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「おかしいなぁ・・・」
第２号の re：cab の編集会議に先日参加しました。広報委員会には女性の方が４名所属していまして、
そのうちの３名がその日の会議に参加していました。いつも笑顔の素敵な焼鳥ら○ま○のママ、とって
もチャーミングな色○ひろばcouleur の山○さん、そして妖艶な熟女のクラブハ○ツのママ・・・
みなさん女性的な魅力に溢れてる方々なんですが、私の男センサーが全然反応しないんですよ〜。
おかしいなぁ・・・おかしいでしょ？それでその理由を考えたんですが、その答えが見つかりました！
それはこの３名の魅力を感じさせない程に re：cab の編集会議が楽しくて充実した内容だったからな
んですよ！（苦笑）
メンバー全員の真剣さと熱意が詰まったこのre：cab をこれからもご愛読の程、宜しくお願い致します☆

ＵＲＬ http://syusei.biz/

　4月から新体制となり、先月の例会に欠席された方は、少し様子が違うと感
じられていると思いますが、今月も世話人を中心に少しでも実りある例会を
開催しようと検討・企画した内容の例会となっていますので、よろしくお願い
いたします。
　話は変わりますが、3月の大震災、原発事故、そして焼き肉店で販売された
ユッケの食中毒事件と、悲しい事件が続いています。
　ユッケの食中毒事件については、私も食肉に携わる者として思うことが沢
山あるのですが、私の東京の仲間に聞くと、事件が発生した店舗の運営会社
と食肉卸業者の関係が色 な々意味で希薄になっており、細かい話はここでは
割愛しますが、普段から無理難題な取引が常態化していたとのことです。
　これは、守成クラブ旭川のスローガンと共に掲げた守成クラブ旭川の定義
の一部にある『お互いに信頼のできる公正な取引』がなされていなかった、と
いうことだと考えています。
　亡くなられた方々のご冥福を祈ると共に、私自身も心を引き締めて事業に取り組んで行こうと決意を新たにしています。
　そして今月の例会ですが、初めての「ノンアルコール例会」です。
　車座商談会ではテーブルを多くして、テーブル当たりの人数を少なめにしております。日頃から顔を見ている仲間の話も
じっくりと聞くことで、新たな『気づき』のある、そして実りある例会にしてください！！

『お互いに信頼のできる公正な取引をしていこう！』

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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6/ 8  ○ 第107会例会（GＨ）
6/16 □ フレンドランチ会
6/19 ● 全国大会
6/21 □ レディースランチ会
6/23 ○ 世話人会
6/26 ● 親睦ボウリング大会　　　　
7/ 6  ○ 第108会例会（TＨ）
7/12 □ フレンドランチ会
7/19 □ レディースランチ会
7/20 ○ 世話人会

6月・7月の主な予定 現在の会員数
会 員 数　163名
正 会 員　109名
準 会 員　 54名
前月入会　   1名
前月退会　   2名

出席報告 （）内は前回
正準会員　72名（77）
他 地 区　   3名（2）
ゲ ス ト　   3名（2）
 合　計  　78名（81名）　
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島部雅央（委員長）
西村公艶（小委員長）
三浦勇治（小委員長）
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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5月10日例会より

※以前会員の方だった方に対しての再入会について期間限定特別ルール
　・再入会についての入会金（￥１０，５００のみ）は守成クラブ旭川が全額負担いたします。
　・在籍していたときのバッチの色に関わらず緑バッチ（準会員）から。
　・再入会した月から３ヶ月後までに赤バッチならなければ入会金は負担していただきます。
　・今期限り（平成２３年４月～平成２４年３月）の限定ルールとします。

※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円返却致します）
※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。

守成クラブ旭川ルール 2011年4月から適用

 1  2  3  4  5  6  7  8  
 マスコミ

優先利用 
他地区
商売 

ブース
出展 

 チラシ
配布

 自社ＰＲ
ちょこっと 

 ホームページ
会社案内

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

会員名簿は守成クラブ旭川HPに公開しています。会員名簿のご請求は正会員の方のみ事務局にて申し受けます。
事務処理の都合上、例会出欠の返答について期日を厳守していただきますようお願いいたします。
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編 集 後 記

