自ら例会に関わり成功させる側になって
いただきたいと私は心から思うのです。

ダイヤバッチ
守成クラブ旭川代表

小滝達也

紹介者：後藤 毅
申込日：2005 年 5 月 26 日

㈱小滝畜産

守成クラブ
旭川
検索

代表取締役
食肉加工総合卸
住所 /〒070-0824
番地の3
旭川市錦町19丁目2152番地の3
TEL
T EL// 0166-52-2393
FAX
FAX//0166-52-2329
0166-52-2329
http://www.kotaki.biz/

守成クラブ旭川 事務局 〒070-8072 旭川市台場 2 条 3 丁目 2-1 台場 2-3 ハイツ 3 階 エイエステック（株）内 電話：0166-76-1072 FAX：0166-76-1091
携帯：090-1387-4131（シマベ）
ＵＲＬ http://syusei.biz/ メールでのお問い合せはこちら▶E-mail info@syusei.biz

現在の守成クラ
ブ旭川は大変盛
り上 がっており
ます。出 会 い が
広がりマーケッ
トが拡 大してい
く事は大変喜ば
しいことです。拡
大だけを目指しているわけではない
ですが、試行錯誤の中でチーム制を
採用してからグンと和が広がり良く
なって行きました。現在はその良い
点や反省を生かし委員会制を採用し
てさらに活気が増しております。
やめ
ると損をするクラブになって行く為
には志事、充実した志や信念を持っ
て取り組むシゴトを目指してみなさ
んで頑張って行きましょう。
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お客様のままで参加を
していてはいけない。

守成クラブ旭川広報紙

RE CAB

RE CAB
リキャブ

守成メンバー 職種別紹介
e
v
i
t
a
re デザイン、WEB、印刷、看板、写真、映像、販促〉
C〈広告、

●伊藤勝治 ㈱ラッツ・９９４〈営業用ツールの制作・デザイン・印刷・看板・WB 業〉 ●西村公艶 ㈱総北海〈総合印刷業〉
●尾崎満範 デザインスタジオ・オザキ〈幸告業〉 ●江藤

健 ㈱総北海〈総合印刷業〉 ●児玉久子 ㈲こだま工房〈広告

美術業〉 ●近藤多美子 フォトステージ遊きりん〈写真業〉 ●伊藤吾郎㈲ いとう印刷〈印刷業（製造）〉 ●早坂琢弥 ガ
イネット〈デザイン・ＨＰ制作〉 ●弦間

信 デザイン事務所カギカッコ〈デザイン業〉 ●早坂賢治 サモウェブデザイン

工房〈映像制作・Web デザイン〉 ●木幡留美 コハタ制作室〈広告デザイン〉 ●加藤健太㈲ カトーカメラ店〈カメラ、写
真販売〉 ●谷島

稔 はんこ屋さん 21 旭川店〈印章・印刷〉 ●窪田幸雄㈱ クボタ贈商〈カレンダー制作・販売〉 ●後藤

信之 ㈱旭川ビジネス〈総合印刷業〉

仕事依頼 事例報告
発注先／フラワーショップＢＬＯＯＭさん
依頼者／ハーブと和漢のなづな堂

２

吉本秀美

年前にお店をオープンし、１周年の時
に友人からお花を頂き、お店に飾った

所、多くのお客様からお花があると「良い

ね。」
「 落ち着くね。」
「 和むね。」等の声を聞

コミュニケーション委員会報告
木 ゴルフ練習会
5/26○

た

コミュニケーション委員会
委員長 堂本晴文

かすゴルフクラブ赤坂プロ・吉尾副代表のレッスンのもと皆さんかな
り真剣に練習してましたよ！これは、6月のコンペも楽しみです⤴

参加された皆さんお疲れ様でした＼(^o^)／

き、これは常時お花を置くしかない！と思
い、忠和のブルームさんに少額でも持って
きてもらえるか聞
くと、快くOK！そ
れから、毎週月曜日

にいろいろな花を
飽きない様に工夫
し て 、配 達 し て も

ら っ て ま す 。お 店
も明るくなり、私も

お花を飾りながら
癒されています。

コミュニケーションイベント案内

6/12 バーベキュー大会 12時〜

場所 クリスタルガーデン
参加費 3500円 子供 1500円
駅前から11時半に送迎バスが出ます。

6/25 守成ゴルフコンペ
8時18分〜

場所 旭川たかすゴルフクラブ
参加費 2000円(プレー代各自精算)

［世話人会からのお願い］ご協力お願いします。 ［BM委員会からのお願い］早期受付について

1. 守成クラブ内での売上実績収集。
昨年度は毎月の提出を求めていましたが、

BM委員会では、18：10までに例会出席受付をされた方を対象に

2.

