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「噂話・マル秘話・都市伝説的な怪しい話などなど 皆様からの
様々な裏情報をお待ちしております」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雨月恋路）

初めての世話人、初めての広報委員として、心も新たに取り組
んでおります。
潤滑な会の運営の一助となれるように、正しい情報提供、役に
立つ情報提供となることが、経営者様への楽しい情報提供だと
考えております。　　　　　　　　　　　　　　　　 （三浦）

祝リキャブ復活 (^^)。
3 年程前に配っていた広報誌が新たな形で復活。また関わるこ
とが出来て嬉しいです。今や TV や新聞などの情報もインター
ネットに多大な影響を受けている様な状況ですが、情報の入口
としての紙の存在はまだ生きています。広報誌で気になった所
をインターネットで詳しく調べる。そんなリキャブになったら
と思っています。その為にまずは、見たくなる仕組みが出来る
かどうかですね～。さてどうしたものか・・・。　　　（早坂）

堅苦しくなく、遊びすぎず、だけど楽しい広報誌になるよう、
いい加減（良い加減）に情報提供し続けたいと思いますので
よろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　（山岸）

第一回目の広報委員会では、re:cab の発行のことや、第一回
目ということで、加減が判らずいろいろと雑多に考えを述べて
しまいました。
まだまだ、修行が足りない…と感じました。これからの会に
期待を籠めております。　　　　　　　　　　　　　　（英刀）

新たに発足した広報委員会が提供する広報誌 "re:cab" の第一
弾です！まだまだ手探り状態での編集ですので、至らないこと
もあるかと思います。
皆様からの感想、アドバイスはいつでも受け付けますのでよろ
しくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　（島部）

手探り状態で制作を始めた広報誌ですが、なんとか第 1 号の
発行にこぎ着けることができました。
｢会員企業と会の活動状況を広く広報することにより会の活性
化と会員企業の営業の一助を図る」という委員会使命の一環に
なる誌面づくりを目指します。　　　　　　　　　　　（西村）

5月18日（水）12：00～ 5月24日（火）12：00～

旭川大雪地ビール　宮下通り11丁目
フレンドランチ会

喫茶＆スープカリー「ふわわ」
3条8丁目左6号 サンライズビル2F

レディースランチ会

お知らせ
市場活性化委員会

広報委員会
現在、守成クラブ旭川のホームペー
ジのリニューアル作業中です。既に
「行事予定」ページを一新、来年３月
までの例会スケジュール掲載をし
ておりますのでご覧下さい。また、
例会報告のBLOG掲載を取り止め
て当広報誌「re:cab」での紹介とし
ていきますことをご了承下さい。
※「re:cab」をホームページに掲載
していくことも検討中です。

仕事も大事だけど人も大事！6月下旬開催予定で、
親睦ボーリング大会を企画中です。詳細は決定次
第、アナウンスいたします。お楽しみに！
（参加対象：守成クラブ正会員・準会員）

例会活性化委員会
もっと仕事の話がしたい！という要望に応えまし
て、５月はノンアルコール例会を行うことに致しま
した。初めてのノンアルコール例会ですので、今
後の為にも皆様のご意見をお待ち致しております。

総務財務委員会
総務財務委員会を開催します！
（参加対象：総務財務委員会メンバー）
・5月18日（水）19：00
・旭川クリスタルガーデン
　発表者　毛利公貴
 （㈱道北物産 代表取締役）
　　　　　近藤多美子
 （フォトステージ遊きりん 代表）

発表者を2名に絞り1社30分～40分の時間
でPRして頂きます。
出席した会員がどんな会社(商品)かが分か
るまで、強み・弱み・成功談・失敗談など聞き
出しながら皆で別な視点で提案して行きま
す。ルールはいろいろ考えていますが、第一
回目がどんな委員会に成るか楽しみです。