旭川にも初夏という言葉にふさわしい季節がやってきました。
木々の葉が色濃くなり、太陽の日差しにも強さが増してきています。
さらに活動的になってくる私たちの心ですが、同時に少し気合が入りすぎて知らず知らずのうちに無理をして
感情を溜めすぎてしまうこともある季節です。
こんな季節に、思いっきり深呼吸なんてしてみてはいかがでしょうか？
吐く時に「悪いもの嫌なもの全部出てけ～～～」という感じ。（この吐いた空気・・・吸った人ゴメンナサイ！）
吸う時に「世の中の良いもの全て入って来い！」という感じ。（欲張りバンザイ！）
現代人は時間に追われ呼吸が浅くなっていると言われています。
心と体の健康のために、呼吸を整え心を整え余裕を持つ。
そんな時間を作るのも良いかもしれないと思うのです。
ほんの少し車を走らせると自然がいっぱいの旭川です。
「心の余裕」というキーワードを持つグリーンを見ながら、大空を感じながら深呼吸しましょ。

2010年度売買実績発表！

売　92,160,500
買　71,236,916
※あくまでもアンケートにお答え頂いた方の
（回答率 約 40％）数字を集計しています。

深呼吸してみる！

雨
月
恋
路

（広報委員会 山岸、丹野）



守成クラブ旭川の広報誌「re:cab」をよろしくお願いいたします！

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。

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。

旭川市3条7丁目ヨシタケパークビル３Ｆ
TEL 0166-27-1171
URL http://www.fm837.com/
旭川のコミュニティ放送局“FMりべー
る”で情報誌（はちみつセブン）編集長
を務める山下さん。森田さんの紹介で
ご入会されました。「すべらない話」の
番組を担当されています。

企業紹介会
員

5/18（水）12:00～大雪地ビール館にてフレンドランチ会が開催されました。
今回の参加者は18名。美味しいランチを頂きながら、短い時間ながらも
しっかりと参加者全員が自社PRをされていました。
普段の例会では、見ることがなかった商品紹介（デモ）をされる方もいて、
その方を見直してしまったり（内容は秘密です？！）
雑談の中で思わぬ情報（京都の祇園での○○情報）をゲットできたり。。。
新しい発見や情報をゲットできるのもフレンドランチ会の良いところです。
是非参加してみて下さいね。（文：島部）

参加者情報（１８名）・・・小滝代表　山上副代表　伊藤さん（ラッツ９９４）　高橋さん（たいむあーと企画）　西村さん（アイエーシー）　岡田さん（北光）　林さん（アクア フォ
レスト）　嵯峨さん（プラス１）　柴野さん（健誠社）　澁谷さん（旭川タイヤサービス）　川辺さん（北日本機械）　清水さん（地酒のまるしん商店）　児玉さん（こだま工房）　
山下さん（ＦＭりべーる）　近藤さん（フォトステージ遊きりん）　長原さん（北海事務機）　伊勢さん（ふわわ）　島部さん（エイエステック）　（順不同）

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。

フレンドランチ会 次回6/16（木）12：00大雪地ビール館

「ありがとう」「感謝します」「ツイてる!」
ツキを呼ぶ魔法の言葉で商売繁盛・・・シューズショップ・トクノ

得能社長

【SHOP DATA】
シューズショップ・トクノ
住所：旭川市4条8丁目買物公園沿い
TEL：0166-23-2552
営業時間：AM１０：００～PM６：００

表彰・バッチ貸与

（株）旭川シティネットワーク
　FMりべーる　山下 隆久

緑バッチ貸与

2011年 5月10日例会より

4条8丁目買物公園でシューズショップ・トクノを経営されている
得能社長にお話しをお聞きしました。健康に特化した商売により
［正しい歩き方教室］［ラフターヨガ教室］を開くなど、空き店舗が
増えている買物公園の中にあって創業70年を超える老舗を守っ
てきました。
土日に街頭放送で流れる［健康歩き音頭］を作詞され、歌も自ら
歌われているということで、お客さんからも「社長の歌が流れる
と、背筋が伸びて歩き方が変わる」と言われるそうです。冬は歩き

