72

Vol.
2017.4.5

差込付録

RE CAB特別版
フォローアップ委員会

見にミニ例会
報告！！

副代表

吉尾 悟志
紹介者：柳沼 雅彦
申込日：2005 年 4 月 12 日

㈲アサヒ通信機
代表取締役
職種 / 業務用無線設備
無線設備関係販売
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RE CAB
リキャブ

柳

沼さんの紹介で入会し、今年で12年になります。今まで紹介した人数は8人程で現在6、7人

残っています。真面目できちっとした人が残ってくれています。真面目できちっとした人は

会社も内容がいいですね。今の自分の役目は守成クラブ旭川の中で、しっかりと世代交代できるよ
うにするのが仕事です。なので、守成クラブ旭川の基盤となるルールを作ることが大事だと考え
ています。枡にはめるような堅苦しいルールでなくとも、旭川会場では真面目にやっている人に迷

惑がかかるような行為の取締りを強化していく必要がある。旭川会場の会員資格をしっかり作り、
旭川守成クラブの価値を高めるようにして次世代に繫いでいきたいと考えています。

我が㈲アサヒ通信機は、創業22年。業務内容は無線などの通信機器の販売、メンテナンスです。除

雪、警備、役所など、道内では遠い所で稚内、函館など遠方のお客様にも対応しております。南富良

野の災害時には、様々な無線機が故障やトラブルで多くの依頼が来ました。自社でも後継者への世
代交が重要だと実感しています。そして利益を生むためのシステム作りが大切です。しかし、最も
重要なのは子供の教育や人間性だと実感しています。

守成メンバー

㈲アサヒ通信機 吉尾 悟志

職種別紹介

〈2017年1月〜3月までの入会で職種別未掲載の方々〉

●山下 直樹 ㈱ Active〈設備業〉 ●成澤 優華 Bar hriiH（キリーク）
〈飲食業〉 ●青木 幸恵ヨガ＆サップヨガ ブルー〈ヨガ
インストラクター〉 ●大西 紀一郎 ㈱大西時計店〈時計販売〉 ●加賀 涼香 Pont Marie ( ポン マリー )〈飲食業〉 ●高橋 一
美 ㈱至誠〈訪問介護、グループホーム〉 ●佐々木 勝哉 Casual Bar KID〈飲食業〉

リキャブ編集後記

みなさんご協力ありがとうございました。
福井雄一

リキャブ製作委員会委員長/外川塗装

と

うとう今月号で自分が担当するリキャブが最後となります。
実は広報の事を何も分からず委員長になったのが始まりで

した（笑）構図は雑誌レオンを参考に。表紙は鬼瓦賞以上の方本人へ

の完全取材型、職種別紹介、交流活動報告を主体とした内容をコン

セプトに進めました。リキャブ委員会の皆様に全力で助けられなが

ら完成した第1号完成は、一生忘れる事のない経験です。次期委員長

はクボタ贈商の窪田さんです。今後の発展に期待すると共に今期関

わっていただいた委員会メンバーに感謝し今期の任務を全うした

いと思います。

［世話人会からのお願い］ご協力お願いします。

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、今期は

６ヶ月に１回を予定。是非ご協力をお願いします！！

2. 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。

45

旭川

・ 月の主な予定

次回例会

4/ 5（水）18：30〜第177回例会（旭川グランドホテル）
4/12（水）委員長会議
4/12（水）12：00〜フレンドランチ会

大雪地ビール（宮下通11丁目 ）

4/25（火）12：00〜レディースランチ会 Allタイムスカフェ
（3条8丁目1705-60 アイリットビル 1F）３F ハーブギャラリー旭川店ご案内
２F 旭川アロマテラピースクールでアトリエ・ル・ブラン早川さんによる
フレグランスミスト作成体験講座（約 30 分）
5/ 11（木）18：30〜第 178 回例会（ベルクラシック旭川）

