくる旧態依然に囚われない新たな SYMS 活動への
きっかけにしよう、そんなメッセージが込められています。
　その思いを実現すべく今年度の交流委員会にて、南信州
地域の子供たちはもちろん、地域の人へワクワクをお届け
したい！そんな熱い思いを込め「SYMS 冬の大作戦」を
発案、企画し、ワクワクを届けるための Mission を３つ設
定しました。
　Mission１は『冬の短冊を開催しよう！』とし、南信州
域１４市町村の子供たちの願いや想いを短冊に込めてもら
いました。１４市町村の教育委員会の後援許可を得ること
で、２５００枚を超える沢山の短冊が集まり、その１枚１
枚に込められた子供たちの自由で真っすぐな願いに胸を打
たれます。色とりどりの短冊が読んだ人をほっこりとした
優しい気持ちにしてくれました。
　Mission２として『冬の縁日〜ワクワクするお祭りを開
催しよう〜』を掲げ、南信州街商組合のご協力のもと、
３０店を超える屋台がりんご並木を明るく賑やかに来場者
を迎え入れてくれました。また SYMS Let’s ミーティン
グ委員会によるオリジナルホットドックも販売され２４０
本が完売、大盛況でした。イベントステージではアコー
スティックライブや地元ダンススクールの STTEZ 様、
Gravity 様、和太鼓 粋連者様のパフォーマンス、そしてス

トリートドラマーリエイ様のドラム演奏のおかげで、多く
の子供たちの笑顔溢れる楽しい時間を作ることが出来まし
た。
　そしてフィナーレを飾る Mission３『花火を打ち上げよ
う』を迎えます。
　１４市町村の子供たちの願い、想いをのせた２４０発を
超える花火が冬の夜空を彩りました。特に最後の SYMS
大スターマインは澄んだ夜空に大輪の花を咲かせたかの如
く地域を明るく照らしてくれました。花火を見てくださっ
た方の多く方に感動を届けられたのではないでしょうか。
　冬の大作戦では SYMS 会員、同友会員の皆様に多くの
ご協賛をいただきました。SYMS として初めての試みで
したが、皆様のご理解とご協力のもと２００万円を超える
協賛金が集まり、大きなトラブルもなく無事成功を納める
ことができました。ご協力いただいた皆様に厚く御礼申し
上げます。
　今回のイベントでは１０, ０００人を超える方にご来場
いただきました。地域の方に広く SYMS を知っていただ
くこと、地域と多くの接点を持ち、その点を線にしていく
ことで、SYMS 活動の更なる広がりや可能性を感じるこ
とができました。
　今回の学びや経験を３年後の SYMS ５０周年、飯田信
用金庫様１００周年事業への布石とし、より多くの学びを
得られるような活動を目指していきたいと考えておりま
す。今後とも皆様の変わらぬご理解、ご協力よろしくお願
いします。



専務取締役

〒395-0244
長野県飯田市山本3338-1（山本本店）
TEL：0265-25-2043  FAX：0265-25-2041
E-mail  haramasahito.0731@gmail.com
携帯：080-6515-0731

Masahi to   Hara
原　将　人

伊那谷の風菓子
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　四季折々の食材を使い、寿司と料
理を提供しています。
　宴会はコースで4000円～（２名様
から要予約）。座敷で椅子席 30名様
まで、座布団で 40 名様まで対応し
ています。飲み放題コース6000円～

も10名様よ
り受けてい
ます。
個室完備（５部屋）。家族・友
人との会食、接待等でご利用
ください。冬の王道フグコー
ス、各種鍋も承り中

（SYMS 会員特典）
デザートサービス
� （上飯田支部　山下　嘉洋）

入船寿司
☎0265-24-5508
住　　所：飯田市今宮町2丁目90
営業時間：11:00～14:00（LO13:30）
　　　　　17:00～22:00（LO21:30）
定 休 日：不定休

　明治 5年創業の料理店
です。名物五平餅の販売
や、慶事・弔事・歓送迎
会など各種宴会を承って
おります。大人数の団体
様や宴会前の会議、バス
の送迎など、ご相
談頂ければ対応さ
せて頂きますので、
お気軽にお問い合
わせください。
�（上飯田支部　　　
� 渡辺　祐輝）

松映庵　今宮半平
☎0265-22-4627
住　　所：長野県飯田市今宮町4-5610-2
営業時間：〈コース〉予約制、昼も夜も可
　　　　　〈ランチ・軽食〉11:00～13:30
定 休 日：水曜日の昼
ホームページ：https://www.imamiyahanbei.com/