ＵＲＬ http://syusei.biz/

　守成クラブ旭川の第4代目の代表を賜りました、小滝畜産株式会社の小滝達也でご
ざいます。そして本日から守成クラブ旭川の平成23年度が始まります。何卒よろしくお願
いいたします。
　まずは、東日本大震災の被災者の皆様へは心よりお見舞い申し上げます。
　ここ旭川でも表面上の被害こそ無いものの、今後は徐 に々影響が出てくると考えられ
ます。私達は会社経営者として立ち止まることはできません。守成クラブ旭川としての
活動も同様です。
　そこで今年度は、守成クラブ旭川の活性化を目的とし、スローガンを掲げます。
　『みんなで顔晴れ！ みんなで志事！』
　「がんばれ」と言う言葉自体に対し賛否を論じるつもりはありませんが、あまりにも大き
な括りの言葉なので、強制的な感じがします。そこで、当て字ではありますが、先ずは
自ら一歩踏み出し、晴れやかな笑顔で能動的に行動しようと言う願いです。
　そして「志事」ですが、「仕事」は仕える事と書きますので、社会の歯車的なイメージが拭えません。守成クラブは経営者およびそれ
に準ずる方の会ですので、自らの「志」が何なのかをしっかり自問自答し、個人の満足だけではなく広い視野にたってシゴトをすると
言うことです。
　「顔晴れ」も「志事」も、どなたかが考えた造語を引用させていただいたものですが、今の私たちに勇気を与えてくれる言葉だと思っ
ています。
　今年度の守成クラブ旭川は、晴れやかな笑顔で能動的に行動し、会員一人ひとりの売上向上のために一丸となって、みんなで
志事をしていきましょう。そして力強い企業集団になるべく、守成クラブを盛り上げて行きましょう！

今年度のスローガンは 『みんなで顔晴れ！！ みんなで志事！！』

守成クラブ旭川 代表
小滝畜産（株） 代表取締役　小滝 達也
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5/10 ○ 第106会例会（ＴＨ）
5/18 □ フレンドランチ会
5/24 □ レディースランチ会
5/27 ○ 世話人会
6/ 8  ○ 第107会例会（GＨ）
6/16 □ フレンドランチ会
6/19 ● 全国大会
6/23 ○ 世話人会　

5月・6月の主な予定 現在の会員数
会 員 数　163名
正 会 員　108名
準 会 員　 55名
前月入会　   0名

出席報告 （）内は前回
正準会員　77名（62）
他 地 区　   2名（1）
ゲ ス ト　   2名（7）
 合　計  　81名（70名）

編集後記
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〒078-8272 旭川市工業団地 2条 2丁目 1番 6号
北日本機械（株）内
電話（0166）36-6544　FAX（0166）36-6654
E-mail yfa90053@nifty.com　ＵＲＬ http://syusei.biz/

