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スパイシー台湾
家系ラーメン

四川風ラーメン

刺激的に香る
厳選されたスパイス

ピリ辛スープとニラの
風味が絶妙にマッチ

Pickup Pickup

　スパイシーな辛
さがやみつきにな
る旨辛ラーメン。
辛いだけでない
スープの旨味で一
度食べ始めたら止
まらない！

　大胆に塗された
ニラが視覚と嗅
覚を楽しませる。
スープはピリッと
クセになる辛さ。
辛いものが苦手な
人にもおすすめの
一杯！

何かと不便が多く、先の見通しづらいこの状況を、より一層地域に

目を向けるチャンスと捉え、今回は大町の飲食店の取材をさせて頂き
ました。忙しい中取材に協力してくれた矢口裕哉さん、そして最後ま
でご覧になって下さった読者の皆様、本当にありがとうございました。



メニュー１

第一弾第一弾　
大町で食べられる大町で食べられる本格家系ラーメン本格家系ラーメン

らーめん矢らーめん矢突撃取材突撃取材
　「らーめん矢」　「らーめん矢」
　大町市では数少ない「家系　大町市では数少ない「家系
ラーメン」を推すラーメン店。ラーメン」を推すラーメン店。
とんこつ、鶏がら、煮干し、とんこつ、鶏がら、煮干し、
台湾、四川風とメニューは幅台湾、四川風とメニューは幅
広く、老若男女を問わず多く広く、老若男女を問わず多く
の方に受け入れられています。の方に受け入れられています。
　今回、取材に快く応じてく　今回、取材に快く応じてく
れたのは、そんな人気ラーメれたのは、そんな人気ラーメ
ン店の店主である「矢口裕哉」ン店の店主である「矢口裕哉」
さん。矢口さんは二十歳で地さん。矢口さんは二十歳で地
元大町を離れ、千葉県で１２元大町を離れ、千葉県で１２
年間飲食業を学んだのち、大年間飲食業を学んだのち、大
町に帰郷。２０１８年１２月町に帰郷。２０１８年１２月
に「らーめん矢」をオープンに「らーめん矢」をオープン
しました。しました。

　本年度、大町商工会議所青年部の会長を務めます、本年度、大町商工会議所青年部の会長を務めます、
吉澤と申します。明るく元気に、1年という限られた吉澤と申します。明るく元気に、1年という限られた
期間を精一杯努めてまいりますので皆様ご指導ご 逹期間を精一杯努めてまいりますので皆様ご指導ご 逹
の程よろしくお願いいたします。の程よろしくお願いいたします。
　現在は新型コロナウイルスの多大な影響により、皆　現在は新型コロナウイルスの多大な影響により、皆
様の生活や経済活動は制限され縮小している状況で様の生活や経済活動は制限され縮小している状況で
す。しかしながらこのような状況のなかにおいても、す。しかしながらこのような状況のなかにおいても、
アイデアを出し前に進もうとするメンバーが多く、アイデアを出し前に進もうとするメンバーが多く、
我々青年部一人一人が「この地域を良くしていきたい」我々青年部一人一人が「この地域を良くしていきたい」
と同じ志を持つ色彩豊かな異業種の集まりでありまと同じ志を持つ色彩豊かな異業種の集まりでありま
す。す。
　多くの方が楽しみにしていた大町市内のイベントや　多くの方が楽しみにしていた大町市内のイベントや
お祭りも中止・延期になる可能性もある 1年ではありお祭りも中止・延期になる可能性もある 1年ではあり
ますが、各メンバーの得意分野や専門知識を活かしなますが、各メンバーの得意分野や専門知識を活かしな
がら商工会議所活動の一翼を担い大町 YEG が「続けがら商工会議所活動の一翼を担い大町 YEG が「続け
ていける」ために、そして自企業との両立を無理せず、ていける」ために、そして自企業との両立を無理せず、
特続可能な助け合いや業務分担をして、参加しやすい特続可能な助け合いや業務分担をして、参加しやすい
青年部になれるように、みんなで歩んで参ります。青年部になれるように、みんなで歩んで参ります。
大町商工会議所青年部　会長　吉澤晃一大町商工会議所青年部　会長　吉澤晃一