　木造りの落ち着いた空間
で、気楽にお食事が楽しめる
天月です。和食を中心として、
各種宴会�法事�御祝い�コース
料理は 5,500 円からご予約頂
けます。
　　1,000 円からの定食も豊富に取り揃えております

ので、食事だけのお客様も
ご来店お待ちしております。
当店は自信をもって、安心
安全の旬食材を使いお客様
に提供しております。
個室完備　椅子席　座敷席

　 送迎要相談対応
� （鼎支部�代田　貴嗣）

食事処　天月
☎0265-24-8651
住　　所：飯田市鼎下山1236-2
営業時間：昼11:00～14:00
　　　　　夜17:00～21:00
定 休 日：木曜日
ホームページ：http//tengetsu-iida.com

（山本支部　原　将人）　

コロナ禍
　飲食店応援企画

特集

　SYMS正会員の皆さまが営む飲食店
を一覧形式でご紹介します。
　近くにお越しの際はぜひともお立ち
寄りください。

●入船寿司
●松映庵　今宮半平
●食事処　天月
●シン・鶏研
●カフェ Musica
●イタメシ屋 ダルキチ
●パティスリー ポルカ

●たかどやモーモー
●青木屋
●粋な居酒屋  よかよか
●カフェ＆ダイニング en
●寿司・仕出し 片桐商店
● neo style bar VIVID
●お食事処 焼肉奈川 桃肉店
● GOLF & BAR　JUKE



一般貨物運送事業  北信交貨第224号

㈱ 供給センターMIURAMIURA
代表取締役

三　浦　武　文
〔本　　　社〕〒399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田3200-3
TEL0265-48-0005  FAX0265-48-0006  携帯090-3403-2165
E-mail：miurakyokyucenter@outlook.jp

〔佐久営業所〕〒384-2102 長野県佐久市塩名田700
　　　　　　　TEL0267-78-5251  FAX0267-78-5308
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　11月より新規移転オープンいたしました。七輪によ
る焼肉から豊富な一品料理、ご飯物ラーメン、デザー
トまで楽しめる新業態の肉バル店です。店内はテーブ
ル全席（4人席× 2・6人席× 4）が半個室となってお
りファミリーから会社の飲み会まで幅広い年代の方に
安心してご利用いただけます。また飯田市初の卓上ハ
イボール飲み放題サーバーやタッチパネルオーダーを
完備しておりますので、ストレスフリーなお店をぜひ
お楽しみください。
� （鼎支部　古川　研二）

シン・鶏研
☎0265-24-1029
住　　所：飯田市鼎東鼎104番地7
営業時間：17:00～24:00（LO23:30）
定 休 日：月曜日
ホームページ：https://tsuku2.jp/toriken
Facebook
　　https://www.facebook.com/Toreken
Instagram
　　https://www.instagram.com/shin.toriken/

　2021 年、夏にオープンしま
した。音楽教室とトリミングサ
ロンを併設しており、教室やサ
ロンの待ち時間にも気軽に立ち
寄れるアットホームなカフェで
す。木や植物の温もりのある店内では、ほっこりお寛

ぎいただけます。店舗のロゴにも
なっているクリームソーダは複数
の種類があり当店の看板メニュー
となっております。ビーフストロ
ガノフ、ホットサンド等グランド
メニューの他、週末限定メニュー
もございます。
� （松尾支部　村松　智生）

カフェ Musica
☎080-4839-1662
住　　所：飯田市松尾城3844-2
営業時間：10:00～18:00
　　　　　木金土 10:00～18:00　19:30～22:00
定 休 日：月曜日
ホームページ：https://musica-factory-iida.com
Instagram：＠cafemusica2021

　ピザ、パスタが美味しい
イタリアンレストランで
す。ランチでは気軽にピザ、
パスタ、アヒージョなどが
お手軽に楽しめます。
　夜はコース料理がおすす
めです。鉄板牛ステーキの

豪快なお肉のコースがおすす
めで、他にもお酒に合うコー
ス料理が多数ございます。も
ちろん飲み放題もございます。
人数により貸切もできますの
で、ご予約の際に確認くださ
い。
� （名古熊支部　松島　雅貴）

イタメシ屋　ダルキチ
☎0265-48-5885
住　　所：飯田市鼎名古熊1278
営業時間：ランチ11:00～15:00
　　　　　ディナー17時30分～
定 休 日：月曜日
ホームページ：https://www.dalkichi.jp