島部雅央（委員長）
西村公艶（小委員長）
三浦勇治（小委員長）
藤原直樹

守成クラブ旭川 広報委員会

千葉孝司
越湖　学
馬場瑞穂
英刀

早坂琢弥
田中英俊
戸塚義則
丹野香織

山岸ひとみ
野澤武行
西村美郷 参加申し込み後のキャンセルは例会 2日前までに事務局へご連絡ください。

前・当日のキャンセルは参加料 5,000 円ご負担願います。　0166-36-6544 事務局　090-8271-3749 川辺　090-5077-9584 林

2011年4月6日例会より

事務局委員会
次回 107回例会
6/8（水）18：30～　旭川グランドホテル
例会出欠のご返答を6/1までにご連絡願います。

【 re：cab 】（リ・キャブ）の名の由来について
守成クラブ旭川の現状と未来を、誌面を通して伝えることにより、現状に満足することなく更にチャレンジしチャンスを生かす前向きな会員をバンバン応援していく。
そんな願いからこの名称をつけました。
【 re： 】は元々、英語圏において文通の返信の表現として用いられていたが、今現在は、コンピューター用語の転用として、用いられている。
一般的な読み方としてはラテン語の「res」（～について）が語源であるため「レス」と発音する。本来であれば、「レ」と発音させるべきところではあるが、今回「守成クラブ旭川」として情
報誌を発刊するにあたり、「～について」だけの意味ではなく、「ｒｅｆｒｅｓｈ（リフレッシュ）」「ｒｅｔｒｙ（リトライ）」等々の「re（リ）」から「再び」「再生」の意味があり、視覚的（re：）聴覚的（リ）にも
イメージしやすく、「守成クラブ」にもっともふさわしいと考え、「re：」を採用した。
【 C 】はＣＨＡＮＣＥ（チャンス）・ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ（チャレンジ）。そして、ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＯＮ（コラボレーション）の「Ｃ」で「守成クラブ」にはなくてはならない、頭文字である。
【 A 】はASAHIKAWA（旭川)の「Ａ」であり、ＡＣＴＩＯＮ（アクション）を連想させる、大切な頭文字である。
【 Ｂ 】はBANG BANG（バンバン）の「Ｂ」であり、BUSINESS（ビジネス）の「B」であり「守成クラブ」として外してはならない頭文字である。

第10回 全国会員大会
6月19日（日）開催！
京王プラザホテル札幌にて、
参加予定数300社!
参加申込締切5月末

詳しくは事務局まで（川辺・林）



表彰・バッチ貸与

　（株）アグレ タレント・司会
森田　仁

（有）ニッセイ 代表取締役
小西 和洋

　（株）もめんどき のらくら店長
山中 恵理

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与 緑バッチ貸与

守成クラブ旭川 副代表
（有）ヤマガミスクリーン印刷 取締役会長　山上 六雄

守成クラブ創設者・伊藤小一の「熱い想い」を引き継ごう！ 2011年4月6日例会より

守成クラブの会員になるには、ゲストとしての
体験参加から始まります。
体験参加および入会については、紹介者（正会
員または準会員）の推薦が必要です。入会され
ますと「準会員」として、守成クラブの緑バッジ
が貸与されます。「準会員」がお誘いになったゲ
ストが1社以上入会することによって「正会員」
となり、守成クラブの赤バッジが貸与されます。

※会員資格は、「中小企業の経営者およびそれに準ずる方」となっていますので、会社での決裁権がある方のみに入会資格があります。
※政治と宗教は持ち込み禁止です（その家族の入会も認めません）。
　また、ネットワークビジネスは、会の趣旨に沿いませんので、お断りいたします。
※ゲストをお誘いする時には、この原則を遵守願います。
※守成クラブ旭川は、正会員の会です。旭川では、正会員を「現に正会員を紹介している方」と定義します。
※会員同士のアポ取り等電話の際には、必ず「守成クラブの○○です」と名乗ってから話を始めて下さい。
※例会参加の際にはバッジ・名札 着用を義務とします。
　（バッジは例会受付で５００円にて貸与致します。次回例会時にバッジをお持ちいただければ５００円返還致します）
※例会参加時に、経営者である会員の都合が悪く、部下を参加させる場合には、バッジの着用はせずに黄色リボンを受付で受け取り、
　胸に付けて参加させてください。（会員と同行出席も黄色リボンになります。）
※会員の都合で恒常的に代理者が例会に出席する場合、その代理者に決裁権があれば、会員登録の変更が出来ます。
　（変更をしなければ黄色リボンの着用となります）
※例会参加の出欠返事は必ず、旭川事務局へ返信してください。
　尚、出席の返事を出していて前日及び当日急遽参加できなくなった場合は
　次回参加時にキャンセル分の例会費５，０００円を支払って下さい。

3社のご紹介で「がんばれ盾」、5社のご紹介
で「鬼瓦」、10社以上のご紹介でゴールド
バッジが贈呈されます。

千葉県松戸市の松戸観光大使、あさひ
かわラーメン村交流大使、タレント、レ
ポーターと幅広い活動を行うかたわら
フードプロデューサーとしてオリジナル
創作料理の開発に携わる森田さん。
「小滝畜産大手門シリーズ」メインキャラ
クターとしても活躍中。
ブログ　http://ameblo.jp/moritashoutenkai