た自社PRを是非ご活用ください。協賛商品をご提供

した 早期受付者抽選会を実施しております。それに伴い、早期受

今期は６ヶ月に１回を予定。是非ご協力をお願いします！！

お連れするゲスト様への責任は紹介者にあります。

紹介者へ責任を持ってクラブのルール等を啓蒙してください。
例会で [独りぼっち] にならないように 心がけてください。
その方が正会員になるまで積極的にフォローしましょう。

付者抽選会の協賛商品をぼしゅうしております。協賛商品を使っ
いただける方は下記までご連絡をお願いいたします。

株式会社クロスワーク

FAX/0166-85-7967 emaill info@xwksoft.net

6・7月の主な予定

仁

旭川

次回例会

6/ 7 （火）18：30〜第 167 回例会（旭川グランドホテル）
6/13（月）19：00〜委員長会議 ときわ市民ホール302号室（５条通４丁目）
6/14（火）12：00〜フレンドランチ会 大雪地ビール（宮下通 11 丁目）

7月5日（火）

１８：３０〜 アートホテルズ旭川

6/13（月）12：00〜世話人会 銀座ライオン（宮下通 11 丁目 ）

5/23
現在の会員数 現在

6/21（火）12：00〜レディースランチ会 amie 工房（旭町 2 条12丁目 98 ）
会社訪問 ハピネス 保科さん（amie 工房地下で行います。）
7/ 5 （火）18：30〜第 168 回例会（アートホテルズ旭川）

年会費19,440円

BM委員会

委員長 佐々木

発行 / 守成クラブ旭川 リキャブ制作委員会

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

255 名
156 名
98 名
7名
3名

先月例会出席報告
正準会員代
代 理 出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

編集 / 福井 雄一、早坂 琢弥、木幡 留美

137 名
5名
2名
12 名
156 名

制作・印刷 / コハタ制作室

第166回『仕事バンバンプラザ』

例会報告

代表挨拶

自分を売り込みましょう！！

顔

ひ

岩鼻徳夫

コンサートの旭川
公演は6月26日（日）です。
皆さん、お越しくだ
さいね！

も名前も知っているけど、仕事内容が良
く解っていなくて商売に結びつかない自

分を、
一人でも多く知って頂くため、
テーブル人
数を多めにしました。時間は短めでしたが自分
を売り込み知って頂く機会になったと思いま
す。初めての例会運営という事で色々と勉強に
なりました、途中早くなったりしましたが結果
は大体予定通り終わることが出来ました。委員
会内の結束も高まりました。次回ももっと楽し
める例会になれるよう、
あと２回 顔晴ります。

第1 5回 守成クラブ全国会員大会

世話人

渡邉 正俊

日 会場/ロイトン札幌
5/22○

全

ごと暖かくなり、桜の

は出来なくても親・兄弟・友人・

季節となりました。と、

知人・従業員等々に守成会員

たようです。旭川からも16名の参加になり、初めて参加の方も

幌入りした有志の会員が250名程集まり懇親を深めていました。全国大

が旭川でも開かれてお

休まず必ず出席してくださ
い。自然に、仕事が来ます。間

委員長の『さくら委員会』が担

ンご紹介していただきたいと

交流会で仕事を前面に出して

違いありません。それが今、例

当し「自分を売り込みましょ

思います。皆さんの小さな意

いる会合です。皆さん、起業し

会出席160名となっている仲

う！」と言うテーマの例会で

識が大きなマーケットになる

立ち上げた頃の事を思い出し

間だと思います。170社例会

す。守成の例会には、売るとい

と確信しています。みんなで

てみてください。営業、仕事の

180社例会。200社例会に向

うより買いに来てください。

晴れやかな笑顔でがんばりみ

新規開拓に歩き回り、名刺を

けて、継続した例会出席をお

と、言っていますが先ず、自分

んなで志をもって、志事をし

出しても一日、20件から30件

願いしてオリエンテーション

の事を覚えていただかなけれ

ていきたいと思っています。

回っても名刺は2枚か3枚し

といたします。

ば売れるはずも有りません。

かもらえませんでした。この

ですので、本日は自分を売り

例会に参加し会員になると

込むと同時に人の話に耳を傾

160枚もの名刺を１時間半の

けて興味を持っていただきた

間にもらえます。すごい営業

いと思います。そして、この

力だと思います。継続して例

マーケットだけの商いではな

会に出席することが名前、顔、

く皆さん一人一人が宣伝マン

仕事を覚えてもらえる最小限

となって、自分は利用する事

の例会出席の目的です。継続

みんなで志をもって、志事をしていきましょう! !
鈴木英利子

（すずき えりこ）

が、他の会場のゲスト参加に対する生の声を聞く事が出来たのは、とて

前

も貴重な時間でした。今回、旭川会場にとって誇るべき事象があり、小

の例会参加人数が安定的に150名を超えるようになったことが、評価さ
れたとのことです。小滝代表曰く、旭川会員全員で受賞したバッジとの
事ですので、小滝代表に皆さん触らせてもらいましょう！（ダイヤバッ