（本店支部　塩澤　卓哉）　（本店支部　三浦　大輝）　

　食べたらホッとする、温か
みのあるお菓子屋を目指して
います。
　長年親しまれてきたケーキ
やフルーツをふんだんに使
用したパフェなどが売りで
すが、今の季節のおすすめは「ぽるかのポテト」です。
バニラやブランデーを利かせた香り豊かなスイートポ
テトで、当店の一番人気商品になっております。日持

ちが 2週間なので手土産
にも最適です。

（SYMS 会員特典）
社長に声をかけていただ
ければ「ぽるかのポテト」
をプレゼント。
�（切石支部　福澤　裕介）

パティスリー　ポルカ
☎0265-52-1776
住　　所：飯田市鼎上山3129-2
営業時間：9:30～18:30
定 休 日：毎週水曜日
ホームページ：https://polka-iida.com



有限
会社

代表取締役　宮　崎　吉　弘
〒395-0244　長野県飯田市山本768-1
　　　牧場　長野県飯田市山本6776-1
TEL.0265-25-3713　FAX.0265-25-3722
携帯 ： 090-4382-7218
E-mail : takadoya37@coffee.ocn.ne.jp

じゅうたん・カーテン・室内装飾品
有限会社 大野商店

野　邑　充　広 Mitsuhiro Nomura

〒395-0043 飯田市通り町3丁目38 TEL0265-24-0838 FAX0265-24-0840
http://oono-interior.com

yff45174@nifty.com

ノ　　　ムラ　　ミツ　　ヒロ
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（山本支部　宮崎　吉弘）　

　こんにちは！豊丘村の中心地にある民
家をリノベーションしたカフェです。当
店の一押しは、だんQオムライス！豊丘
村を訪れた思い出にしてもらいたいと河
岸段丘をモチーフにしたドレスドオムラ
イスです。オープン当時は村内の数少な
いランチを食べられる場所として昼間の営業のみでしたが、一昨
年より、夜の営業も始め、現在では 11時から 23時までフルオー

プンしております。コース料理もご予算別に多
数ご用意しており、お客様のご要望に応じてメ
ニューのご相談も承ります。年末年始も営業し
ておりますので、オードブルやケーキのご注文
も可能です。お気軽にお問合せください！

（SYMS 会員特典）
お好きなお飲み物１ドリンクプレゼント！スタッ
フに『SYMS会員です』とお声かけください。
� （豊丘支部　黒田　美佳）

カフェ＆ダイニング en
☎0265-48-0240
住　　所：下伊那郡豊丘村神稲359-5
営業時間：11:00～23:00（LO21:30）
定 休 日：月曜・火曜
　　　　（祝日の場合は営業、振替休日あり）
ホームページ：https://ecru-en.localinfo.jp
Instagram：@toyooka_e

　たかどや牧場で育てた黒毛
和牛が自慢のお食事・喫茶の
お店です。大人気のロースト
ビーフ丼は自家製ソースで、
牛炙り焼きにはポン酢、わさ
び醤油もGood ！黒毛和牛ス
テーキは絶品です。
　テイクアウト、オードブルも充実しています。コロ
ナ対策をして皆様のご来店をお待ちしております。
� （山本支部　宮崎　吉弘）

たかどやモーモー
☎0265-25-6041
住　　所：飯田市山本1649-1
営業時間：11:00～14:30　16:00～21:00
定 休 日：毎週月曜日
Instagram：＠takadoyamomo

　当店は釣り堀で自分で釣っ
た魚（あまご、いわな、にじま
す）をその場で焼いて食べるこ
とができます。その他にも五平
餅、魚の唐揚げ、いわなの刺身、
牛の串焼き、季節の天ぷらなど色々な料理を提供してお
ります。また春は花桃、夏は涼しく、秋は紅葉といっ

た四季を感じながら御食事が
できます。ファミリー、カッ
プル、お友達、ペット連れ
のお客様他、団体様の御予
約も歓迎しております。御
来店、お待ちしております。�
� （駒場支部　渋谷潤一郎）

青　木　屋
☎0265-44-2208
住　　所：下伊那郡阿智村智里4223-12
営業時間：9:00～17:00（LO15:00）
定 休 日：火曜日（祝日は営業）
　　　　　12月1日～3月中旬まで冬期休業
ホームページ：https://aokiya.nagano.jp
Instagram：aokiya.tsuribori

粋な居酒屋  よかよか
☎0265-36-6639
住　　所：下伊那郡松川町大島476-1
営業時間：17:30～23:30
定 休 日：月曜日
ホームページ：https://r.goope.jp/izakayayokayoka