当麻町4条西3丁目6-35
TEL 0166-84-5525
清掃、メンテナンス業、清掃具のレンタ
ル・リースを行なっている小西さん。趣味
のバイクで息子さんとツーリングもされ
ます。奥さんに握っていただいた「おにぎ
り」の具が2つとも同じだったことが不満
だったという噂を聞きました。

旭川市3条6丁目
TEL 0166-25-3622
URL http://www.momendoki.co.jp/norakura/
3条6丁目本通りに面した居酒屋「のらく
ら」で店長を務める山中さん。豊富なお
酒の種類と美味しい料理が自慢。女性
二人で営業する「ちょい飲み」居酒屋で
す。女性一人でも気軽に楽しめます。

　本年度より守成クラブ旭川の副代表を賜りました、有限会社ヤマガミスクリーン
印刷の山上でございます。
　私は、守成クラブ旭川の創設当時より参加させていただいている者として、改め
て守成クラブの基本を皆さんにわかりやすく説明していこうと考えています。
　また、新しい年度となり、会の活性化を目指して、世話人が協議を重ね、システム
が大きく変わっておりますが、決して『改革』ということではなく『原点』に立ち返る
ということで考えて頂ければ良いと考えております。そのためには皆さんが真剣に
守成クラブに取り組むことです。守成クラブ創設者である伊藤小一の『熱い想い』
を引き継ぐことです。仲間としてお互いに仕事をしながら商売繁盛を目指す。そして
日増しに悪化している経済状況の中、自分の想いで起こした会社を守っていく。
それが、守成クラブが最も大切にしていることなのです。
　先に述べたとおり、システムが大きく変わっておりますが、会員の皆さんからも、
積極的な意見を賜りたく考えております。そして頂いたご意見については、世話人会に諮り、必ずきちんとした形で回答させて
いただきます。強い信頼関係を築きながら、一緒に元気に頑張って行きましょう！

＜規格サイズ＞
高さ＝約1.4m　回転部直径＝約1.0m
重量＝約36kg
最大回転速度=50回転/分
販売価格 ¥98,000-（税別・送料別途）
守成クラブの会員様には、特別に
 ¥88,000-でお分けしますよー

★製品の特徴
・[鮭とば]を想定しており、大きな魚にも対応！
・とにかく安価！（同一製品・市場価格の50%程度）
・魚を干さない時には、洗濯物の干し機にも！
・ヤマガミスクリーン印刷様制作の製品ラベル
・一度聞いたら忘れない！ユニークなネーミング！
　

電動魚干し機「くるくるシェフ」仕様

車で海沿いの街を走っていると度々見かけることがある
「電動魚干し機」。
その魚干し機を、守成クラブの仲間と共同で制作したのが、
有限会社緑鋼商の代表取締役 川崎隆雄さんです。
協力した仲間は、北日本機械株式会社の川辺専務（電動モー
ター等一式）と有限会社ヤマガミスクリーン印刷（製品名[く
るくるシェフ]の命名と製品ラベル印刷）の山上会長です。

趣味の魚釣りが昂じて制作したという魚干し機を制作した川崎社長にお話しを聞
きました。
『使い方は簡単ですよ。釣ってきた魚を捌いて海水に近い塩水に２時間くらい漬
けた後に「くるくるシェフ」に魚をつるして廻すだけ。 “一夜干し” に近い感じでい
ただく場合、今の時期なら約2日間。燻製としていただく場合は1週間くらい廻し
た後に少し火で炙って食べるのが最高かな』ということでした。
魚をさばいた経験の無い（すみません！）筆者としては、いきなり敷居が高い話で
はあったのですが、カレイやほっけはもちろん「鮭とば」もつくることができる！と
のお話に感心しつつ、試食（＆お土産）でいただいたカレイの乾物をモグモグと美
味しくいただきながら今年の秋（鮭の季節）がとても楽しみになりました。