２０２０年度　会長挨拶　２０２０年度　会長挨拶　

スローガン　スローガン　

大町商工会議所青年部定期総会　

大町市にお店を出したきっかけは？
　地元が大町市だったことや大町市界隈にラーメ
ン屋が少なく、美味しいラーメンを近場で手軽に
食べて頂きたいと思い、出店を意識し始めたのが
きっかけですね。
　オープン初日の心境はどうでしたか？
　緊張はしましたね。でも大町で長いこと続けて、
子供達が大人になった時に「ちっちゃい頃から食
べてきたラーメン」になってれば良いなって。で、
「うまい家系がここにもあるぞ」と紹介出来るよ
うなお店にしたいという思いがありましたね。
　オープン当初の反響はどうでしたか？
　忙しすぎて ...。ヤバかった（笑）舐めてました。
来ても 50人くらいくれば良い方だろうと思って
2日分用意したら一日でほとんどなくなって。も
うそこからは仕込みに追われて毎朝 6時に来て深
夜 3時に帰るみたいな。それが一週間くらい続い
て ...。俺、死ぬかなって思いました（笑）

どのようなつながりを大事にしていますか？
　地元の人達との関わりを作ることを意識して
ますね。大町から離れていた期間が長いことも
あって帰ってきた時には浦島太郎状態だったの
で ...「これ地元のつながり作らないと商売やって
けないな」って。だから一生懸命居酒屋に飲みに
行って。でも居酒屋はほんとに人間関係が広がり
ますね。仲良くなった店主さんがお客さんに「ラー
メン屋の人です」って紹介してくれたり。

修行地である千葉県の人達はどうでしたか？
　ラーメンオタクが集まる Facebook グループ
にずっと入ってて、その人達がやばくて（笑）
この人達一年に 300 食くらいラーメン食うん
ですよ。中にはとにかく二郎系ラーメンを愛す
るおっちゃんがいて、わざわざ飛行機に乗って
北海道まで行って、二郎食べたらそのまま何も
しないで帰ってきちゃったりして（笑）でもそ
ういうグループに入ってると千葉の情報が色々
入ってくるのでメニューを考える時とかに結構
参考になりますね！
　新メニューを考えるために意識していること
はありますか？
　元々料理が好きで、メニューを考えるのが好
きでそれが楽しくて、これやったらおいしいだ
ろうなってのをやっちゃいます。休みの日には
必ず外食して他店舗の味を確認することも意識
してますね。

好きが引き寄せる情報
好きから生まれる探究心

店内の雰囲気にこだわりなどはありますか？
一番はやっぱりこのギャラリー（貸して！

ギャラリーの展示）ですね。あとは店内には自
分の好きなものを飾って、趣味空間も作ってま
す。ジブリが好きで、そのフィギュアを置いた
り、カブトムシ置いたり。結構お金かかってま
す（笑）

遊び心あふれる空間

大町商 会議所青年部定期総会大大町町商商 会会議議所所青青年年部部定定期期総総会会
コロナの影響　書面決議　青年部活動休止　コロナの影響　書面決議　青年部活動休止　
本年度の定期総会は、新型コロナウイルスの影響に
より、会議体での開催ができない状況になったため、
書面での議決となりました。令和２年４月２７日を書
面決議書の提出期限とし書面での議決を行った結果、

全ての議案について全会員の賛成をもって可決となり
ました。
　定期総会開催以降約二ヶ月間、青年部の活動は休止
されましたが、７月上旬から少しづつ活動が再開され、
会議等はコロナウイルス感染対策として、全員のマス
ク着用、手指の消毒が実施され、換気の良い室内で、
距離を保って行われています。

とんこつ醤油
入念な仕込みで旨みを凝縮
濃厚とんこつスープ！

特集
！

特集
！コロナが明けたら絶対行きたい！
おおまち期待の飲食店

貸して！ギャラリーの展示作品

可愛らしいジブリの置物

清潔感のある店内

ファミリー向けの座席

ジブリキャラクターがお出迎え

裏面に続きます！

Pickup

　とんこつを何時間も
かけて「ガンガン」に炊
いた、店主こだわりの濃
厚スープ。こってりなの
にくどくなく、気付けば
スープまで飲み干してし
まう一杯！人気ナンバー
ワンメニュー！

店主 矢口裕哉さん
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第一弾　
大町で食べられる本格家系ラーメン