（大島支部　西村　真一）

地元産の食材を使った絶品
料理に旬の魚介の料理 !!
炭で焼く焼き鳥などの串料
理や川魚 !!
また水槽から揚げたての川
魚の刺身など是非お試し下
さい !!
予算に合わせた相談�送迎
もしてますのでよろしくお
願いいたします。

（本店支部　野邑　充広）　



長野県知事　許可（般－23）第15570号

〒395-0244　長野県飯田市山本6742-1
☎0265-25-2161　FAX0265-25-6398
E-mail:takemura.s@bg.wakwak.com
　　　携帯電話 090-4095-9637

代表取締役社長

株式会社 竹村左官店

竹村　英臣

合資会社　片桐商店
片 桐 慎 平

〒399-3202
長野県下伊那郡豊丘村神稲7889
電　話　0265-35-2002
上郷店　0265-56-9227　
携　帯　090-9664-3216

ＳＹＭＳしんきん若手経営者の会会報　2022 年 12 月 20 日　第 148 号　 　7

（山本支部　竹村　英臣）　

　今年 8 月にオープンしました
「neo�style�bar�VIVID」です。派手
派手な店内ですが、定番の居酒屋
メニューから流行りの映えカクテ
ル、映えフードまで揃えています！
23 時からはバー営業に切り替え、

週末は 3時ま
で営業していま
す！SYMS会員の皆さまのご来店を
お待ちしています。

（SYMS 会員特典）
ドリンク 1杯無料。
� （喬木支部　木下　由美子）

neo style bar VIVID
☎0265-23-6070
住　　所：飯田市中央通り1-15  オオハシヤビル2階
営業時間：平日18:00～0:00　週末18:00～3:00
定 休 日：不定休
Instagram：vivid20220810

　豊丘で米穀商として創業以
来 90 年余。仕出し料理の先駆
けとして、地域性を知り尽くし
た質の高い料理と寿司が自慢で
す。ネタは社長自ら毎朝に市場
通い、目利きするため鮮度、質
ともに文句なしの逸品揃い。�特にマグロは�通年生マグロの
みを使用するこだわり。来店客、仕出しの90%以上�がリピー
ター。その美味しさと心意気をご堪能ください。寿司も仕
出しも、用途や人数、予算、年齢層など状況にあわせて柔

軟に対応いたします。会席も楽
しめる小上がり席があり、会合
やお祝いごとに最適。お昼は
2,000 円より、夜は 4,500 円よ
り楽しめます。
� （豊丘支部）片桐　慎平

寿司・仕出し 片桐商店
☎0265-56-9227
住　　所：飯田市上郷黒田
営業時間：お問い合わせください
定 休 日：月曜日
ホームページ：https://catering-service-263.business.
site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

　桃肉店ではお食事処奈川が
新たに許可を取得し炭火焼肉
のデリバリーや味付け肉の商
品化、販売をしています。肉
セットはもちろん、炭火焼肉
セットの食材、機材一式レン
タルをお使いいただけます。
また、今年度６月より村施設のあいパークやすおか内
の食堂おより亭の営業もはじめました、ラーメンや麺
類、ご飯もの、かき氷など取り扱っているほか、予約
制にて焼肉をしていただくことも可能です。冬季シー
ズンは公園が閉まるため平日ランチ営業のみの営業。
� （阿南支部　松下　桃太郎）

お食事処 焼肉奈川 桃肉店
☎090-5309-5355
住　　所：泰阜村6328
営業時間：桃肉店（完全予約）
　　　　　おより亭11:00～13:00（冬季ランチ営業）
定 休 日：桃肉店　不定休
　　　　　おより亭　不定休（冬季は土日祝）
ホームページ
　https://home.tsuku2.jp?lno=00001049400

（豊丘支部　片桐　慎平）　

　飲みながらシミュレー
ションゴルフが楽しめる
BARです。
　ゴルフ初心者でもアド
バイスいたしますのでお
気軽に起こしください。
もちろん飲みだけのご来
店も大歓迎！

　またスクランブル交差点に新
店舗オープン！飯田初けいちゃ
んのお店。定食、ちょい飲みな
どに最適！ご来店お待ちしてお
ります。
� （上郷支部　手塚　晃太郎）

GOLF & BAR　JUKE
☎0265-49-0519
住　　所：飯田市中央通り1-23
営業時間：20:00～翌3:00
定 休 日：日曜、祝日



本　社　〒399-3202長野県下伊那郡豊丘村神稲9300-2
　　　　　　　　　　　（伴野工業団地内）
　　　　ＴＥＬ０２６５－３５－７７９９㈹
　　　　ＦＡＸ０２６５－３５－７７８０
　　　　Ｅ‐ｍａｉｌ：ｄａｚｕ＠ｍｉｓ．ｊａｎｉｓ．ｏｒ．ｊｐ