【北日本機械株式会社 川辺専務（談）】
弊社社長が廃品で試作。何年眠っていたことでしょうか？
この守成クラブ旭川で、釣り好きな川崎社長が、たまたま発した一言がきっかけ
で、製品化することができました。
川崎：「くるくるまわる魚干し機作りたいんだよな」
川辺：「えっ、うちの社長、廃品で作って使ってないやつ倉庫で寝てまよ」
という会話があり商品化したものが、ボディが青の試作品です。
※Yahoo!オークションへも出品中です！“電動回転魚干し機”で検索してみてください。

【ヤマガミスクリーン印刷 山上会長（談）】
製品名「くるくるシェフ」は「くるくると回転してシェフの様においしい干し魚を
作ってくれるマシン」という意味で付けました。美味しい干し魚ができますよ～っ！

まさに会話とコミュニケーションが生んだ製品と言えるのではないでしょうか。
緑鋼商さんの「魚干し機」の製品化には、仲間の強力なバックアップがあったので
すね！売買だけではなく、このような協力体制を敷くことができるのも守成クラブ
旭川の大きな魅力の一つでは無いでしょうか。
皆さんも自分の熱い想いをバンバン伝えてみては？

会員仲間と制作！
電動回転魚干し機 「くるくるシェフ」　有限会社 緑鋼商企業紹介会
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車座商談
HP名簿 名刺交換 

正会員  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
準会員  

ゲスト         注1 ○  
      ○  ○  

注１：ゲストの方は名刺交換会に参加可能ですが、配ることしか認められません。会員の方から、名刺を受け取ることは出来ません。

ラムコ 東北地方太平洋沖地震 2011年（平成23年）3月11日14時46分18秒
マグニチュード9.0（暫定値）

4/4～4/12まで移動を合わせての９日間、宮城県南部から岩手県へ向かって北上するルートで、岩沼市、多賀城市、南三陸町、気仙沼市、大船渡市、山田町とま
わってきました。途中、陸前高田市や釜石市、石巻市なども通過し、被災のようすを見ることができました。
（株）北雄プランニングの梅野社長の声かけで、北見市から（有）アイランドの磯川社長、（株）浅見設備の白田さん、そしてわたくし三浦の（株式会社ミウラレコー
ド）有志４名で、たい焼きを約8,000枚焼いてきました。甘くてあったかいたい焼きは、大変喜ばれました。被災から1ヶ月近く経っていることもあり、避難所は落
ち着いておりましたが、ダンボール一枚で隔てられているだけで、底冷えもしています。避難所の皆さんは明るく振舞っておりましたが、「目に焼き付いて離れな
い」「黒い水だった」「見たこともない渦」など。現地も大きい道路が通れるだけで、ほとんど手付かずの状態です。
復興は５年とも１０年とも言われております。自衛隊、消防、救急、警察等の皆さんの活動には感謝しかありません。我々経営者は、売り上げ、利益を優先するの
は当然ですが、家族や守るべき人達がいてこそです。心の痛みを分かち合いながら、できる協力をぜひお願い致します。　（ミウラ）

※被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申しあげるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申しあげます。（広報委員会）

ミドリコウショウ

2011年 4月 6日例会より

他地区への紹介もOKです。仲間づくりのご協力をお願いいたします。また、正会員の方は他地区への例会参加、商売することができます。

ーお問い合わせー
有限会社 緑 鋼 商（みどりこうしょう）
旭川市近文町17丁目3039-1　TEL：0166-51-8480
ホームページ：http://www.mirdorikousyou.com/
E-MAIL： info@midorikousyou.com
ー事業内容ー
建設関連金属工事専門商社・リフォーム全般・制作・施工全般