方が違うので［冬路ペンギン歩き音頭］に変わるとのことです。
以前は他店同様にお洒落な品物も揃えていましたが、小さな店が大型店に対抗する
には［あそこにしかない］という商品でターゲットを絞り差別化を図るしかないと考
え、1990年から［健康］をテーマにした商売に取り組まれてきたそうです。
お店では、マサイの歩行テクニックを取り入れたスイス生まれの歩きにくい靴や、ひざ
の負担を軽くする靴を扱っています。さらに、「正しい歩き方教室」や、笑いとヨガの
呼吸法を合わせたエクササイズ「ラフターヨガ教室」を開催するなど、皆さんの健康
を日々応援されている社長です。
4月6日の例会で自社PRをされ、
ツキを呼ぶ魔法の言葉 「ありがとう」 「感謝します」 「ツイてる!」
をご紹介してくださった得能社長ですが、「ついてる♪ついてる～♪ついてる～♪」の
フレーズを多くの方が覚えていることと思います。
社長自身が実際に実践され商売が上向きになったとお聞きしました。
皆さんもツキを呼ぶ魔法の言葉を見習って商売繁盛といきましょう！

5/24(火)12：00～レディースランチ会を喫茶＆スープカリーの
店「ふわわ」さんで開催しました。参加者は女性オンリー。お食事
をしながら一人ひとりが自社ＰＲをし、お互いの商売を同じ女性
の視点で意見交換を行ない、商売繁盛に繋げています。ふわわ
の伊勢さんから、「最近はミクシィやツイッターなど、インター
ネットの口コミ情報を見て来店されるお客様が増えている」との
お話しがあり、参加者全員で感心
しました。その他、夢を実現するた
めのセミナー案内を行った方な
ど、美味しくもあり、楽しく、そして
スキルアップのできる会でした。

得能社長を守成クラブ旭川に紹介された川村薬品の谷川社長に、得能社長についてお聞き
しました。「得能社長とは日専連の青年会の活動をとおして若いころから大変お世話になり、
また、色々とご指導いただきました。当時の青年会の活動として、月1回の例会をはじめ、勉強
会、旅行会、時には飲み会などがありましたが、得能社長の商売に対してとても熱心で、真摯
な姿勢に見習うべきことが沢山ある先輩として手本とさせていただきました。」と谷川社長。
青年会を卒業された後も買物公園でご商売をされている者同士、会えば世間話をするなど、

気がつけば30年来のお付き合い。いつものように世間話をされたさいに、谷川社長が守成クラブに入会して
いることを話されたところ、得能社長が大変興味を持たれ、直ぐにゲストとして例会に参加、即入会されたと
のことです。川村薬品さんも80年を超える老舗の薬屋さん。共通点は健康を考えたご商売をされていること
です。健康に関心のある方、健康に不安のある方は、是非、シューズショップ・トクノさん、川村薬品さんを訪ね
て相談してみてください。4条と8条の買物公園を散策してみるのもいいですよ。