工場長　池　野　智　康
有限会社　ダ　ズ

Nakagawa Kenchiku
中 川 浩 二

●建築●請負●設計●施工

〒399-3201 長野県下伊那郡豊丘村大字河野341番地
               TEL（0265）35-3673 FAX（0265）35-8673
               携 帯090-8721-7457

　　 ＳＹＭＳしんきん若手経営者の会会報　2022 年 12 月 20 日　第 148 号8

（豊丘支部　池野　智康）　（豊丘支部　中川　浩二）　

正会員卒業者の紹介
橋北支部　大橋丹治㈱
� 大橋　隆通
最後の 1 年、しっかりと走り抜けること
ができました。橋北支部の皆さん、各支

部長の皆さんのおかげです。卒業しても機会があ
れば参加しますので、お願いします。

上飯田支部　㈱秋田工房
� 　秋田　雅彦
この地に根付き、住民・企業と共に歩み
続ける飯田信用金庫。その顧客である経

営者の生の声を聞ける、話せる、聞いてもらえる
場所。金融機関と経営者が一つになれる SYMS が
脈々と継承されていく事を願います。

上飯田支部　㈱エコワークス
� 安江　良夫
横の繋がりを求めてＳＹＭＳに入会しま
した。上飯田支部のみならず他支部の方

との出会いや様々な学びの機会により私が成長で
きた事に感謝いたします。

上飯田支部　国風水引工芸㈱
� 田中　優志

「知好楽〜楽しむ者に勝るものはない〜」
の教えの通り、刻々と絶え間なく流れて

ゆく時間を楽しんで歩んでいくことを大切にして
いけたらいいと思います。

鼎支部　㈱マルダイフーズ
� 伊藤　好夫
20 代の頃より長く SYMS に参加させて
いただき、多くの出会い、経験をさせて

いただきました。本年最後の年に支部長として、
さらに大きな経験をさせていただくなかで、改め
て SYMS の素晴らしさを感じることができまし
た。このつながりや経験を今後も大切にし、生か
していきたいと思います。

上郷支部　㈲宮沢鉄工場
� 宮澤　陽平
支部事業、本会事業を通して異業種の会
員の皆さん、信金職員の皆さんと交流さ

せて頂き、多くの出会いと学びの場を経験させて
もらいました。ありがとうございました。

上郷支部　㈲竹原運送店
� 竹原　友洋
ＳＹＭＳに入会し、様々な活動を通して
たくさんの人との繋がりを持てました。

長いようで短い活動でしたが、楽しんで活動する
ことが出来ました。ここで学んだ経験を活かし、
今後も頑張っていきたいと思います。

松尾支部　まつした齒科
� 松下　美紀
短い間でしたが、個性豊かな若い経営者
の皆様との出逢いは私に沢山の刺激を与

えてくれました。こんな時代だからこそ人との繋
がりを大切にＳＹ M Ｓの益々のご発展をお祈りし

ております。ありがとうございました。

松尾支部　ジェーアイテック㈱
� 尾藤　陽治
SYMS に入会して約 10 年間活動して多
くの人と出会い交流や研修ができたこと

が自分の財産になったと思います。今はコロナ禍
で色々と制限があると思いますが楽しく活動して
いってもらえたらと思います。ありがとうござい
ました。

切石支部　牧野商店
� 牧野　清美
牧野商店の牧野です。お世話になってお
ります。

今年度で、終わりの年となりました。担当の方、事
務局さんありがとうございました。

伊賀良支部　㈲カマクラ精工
� 鎌倉　智晃
入会から 10 数年、「とりあえず顔を出す」
から始めた SYMS 活動。多くの経営者

の方と出会い交流を深める活動ができたことは、
貴重な財産になりました。今までお世話になりま
した。

伊賀良支部　㈱T-FD�WORKS
� 髙山　竜男
伊賀良支部の髙山です。
今年最後の年で入会が遅かった私にとっ

ては活動に参加するのは最後のチャンスでした。
恥をかいてもいい、どうせ最後だからと色々と活
動に参加させて頂いていますがおかげ様でとても
楽しい１年になりそうです。

大島支部　㈲細田工務店
� 細田　大助
支部事業を始め、この２年は委員会や役
員会など多くの皆様にお世話になりまし

た。制限もある中ではありましたが、有意義な会
員活動ができ感謝しております。ありがとうござ
いました。

大島支部　㈲赤須技建工業
� 赤須　圭一
入会から 15 年以上がたちました。長い
間お世話になりました。

5 年前に副支部長になってからSYMS 活動に本格
的に参加しました。ここ 3 年間は新型コロナの為、
色々な活動が自粛され、皆さんとの活動、ふれあ
いができなくて残念ではありましたが様々な業種
の方々との交流ができ良かったです。本当にあり
がとうございました。