らーめん矢突撃取材
　「らーめん矢」
　大町市では数少ない「家系
ラーメン」を推すラーメン店。
とんこつ、鶏がら、煮干し、
台湾、四川風とメニューは幅
広く、老若男女を問わず多く
の方に受け入れられています。
　今回、取材に快く応じてく
れたのは、そんな人気ラーメ
ン店の店主である「矢口裕哉」
さん。矢口さんは二十歳で地
元大町を離れ、千葉県で１２
年間飲食業を学んだのち、大
町に帰郷。２０１８年１２月
に「らーめん矢」をオープン
しました。

本年度、大町商工会議所青年部の会長を務めます、
吉澤と申します。明るく元気に、1年という限られた
期間を精一杯努めてまいりますので皆様ご指導ご 逹
の程よろしくお願いいたします。
　現在は新型コロナウイルスの多大な影響により、皆
様の生活や経済活動は制限され縮小している状況で
す。しかしながらこのような状況のなかにおいても、
アイデアを出し前に進もうとするメンバーが多く、
我々青年部一人一人が「この地域を良くしていきたい」
と同じ志を持つ色彩豊かな異業種の集まりでありま
す。
　多くの方が楽しみにしていた大町市内のイベントや
お祭りも中止・延期になる可能性もある 1年ではあり
ますが、各メンバーの得意分野や専門知識を活かしな
がら商工会議所活動の一翼を担い大町 YEG が「続け
ていける」ために、そして自企業との両立を無理せず、
特続可能な助け合いや業務分担をして、参加しやすい
青年部になれるように、みんなで歩んで参ります。
大町商工会議所青年部　会長　吉澤晃一

２０２０年度　会長挨拶　

スローガン　
　大町市にお店を出したきっかけは？大町市にお店を出したきっかけは？
　地元が大町市だったことや大町市界隈にラーメ　地元が大町市だったことや大町市界隈にラーメ
ン屋が少なく、美味しいラーメンを近場で手軽にン屋が少なく、美味しいラーメンを近場で手軽に
食べて頂きたいと思い、出店を意識し始めたのが食べて頂きたいと思い、出店を意識し始めたのが
きっかけですね。きっかけですね。
　　オープン初日の心境はどうでしたか？オープン初日の心境はどうでしたか？
　緊張はしましたね。でも大町で長いこと続けて、　緊張はしましたね。でも大町で長いこと続けて、
子供達が大人になった時に「ちっちゃい頃から食子供達が大人になった時に「ちっちゃい頃から食
べてきたラーメン」になってれば良いなって。で、べてきたラーメン」になってれば良いなって。で、
「うまい家系がここにもあるぞ」と紹介出来るよ「うまい家系がここにもあるぞ」と紹介出来るよ
うなお店にしたいという思いがありましたね。うなお店にしたいという思いがありましたね。
　オープン当初の反響はどうでしたか？　オープン当初の反響はどうでしたか？
　忙しすぎて ...。ヤバかった（笑）舐めてました。　忙しすぎて ...。ヤバかった（笑）舐めてました。
来ても 50人くらいくれば良い方だろうと思って来ても 50人くらいくれば良い方だろうと思って
2日分用意したら一日でほとんどなくなって。も2日分用意したら一日でほとんどなくなって。も
うそこからは仕込みに追われて毎朝 6時に来て深うそこからは仕込みに追われて毎朝 6時に来て深
夜 3時に帰るみたいな。それが一週間くらい続い夜 3時に帰るみたいな。それが一週間くらい続い
て ...。俺、死ぬかなって思いました（笑）て ...。俺、死ぬかなって思いました（笑）

子ども達のふるさとの味に
「うまい家系」を

　どのようなつながりを大事にしていますか？どのようなつながりを大事にしていますか？
　地元の人達との関わりを作ることを意識して　地元の人達との関わりを作ることを意識して
ますね。大町から離れていた期間が長いこともますね。大町から離れていた期間が長いことも
あって帰ってきた時には浦島太郎状態だったのあって帰ってきた時には浦島太郎状態だったの
で ...「これ地元のつながり作らないと商売やってで ...「これ地元のつながり作らないと商売やって
けないな」って。だから一生懸命居酒屋に飲みにけないな」って。だから一生懸命居酒屋に飲みに
行って。でも居酒屋はほんとに人間関係が広がり行って。でも居酒屋はほんとに人間関係が広がり
ますね。仲良くなった店主さんがお客さんに「ラーますね。仲良くなった店主さんがお客さんに「ラー
メン屋の人です」って紹介してくれたり。メン屋の人です」って紹介してくれたり。