年会費19,440円

5月11日（木）

１８：３０〜 ベルクラシック旭川
3/28
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

289 名
会 員 数
164 名
正 会 員
123 名
準 会 員
2名
パートナー

旭川会場会員 162 名
4名
ゲスト
0名
他会場会員
166 名
合 計

発行 / 守成クラブ旭川 リキャブ制作委員会

編集 / 福井 雄一、早坂 琢弥、木幡 留美

制作・印刷 / コハタ制作室

第176回『仕事バンバンプラザ』

第176回『仕事バンバンプラザ』

赤バッチ正会員

がんばれ盾

出発進行！！

ブ旭川に関わっていただいてい

こ は、その時々の状況を副

ます。事務局は皆さんの御用聞

た。今年度と次年度が錯綜した

ます。ただ委員会は、大きくなっ

代表が交互にお話しして来ま

中での例会ですので、本日担当

たマーケットを活かす為にあ

した。新年度から事務局の体制

の出来る事は期限内返答は出

加賀 涼美

桜井

の矢田委員長のチューリップ

りますので、委員会活動を通じ

が変わります。これを機に事務

委員会の皆さまにはご苦労を

て少しでも多くの方と接して

局の煩雑な仕事内容を少しで

お掛けしていますが、よろしく

いただき営業活動に役立てて

も軽減しなければ成らないと

お願い致します。私が代表に就

いただければと思います。来月

思います。守成クラブ旭川の大

任してからずっと「みんなで顔

からは、新しい委員会になりま

きな特徴は、出欠の返答率が90

晴れ！みんなで志事！」と言う

すので今までのお付き合いを

〜95％と他になく高い事です。

テーマを掲げています。これ

大事にしながら新しい出会い

これは非常に有り難い事です

は、晴れやかな笑顔で能動的に

を活かしていただきたいと思

が、期限内に返答してくれる方

行動し、会員一人ひとりの売上

います。それでは、副代表と世

はまだまだ少ない状況です。期

の為に一丸となって志事をす

話人の方々をご紹介させてい

限を過ぎてからの返答は長時

ることを願って掲げさせてい

ただきます。4月からは、この顔

間にわたり事務局を拘束する

ただきました。その為に行った

触れでスタートいたしますの

ことに成り、自分の仕事にも影

チーム制、そして、委員会制に

でよろしくお願いいたします。

響を与えてしまう事に繋がり

青木 幸恵

しずみ）

（さくらい

海棠

ゆか）

代表〈飲食業〉
紹介者 斉藤直輝
配属 受付

大西 紀一郎

高橋 一美

（おおにし

かずみ）

きいちろう）

㈱大西時計店

営業企画課長
〈時計販売〉
紹介者 菊池和人（札幌北）
配属 フォローアップ

代表〈訪問介護、グループホーム〉
紹介者 富川泰志
配属 例会運営 華

めぐみ）

代表取締役〈販売業〉
〒071-1202
上川郡鷹栖町
南2条1丁目3-6
TEL 090-4878-3245

Bar hriiH（キリーク）

代表〈ヨガインストラクター〉
紹介者 和泉泰弘
配属 例会運営 星

恵

正会員を目指し頑張ろう!

（なりさわ

ヨガ＆サップヨガ ブルー

日は、いよいよ今年度も

㈱ワースリビング

成澤 優華

（あおき さちえ）

加賀 涼香

（かが

りょうか）

Pont Marie
(ポン マリー)

代表〈飲食業〉
紹介者 加賀涼美
配属 例会運営 月

佐々木 勝哉

（ささき

かつや）

Casual Bar KID

例会報告

代表
〈飲食業〉
紹介者 古立貴仁
配属 BM

例会委員会 チューリップ

委員長

フレンドランチ会 3/14○ 銀座ライオン

例

火

でしたか？名刺交換にはいつもの2

コメント/大雪地ビール 梅井幹雄

倍近い時間を要しましたが、全員が
しっかり時間をかけ名交換をし皆さ

火 コミュニケーション委員会＆レディースランチ会合同企画
3/28○

んの名前・顔・仕事をしっかりと覚え
ていただけた事と思っております。

NPO法人まことの新工場の見学会

28年度最後の例会、チューリップ委
員会は3回例会担当をさせていただ
きましたが守成クラブ旭川の会員皆

PO法人まことさんと北海道健誠社さんの企業の取り組みや理念をお聞きし身の

様のご協力で無事に乗り切ることが

引き締まる思いをしました。また、皆さんでおしぼりのパッケージなどの作業を実際

できました。1年間ありがとうござい

にやらせて頂きなかなか難しく、また面白い体験をさせてもらいました。本イベントに際し

ました。そして新年度もよろしくお

ては、NPO法人まことの松村さんがご尽力いだだき実現したイベントです⤴松村さんあり

願いします。

がとうございました。また、今期最後のコミュニケーション委員会にたくさんの参加をして
コミュニケーション委員会委員長/丸信衛生工業 堂本晴文

笑顔で出迎えてくださり、またおしぼりの包装やシーツのアイロンなどの体験をさせて
くださいました。社食もボリュームたっぷりの食事で毎日食べたいほど。大変貴重な見
学・体験をさせていただきありがとうございました。

JBM Enterprise/BAR 椛 馬場瑞穂

し

験
り包 装体
ぼ

どうあるべきか」
「良いところは盗んでいけ」という熱いメッセージが贈られ、改

めて経営者としての在り方を考えさせられました。工場には障がい者の方が、みなさん

お

参

交換をしよう」とさせていた

るのか分からないなど、ありません

会員さんの自社PRの時間もふんだんに有り質問等も活発に出て、いつも以上に盛り上がり

加者は約40名。はじめに瀧野喜市社長から、会員の皆さんに「旭川経済人として

会のテーマは、
「しっかり名刺

いるけど、実はどんな仕事をしてい

座ライオンさんの個室でのフレンドランチ会は初めてで落ち着いた雰囲気でした。

をみせたランチ会でした。

矢田栄司

だきました。普段は握手で済ませて

月で年度末の会社の方が多いためか参加人数はいつもより若干少なめでしたが、銀

いただきありがとうございました。

伊藤 勝治

㈱ラッツ・９９４

してみんなで少しずつ守成クラ

緑バッチ準会員

N

副代表の一言

今 最後の例会になりまし

オーナー〈飲食、接客業〉
〒070-0033
旭川市3条通6丁目
ヨシタケ7号館4F
TEL 0166-22-1170

3

小滝 達也

市場拡大
ありがとう
ございます！

ラウンジバー

㈱至誠

㈱小滝畜産 代表取締役

3社のご紹介
ありがとう
ございます！

（かが

（たかはし

代表挨拶

の１年間副代表の一言

きでは有りません。私たち会員
来るはずです。300名と会員数
が増えて来ている事は素晴ら
しい事ですので、お互い尊重し
あう事で守成クラブ旭川の
マーケットを拡大して行きま
しょう。