高森支部　㈲高森設備
� 内山　裕蔵
SYMS に入会し、多くの方と出会い、共
に学び、そして支えていただきました。

人とのつながりの大切さを改めて感じ、お世話に
なった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
今後もＳＹＭＳでの学び、ご縁を大切に日々成長
していけるよう努力していきます。ありがとうご
ざいました。

豊丘支部　㈲ジンズ
� 昼神　賢児
いよいよ ｢若手｣ ではなくなり卒業とな
りました。これからも内向きにならずに

｢若手経営者｣SYMS らしい活動を期待しています。
ありがとうございました。

豊丘支部　㈲タナダ工業
� 木下　和章
　今年度で SYMS を卒業させていただ
く豊丘支部の木下と申します。23 歳か

ら SYMS にお世話になって 23 年間が経ちました。
様々な会員の皆さんと一緒に活動をさせていただ
き非常に楽しい時間を過ごしてきました。今まであ
りがとうございました。

豊丘支部　㈱セーフティサポート信州
� 林　智大
約四半世紀に渡り大変御世話になりまし
た、思い残す事は何一つありません。

ありがとうございました。
現役会員の皆様の今後一層のご活躍をご祈念申し
上げます。

桐林支部
トータルクリーニング　スカイブルー
� 熊谷　広樹
入会して 5 年と短い期間でしたが多くの

ことを経験、学ぶことができ、また多くの方々に
出会えたことは私にとって貴重な財産となりまし
た。ありがとうございました。

桐林支部　古田工業㈱
� 古田　誠
私が SYMS に入会させて頂いた平成 17
年（2005年）から17年間。セミナーや交流

を通じて多くの経営者の皆さんと出会い、共に学
びが出来た事に深く感謝申し上げます。最後に明
治天皇のお言葉の中に「共に助け合い睦び合い切
磋琢磨して向上していく友がいてこそ、世に出て
活躍する力となる」という一節がございます。改
めて若い経営者の集まりの良さとつながりの尊さ
を感じる SYMS でした。ぜひ現役会員のみなさん、
より多くの事業に積極的にご参加して頂きまして、
自身の財産を増やして頂ければと思います。

その他 正会員卒業者の紹介（敬称略）
西 支 部　㈱ F.A. 岡島 岡島　正和
西 支 部　㈱宮沢青果 若杉　寛之
橋北支部　㈲武井贈答品店 武井　公徳
鼎 支 部　㈲サーチャー 澤口　政司
切石支部　㈲サン・コーポレーション
 古田　嘉仁
駒場支部　㈲原塗装 原　　孝弘
高森支部　㈱タイヨーテック 北城　貴英
高森支部　清水俊平司法書士事務所
 清水　俊平
高森支部　㈲佐々木精機 佐々木勝久
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新会員の紹介
本店支部　㈱天龍
� 塩澤　卓哉
本店支部に入会させていただきました、
㈱天龍の塩澤卓哉と申します。弊社は飯

田市長野原にて釣具用品・ゴルフ用品・SMC 成型
加工品の開発・製造・販売を行っております。宜し
くお願い致します。

西支部　長野 IT サポート㈱
� 辻村　健太
IT 機器の販売・保守を行っております。
昨年 10 月に起業したばかりで、分から

ないことばかりです。SYMS を通じて色々勉強さ
せて頂きたいと思います。
ご指導よろしくお願い致します。

西支部　㈲梅村紳士服
� 梅村真太郎
中央通りにてオーダースーツやゴルフ
ウェアなどを取り扱っています梅村と申

します。若輩者で至らぬ点もあると思いますが、よ
ろしくお願いいたします。

西支部
snack�Sparrow（スナックスパロー）
� 金田　ひな
スナックスパローのママをしています、

金田ひなです。前職介護士、飲み屋歴 1 年弱！
カラオケ、お酒、おしゃべり大好き 25 歳です！わ
からない事だらけの未熟者ですが、どうぞよろし
くお願いします。

橋北支部　小林和博税理士事務所
� 小林　克理
橋北支部に入会しました小林克理と申し
ます。税理士事務所として、税務・会計

はもとより、『新しいモノ』に触れる事が好きで、
最近は企業様が経理業務を効率的に（もっと簡単・
負担なく）進められるように、クラウドや AI を
活用した経理業務フローの提案・構築〜運用サポー
トに力を入れております。
SYMS の活動を通じて多くの方と出会い、刺激を
受けながらもっともっと成長したいと思っており
ます。よろしくお願いいたします。