「居酒屋」で広げる地元のつながり

　修行地である千葉県の人達はどうでしたか？修行地である千葉県の人達はどうでしたか？
　ラーメンオタクが集まる Facebook グループ　ラーメンオタクが集まる Facebook グループ
にずっと入ってて、その人達がやばくて（笑）にずっと入ってて、その人達がやばくて（笑）
この人達一年に 300 食くらいラーメン食うんこの人達一年に 300 食くらいラーメン食うん
ですよ。中にはとにかく二郎系ラーメンを愛すですよ。中にはとにかく二郎系ラーメンを愛す
るおっちゃんがいて、わざわざ飛行機に乗ってるおっちゃんがいて、わざわざ飛行機に乗って
北海道まで行って、二郎食べたらそのまま何も北海道まで行って、二郎食べたらそのまま何も
しないで帰ってきちゃったりして（笑）でもそしないで帰ってきちゃったりして（笑）でもそ
ういうグループに入ってると千葉の情報が色々ういうグループに入ってると千葉の情報が色々
入ってくるのでメニューを考える時とかに結構入ってくるのでメニューを考える時とかに結構
参考になりますね！参考になりますね！
　　新メニューを考えるために意識していること新メニューを考えるために意識していること
はありますか？はありますか？
　元々料理が好きで、メニューを考えるのが好　元々料理が好きで、メニューを考えるのが好
きでそれが楽しくて、これやったらおいしいだきでそれが楽しくて、これやったらおいしいだ
ろうなってのをやっちゃいます。休みの日にはろうなってのをやっちゃいます。休みの日には
必ず外食して他店舗の味を確認することも意識必ず外食して他店舗の味を確認することも意識
してますね。してますね。

好き好きが引き寄せる情報が引き寄せる情報
好きから生まれる好きから生まれる探究心探究心

　店内の雰囲気にこだわりなどはありますか？店内の雰囲気にこだわりなどはありますか？
　一番はやっぱりこのギャラリー（貸して！一番はやっぱりこのギャラリー（貸して！
ギャラリーの展示）ですね。あとは店内には自ギャラリーの展示）ですね。あとは店内には自
分の好きなものを飾って、趣味空間も作ってま分の好きなものを飾って、趣味空間も作ってま
す。ジブリが好きで、そのフィギュアを置いたす。ジブリが好きで、そのフィギュアを置いた
り、カブトムシ置いたり。結構お金かかってまり、カブトムシ置いたり。結構お金かかってま
す（笑）す（笑）

遊び心遊び心あふれる空間あふれる空間

コロナの影響　書面決議　青年部活動休止　 とんこつ醤油とんこつ醤油
入念な仕込みで旨みを凝縮入念な仕込みで旨みを凝縮
濃厚とんこつスープ！濃厚とんこつスープ！

特集
！

貸して！ギャラリーの展示作品貸して！ギャラリーの展示作品

可愛らしいジブリの置物可愛らしいジブリの置物

清潔感のある店内清潔感のある店内

ファミリー向けの座席ファミリー向けの座席

ジブリキャラクターがお出迎えジブリキャラクターがお出迎え

裏面に続きます！裏面に続きます！

PPickupickup

　とんこつを　とんこつを何時間も何時間も

かけて「ガンガン」に炊かけて「ガンガン」に炊
いた、店主こだわりの濃いた、店主こだわりの濃
厚スープ。こってりなの厚スープ。こってりなの
にくどくなく、気付けばにくどくなく、気付けば
スープまで飲み干してしスープまで飲み干してし
まう一杯！人気ナンバーまう一杯！人気ナンバー
ワンメニュー！ワンメニュー！

店主 矢口裕哉さん店主 矢口裕哉さん



資 格

会 費

賛助会員随時募集中大町商工会議所会員事業所の経営者
または会員事業所が認める 45歳以下の方 。
※大町商工会議所会員事業所でない方は商工会議所へ
　入会していただきます。

大町商工会議所青年部の活動をご理解・ご支援いただ
ける賛助会員につきましても随時募集しております。
お気軽に当会会員・事務局までお問合せ下さい。
■賛助会員年会費：12,000 円（中途入会は月割り）年会費：12,000 円（中途入会は月割り）