買物公園で熱心にご商売をされている大先輩 －30年来のお付き合い－

谷川社長

レディ－スランチ会

この人に
聞いた！

川村薬品
旭川市 8条 8丁目買物公園
TEL 0166-23-3956
営業時間 9：00～18：30
定休日 日曜日

委員会からのお知らせ委員会からのお知らせ 例会活性化委員会

守成クラブ旭川 広報委員長
エイエステック（株） 代表取締役

島部 雅央

　皆様にはいつもお世話になりありがとうございます。
　今年度の広報委員会委員長を賜りましたエイエステック株式会社の島部です。
　委員会発足当初より、広報委員会として、どのような形で守成クラブ旭川の活性化に繋がる活動を
行っていくのか？ というテーマで小委員長の西村さん（アイ・エー・シー）と三浦さん（ミウラレコード）を
はじめ広報委員会のメンバーと議論・検討し、チャレンジすることを決めたのが「re:cab」の発刊です。
　現在の掲載記事・内容については、代表のお言葉をはじめ、皆様への連絡事項など、オフィシャルな
内容が多いのですが、今後は守成クラブの仲間との連携で好結果を産んだ事例や会員様の[人となり]
を積極的にご紹介させて頂きたいと考えております。
　そこで会員の皆様へのお願いですが
　「会員間の連携で成功したビジネスにこんな事例があるよ！」
　「私は守成クラブに入会して○○さんと知り合ったおかげでこんなビジネスに成功した！」
　などの情報をお知らせ下さい。提供先は広報委員であれば誰でも結構です。
　会員の皆様には、今後もご指導・ご協力頂くことが多 あ々ると思いますが、その際はよろしくお願いいたします。
※ re:cab最終ページの最下部に広報委員会のメンバー一覧があります。

『あ、そう言えばっ！』　私事で恐縮ですが、弊社の事務所を移転することになりました。
新住所は旭川市1条通15丁目サンフレンズ１條という建物の１階で、6/13より新事務所で仕事開始予定です。
お気軽にお立ち寄りくださいませ！

今月も先月に引き続き、車座に重点を置いた例会としております。
皆さんも積極的に自社PRをしてバンバン仕事をしてくださいね！ 
「例会案内チーム」では、お互いの会社を訪問し合うことで、仕事
内容について相互で理解を深めあい、信頼関係創出のきっかけ
を図ることにしました。第一回目として、6/24(金)に (株)つうけ
んテクノネット旭川支店様へ伺う予定です。楽しみです！ 「企画
チーム」では、７月以降のどこかで「100社例会」を企画中です。
主旨・目的を含めて詳細は後日お知らせ致します。

市場活性化委員会

日 時　平成23年6月26日(日)
場 所　ディノス旭川 大雪通り5丁目
時 間　受付 16：30～　スタート 17：00～
懇親表彰式　18：30～
場 所　和楽村 2条6丁目 エンドレスビル地下
＊ボウリング会場から表彰式会場まで送迎バスが出ます。
参加費　5,000円（ボウリング、シューズ、表彰式の飲食費を含む）
参加資格　守成クラブ 正・準会員、その会社社員、ご家族
申込期限　平成23年6月20日(月)
申込は守成クラブ旭川事務局まで
＊詳しくは別途ご案内用紙をご覧ください。

6/26(日)17：00より、「守成クラブ旭川 親睦ボウリング大会」を
開催します。市場活性化委員会では、守成クラブ旭川の会員同士
が親睦を深め、会員企業および関係者を含む市場が活性化され
ること、また、会員企業同士でアイディアを創出できる関係を築け
ることを願い、親睦ボウリング大会を企画、開催することにしまし
た。お申し込みがお済みで無い方がいましたら、是非、ご参加をお
待ちしています。

次回 6/21（火） 
場所：どんぐり
住所：旭川市新富２条２丁目
TEL：0166-22 -8824

参加者情報（８名）・・・髙橋さん（たいむあーと企画）　伊勢さん（ふわわ）
相澤さん（彩暮）　児玉さん（こだま工房）　近藤さん（フォトステージ遊きりん）
馬場さん（椛）　柳原さん（ジョイ・クロス）　久保村さん（山新 久保村）

仕事の関係で例会になかなか出られない方こそ、お気軽にお越し下さい！

次号以降、三役＆各委員長の
熱い思いを寄稿頂きます。

総務財務委員会

次回 総務財務委員会
6月14日（火）19：00～
サロンド・ブーケさん
旭川市南2条通21丁目1975-108

5/18(水)19：00より、旭川クリスタルガーデンさんで総務財務
委員会を開催しました！ 毎回2名がそれぞれの会社の事業内容・
業界の現況、会社の状況などを1名30～40分ほどで発表。企画
中の新商品・サービス等についても積極的に発表し、改善点や将
来の目標に対する意見、アドバイスなど、発表者以外のメンバー
が様々な視点で意見を出し合うこととし、より強固な信頼関係を
築くべく取組んでいます。今回は、クリスタルガーデンの毛利さ
ん、遊きりんの近藤さん
が発表、初めての試みで
したが大いに盛り上がり
ました！ 信頼関係構築に
向けても大きな一歩に
なったと思います！