上飯田支部　㈲丸伸商店　駱駝屋
� 松澤龍太郎
この度上飯田支部に入会させて頂いた
㈲丸伸商店 駱駝屋の松澤龍太郎と申し

ます。
当店の焼肉はカウンター席の焼肉でお客様と対面
する焼肉スタイルです。
お客様と楽しい空間を一緒に作り上げて大切な時
間をより良い時間に出来る事を心がけております。

上飯田支部　㈲アクセス
� 細田　雅希
この度上飯田支部に入会させていただい
た㈲アクセスの細田雅希と申します。

住宅の上水道・下水道を主に施工をしています。
SYMS を通じて成長できればと思っています。
皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

鼎支部　おおしか歯科医院
� 大鹿　明完
この度鼎支部に入会させていただきました、
おおしか歯科医院の大鹿明完と申します。

父、妻とともに地域に密着した歯科医療を提供す
るために日々診療に励んでおります。SYMS を通
じて様々な刺激を頂いて自分自身の成長につなげ
ていければと思っております。ご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願い致します。

上郷支部　
熊谷社会保険労務士事務所
� 熊谷　真祐
この度、上郷支部に入会させていただき

ました熊谷真祐と申します。SYMS での活動を通
じて私自身経営者としての視点を高めていきたい
と思います。よろしくお願いいたします。

城東支部　㈲永井家具店
� 永井　広登
弊社は私の曽祖父が創業し、今年 50 期
を迎えます。上質な暮らしに寄り添う家

具を提案できる店づくりを目指し、商品選びにこ
だわりをもっています。

城東支部　㈲近藤種苗店
� 加千須トム
地元の農業を支える野菜種苗資材等の販
売し創業 88 年。現在は鼎西鼎で営業し

ております。ＳＹＭＳの活動を通じて地元の輪を
広げたいと願っています。

松尾支部　トリミングサロンMelia
� 村松　里奈
ペットと飼い主様に寄り添えるよう、カ
ウンセリングにも力を入れペット美容の

お手伝いをさせていただいております。経営につ
いて未熟な部分が多いので、活動を通して成長し
ていきたいと思っております。よろしくお願いい
たします。

松尾支部　池田屋米穀
� 池田慎太郎
飯田市松尾にて、米穀販売業・利用券食
券券売機特約代理店として自販機の販売

設置メンテナンス業を営んでおります。活動に参
加する中で知識の向上や情報交換など自己研鑽に
繋げていきたいと考えております。宜しくお願い
申し上げます。

切石支部　㈱アド・ブレーン
� 村田　柊一
弊社は昭和 61 年設立の総合広告代理店
です。来年創刊 40 周年を迎える「月刊

タウン情報いいだ」の発行を主な事業としており、
今後も地域の皆様に必要とされ、喜んでいただけ
る情報をお届けしていきます。

山本支部　MAISON　H
� 濱島　由香
この度、ＳＹＭＳ山本支部に入会しまし
た濱島由香です。ウエディングドレスの

オーダー制作や洋服リメイク、服飾小物を中心に
「ＭＡＩＳＯＮ　Ｈ（メゾン・アッシュ）」の屋号
で活動しています。SYMS 活動を通じて様々な方
と交流し、勉強をしていきたいと思います。よろ
しくお願い致します。

山本支部　IC�ハル屋
� 中嶋未来春
山本支部に入会しました IC ハル屋の中
嶋未来春と申します。

山本で昨年の 8 月に創業し、主にクロス工事を中
心に内装業を営んでおります。
SYMS という場で様々な業種の方、経営者の方と
出会い、成長できればと思っています。
よろしくお願いします！！

時又支部　竜峡レミコン㈱
� 佐藤　雄亮
この度、SYMS に入会させていただきま
した竜峡レミコン㈱の佐藤と申します。

弊社は、建物や社会インフラ整備で使用するコン
クリート（生コン）の製造、販売を行っております。
SYMS の活動を通じて、様々な方と交流し、成長
していければと考えております。どうぞよろしく
お願い致します。

桐林支部　松下塗装
� 松下　庄
この度桐林支部に入会しました、松下で
す。塗装をメインとした建設業をしてお

ります。
SYMS 活動を通じて、いろいろと勉強をしてこれ
からのためにしていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