■入会のお申し込み・お問い合わせ■入会のお申し込み・お問い合わせ
大町商工会議所青年部事務局
担当：西山までお問合せください

0261-22-1890

〒 398-0002〒 398-0002
大町市 大町 2511-3 大町商工会館内大町市 大町 2511-3 大町商工会館内
FAX：0261-23-3735FAX：0261-23-3735
Mail ：info@oyeg.jpMail ：info@oyeg.jp
URL：http://oyeg.jpURL：http://oyeg.jp

当会ホームページにて活動報
告を公開しております。左記
URL または QR コードにて
是非ご覧ください。

メニューメニュー メニューメニュー22 33
スパイシー台湾スパイシー台湾
家系ラーメン家系ラーメン

四川風ラーメン四川風ラーメン

刺激的に香る刺激的に香る
厳選されたスパイス厳選されたスパイス

ピリ辛スープとニラのピリ辛スープとニラの
風味が絶妙にマッチ風味が絶妙にマッチ

PPickupickup PPickupickup

　スパイシーな辛　スパイシーな辛
さがやみつきになさがやみつきにな
る旨辛ラーメン。る旨辛ラーメン。
辛いだけでない辛いだけでない
スープの旨味で一スープの旨味で一
度食べ始めたら止度食べ始めたら止
まらない！まらない！

　大胆に塗された　大胆に塗された
ニラが視覚と嗅ニラが視覚と嗅
覚を楽しませる。覚を楽しませる。
スープはピリッとスープはピリッと
クセになる辛さ。クセになる辛さ。
辛いものが苦手な辛いものが苦手な
人にもおすすめの人にもおすすめの
一杯！一杯！

長野県大町岳陽高等高校

大町市立仁科台中学校

大町市総合情報センター

大町市役所

桜田町
らーめん矢

有明大町
線

商工会議所青年部とは Young  Entrepreneurs  Group
　商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場として、また青年経済人としての資
質向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済を築く事を目的としています。活動の中心は、あくま
でも企業経営の勉強の場であり、交流を通じて企業の発展を図ると共に、商工会議所活動の一翼を担うという理念のも
と、全国各地の商工会議所に青年部が設置されています。大町商工会議所青年部は平成 3年 11 月に設立され、様々な
地元企業の若手メンバーが活動を共にし、日々の会議・委員会・例会事業等を通じ、交流と研鑽に励んでいます。
　他分野・他業種の仲間が集まる事により生まれる情報や人脈、そして苦労を共にした仲間との友情は必ずや生涯の財
産となり、様々な経験により生まれる統率力や気配りは必ずや大きな発展をもたらします。自身の毎日にもうひとつの
充実感・達成感溢れる時間を、そして新しい可能性、新しい仲間、新しい自分を発見してみませんか？

随時募集集中中

〒 398-0002
大町市大町 3761-1
☎ 0261-85-4456
営業 11:00-14:30
　　 17:00-20:30( 日月火 )
　　 17:00-22:00( 木金土 )
定休日 水曜 ( 月末の火曜 )
Twitter @Ra_men_allow

実はあります。裏メニュー裏
　店内販売機をよーく見てみると、何も
メニューが記されていないのに怪しくオ
レンジ色に点灯するボタンが ... ！矢口さ
んに確認してみると、なんとこれは「隠
しボタンメニュー」なのだとか！ちなみ
にこのボタンの内容はらーめん矢のツ
イッターで事前にチェック出来るそうで
す！と言いつつも、何も知らずにドキドキしながら押してみたいとい
う気持ちも ...。関係ないですが、左下の「ミルクれもんラーメン」こ
ちらも非常に気になりますね ... ！！

終わりに。
　何かと不便が多く、先の見通しづらいこの状況を、より一層地域に何かと不便が多く、先の見通しづらいこの状況を、より一層地域に

目を向けるチャンスと捉え、今回は大町の飲食店の取材をさせて頂き目を向けるチャンスと捉え、今回は大町の飲食店の取材をさせて頂き
ました。忙しい中取材に協力してくれた矢口裕哉さん、そして最後まました。忙しい中取材に協力してくれた矢口裕哉さん、そして最後ま
でご覧になって下さった読者の皆様、本当にありがとうございました。でご覧になって下さった読者の皆様、本当にありがとうございました。