三浦直土

ジの値段も発表されていましたが伏せておきます）大会自体も大変盛

でランチをいただき、
自社アピールを行いました。
会社訪問は、
買い物公

い・覚えてもらいやすい」と言うことと、自分をピー

してこの場所を選び、
スマホ・インターネットなどの講習会もあり、
気兼ね無く

アールしやすい場だと思います｡

訪ねて下さいと猿田さんに説明して頂きました。

なく、昼間お話し出来る分仕事に繋がる事が多いです。
コメント/太田貴洋
インタビュー／
近藤卓也

佐藤仁親

（さとう

ひとし）

スマイル保険事務所 代表

〈保険業〉
078-8314
旭川市神楽岡4条6丁目
6-3 藤コーポ201
TEL 0166-73-8780

高橋幸二

（たかはし こうじ）

㈲ドリームエステート

〈飲食店〉
旭川市3条通6丁目
ウィンダムビル地下1階
TEL 0166-74-5711

代表取締役
〈不動産売買〉
〒070-8014
旭川市神居4条8丁目2-6
TEL 0166-61-6110

回は参加人数、22人と沢山の方が参加しました。最初にスノームさん

園にある、
ケーブルテレビポテトさんにお伺いしました。
買い物公園の活性化と

です。フレンドランチ会の良さはアルコールが入って

Bar&Dining
Buddy 代表

代表取締役
〈生・損保代理店〉
〒078-8349
旭川市東光9条3丁目2-10
信宅ビル1F
TEL 0166-35-4220

レディースランチ会

●フレンドランチ会は人数が少ないので
「周知しやす

●11月に入会してから極力参加してます。今回で3回目

（こだち たかひと）

㈱NA Create.

したいと考える会員様は、
来年５月の日曜日は空けておきましょう！

コメント/ 南 勝彦

古立貴仁

（みうら なおと）

り上がり、全国の会員との車座商談会もありました。来年の大会に参加

です。銀座ライオンさんで13名の参加でした。

代表取締役
〈飲食業〉
〒070-0035
旭川市5条通7丁目
1278番地3
TEL 0166-23-6338

㈲旭川技研 代表取締役
〈農業用資材販売〉
〒070-8016
旭川市神居6条15丁目3-3
TEL 0166-62-3362

クラブにとって献身的に貢献された方に受賞されるとの事で、
旭川会場

今

㈱クリエイション
北の酔り処・仔牛苑

政成

（まえ まさなり）

滝代表が
「ダイヤバッジ」
の表彰をされていました。
ダイヤバッジは守成

当はコミュニケーション委員会の堂本委員長

は力、です。みなさん例会には

ります。私たちの会も異業種

科会が開かれておりました。私はゲスト説明の分科会に出席しました

担

々な中小零細企業の会

の商品なりサービスをドンド

会当日も午前中からプログラムが組まれており、
全国の代表者会議や分

火
5/19○

色

言う事で本日の例会は、岩鼻

赤バッチ 正会員

数名いらっしゃいました。前日には「前夜祭」と銘打ちまして、前日に札

フレンドランチ会

継続は力。例会には休まず必ず出席しましょう。

かんぱーい！

国各地から669名の参加登録という事で、過去最大の人数となっ

火
5/12○

副代表の一言 ㈲アサヒ通信機 代表取締役 吉尾 悟志

小滝 達也

皆さん一人一人が宣伝マンとなって…

例会委員会 さくら

委員長

㈱小滝畜産 代表取締役

コメント／佐藤弘子

緑バッチ 準会員

水野寿子（みずの ひさこ）

旭川皮フ形成外科クリニック 院長

〈医療〉紹介者 佐藤仁親
配属 ウェルカム委員会

奥田博昭（おくだ ひろあき）

正会員目指して頑張りましょう。

田中裕司（たなか ゆうじ）

㈱レゴリス 代表取締役
〈ベルコ・ベルクラシック代理店〉紹介者 古立貴仁
配属 リキャブ委員会

鈴木

秀（すずき しゅう）

文化シヤッター（株）北海道支店 旭川営業所 所長 東京海上日動火災保険(株) 旭川支店 支社長

〈建具〉紹介者 鈴木英利子
配属 カトレア

森田琢博（もりた たくひろ）
森田歯科医院 院長

〈歯科〉紹介者 森田仁さん
配属 カトレア

〈損害保険〉紹介者 吉川宏美
配属 ひまわり

平野健治（ひらの けんじ）

平野社会保険労務士事務所 代表

〈特定社会保険労務士〉紹介者 高橋幸二
配属 フォローアップ委員会

井出昌志（いで まさし）
㈱かぐらの里 事務長

〈介護施設〉紹介者 三浦直土
配属 リキャブ委員会

坂本英志（さかもと えいし）
坂本英志税理士事務所 所長

〈税理士〉紹介者 前
配属 さくら

政成