桐林支部　丸正木工所
� 細田　裕喜
下條村で昭和 35 年創業以来、建具、木
工業を営んでいる三代目になります。父

親も SYMS 同友会におりご縁ありまして、この度
SYMS 桐林支部に入会させて頂きました。SYMS
活動を通じ多くの方と出会い学び自社、自分を成
長させていきたいと考えております。
まだまだ未熟者ですので至らぬ点もあると思いま
すが皆様どうぞよろしくお願いします。

阿南支部　㈲かどや工務店
� 松澤竜太郎
この度、阿南支部に入会しました㈲かど
や工務店の松澤竜太郎と申します。弊社

は飯田下伊那地区を中心に土木事業を行っており
ます。SYMS での活動において、色々な方々とお
会いし、皆様から多くのことを学びたいと思って
おります。よろしくお願いします。

阿南支部　源産業㈱
� 木下翔太郎
皆さんこんにちは、この度 SYMS 阿南
支部に入らせていただいた源産業の木下

です。自分の会社では主にアマゴという川魚を養
殖して活魚、加工をしたりして売っています。
栃城という山の中で且つアマゴという養殖の難し
い魚を飼っているのでいろいろな活動には参加で
きないこともあるかもしれませんが、できるだけ
参加して皆さんと交流をして行きたいと思います。
よろしくお願いします。

新野支部　㈲新野工務店
� 佐々木章喜
初めまして、新野支部に入会しました
㈲新野工務店  佐々木章喜と申します。

阿南町新野に拠点をおき、建設業を営んでます。
主には一般土木工事を請け負ってます。SYMS の
活動を通じて様々な業種の方と交流し勉強できた
らと思います。よろしくお願いいたします。
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精肉小売・卸・手造り惣菜販売

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

ひさわ薬局
TEL 0260-27-1330

豊丘店 神稲店
〒399-3202　長野県下伊那郡豊丘村神稲3049-3

TEL/FAX　0265-35-5313　　　

〒399-2564　長野県飯田市上川路932-1　
TEL/FAX  0265-26-7117　

上川路店 飯田上川路店

〒399-2431　長野県飯田市川路7522　
TEL/FAX 0265-27-4711

川路駅前店 飯田川路駅前店
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【お問い合わせ先】
飯田信用金庫　営業統括部　SYMS 本会事務局

　TEL：0265 － 22 － 1700

編集長　大島支部
　久保田印房　久保田　光　毅

副編集長　西支部
　㈱林精機　林　　　孝　圭

編集後記

（桐林支部　木下　一樹）　（桐林支部　吉川　明）　

（桐林支部　中村　哲也）　（豊丘支部　下平　泰三）　

２０２２年度のユーザー名、パスワードは以下の通りです。

※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 y m s . b z /です。

◎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。

情報委員会からのお知らせ

ＳＹＭＳホームページ
会員専用ページログインパスワードについて

  ユーザー名  ：
  パスワード  ：
                   

ＳＹＭＳ Instagram が
できました

随時 SYMS 情報を発信していきます
ので、ご登録ください。
※スマートフォンの機種によってはうまく読
　み込めない場合があります。アカウントを
　直接入力しフォローをお願い致します。

　会報 148 号の編集長を務めさせていただきま
した。大島支部の久保田です。
　新型コロナウイルス感染症の流行も 3 年目と
なりました。これを書いている最中も全県で感染警戒レベル
５と高止まりのままとなっています。
　そんな中ではあります今回特集している Let's ミーティン
グ委員会の活動が、コロナ禍で落ち込んだ SYMS 活動を今
後盛り上げていくきっかけになればと思っています。
　また、コロナ禍飲食店応援企画としまして、希望のあった
飲食店系の会員企業様を掲載させていただきました。今後飲
食店を選ぶ際に是非今回の会報を参考に出来ればと思ってい
ます。
　最後になりましたが、情報委員長をはじめ、情報委員会の
皆様のおかげで会報を無事発行することが出来ました。本当
にありがとうございました。

　この度、SYMS 会報 148 号の副編集長を務め
させて頂きました、西支部の林です。今年度は
一昨年から続くコロナ禍も大分落ち着いてきた
と感じていましたが、第 7 波、第 8 波とまだまだ活動が制限
されてきました。その様な中においても、各委員会が知恵を
絞り、進めてきた活動を記事として纏めることが出来ました。
表紙を飾っている「SYMS 冬の大作戦」で委員会や支部の
垣根を超えた、大規模なものとなり、まさに SYMS が一丸
となった事業でした。また情報委員会に於いても、委員長、
編集長、事務局を中心に委員会が一丸となって取り組み、無
事会報を発行する事が出来ました。ご協力頂いた皆様に感謝
申し上げます。


