守成クラブ旭川ルール

re:cab

2011年4月から適用

※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。前・当日のキャンセルは参加料5,000円ご負担願います。
なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、
必ず事務局までご連絡をお願いいたします。

守成クラブ旭川 広報誌
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コ ラ ム ブラッシュアップとホクロとわたし

もう見ましたか！

守成クラブ旭川

雨月恋路

私がＡ子さんと初めてお会いしたのは、昨年の12月の事でした。
あるエステのお店のクリスマスパーティーがあり、30名程のお客様の血液型の診断をしていたんですが、その最後の血液
型診断をしたのがＡ子さんだったんです。
それまでに
「ご両親の血液型は？」
「彼氏がＢ型なら、
こんな性格だから・・・」みたいな話をずっとしてたにも関わらず、その
Ａ子さんはいきなり手のひらを私に見せ「どうですか？」
と言ってきたのです！
私は心の中で
「手相芸人の島田秀平じゃねぇし！」
とつぶやいたんですが、
よく見るとそのＡ子さんの手のひらの真ん中に
は、直径3ミリほどのコロンとしたホクロがあったんです。
おそらく島田秀平じゃなくても、多少手相診断ができる人にとってみれば、
とても おいしい話 ができる素材だったんでしょうけど、私は
血液型相性診断士なので、全く分からないんです。
ですから、
Ａ子さんが差し出したホクロのある手のひらには一切触れず、
というよりも、触れたかったけど触れる事もできず、血液型の相
性の話をしていたんですが、私が話をしている最中も、
Ａ子さんはずっと手のひらを見せたままでした。
ちなみにＡ子さんの血液型は、
ご両親が共にＯ型でＡ子さんもＯ型だったんで、多少の天然っぽい感じは仕方ないのですが…
それから7ヶ月後の7月11日のブラッシュアップのイベントでＡ子さんと再びお会いしたのです。
イベントの終盤に私のブースに現れ、私は
「あ、あの時の」
と思い出しましたが、何とＡ子さんは初めまして的な感じで来られて、
どうやら
前回お会いした事を忘れているみたいでした。
しかもまた手のひらを差し出そうとしたので、差し出す前にすかさず「ご両親の血液型は？」
「貴方の血液型は？」
と続けざまに質問をし
たので、
Ａ子さんは手のひらを見せられず、最後まで私に今度は手の甲を見せたまま私の診断を聞いていました。
それにしても気になるなぁ…手のひらのホクロの意味が。

編集後記

広報誌 re:cab 第４号を無事に皆様へお届けすることができました。
これも会員の皆様のご協力のお
かげだと考えております。
本当にありがとうございます。
守成クラブ旭川のホームページも、
事務局と連絡を取りながら広報委員会で運営しておりますので、
re:cab やホーム
ページ上の情報の間違いに気付いた際には、
迅速に対応させていただきますので、
コッソリと広報委員会メンバーまでお
知らせ下さいませ(^̲^)
今後も会員の皆様へ有効な情報を発信すべく広報委員会一同で頑張っていきますので、
よろしくお願いいたします。
広報委員会委員長 島部
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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
先月の例会で
『前回の例会から今日までに、守成クラブの仲間から何か一つでも購入しよう』
という
ことを提案しましたが、
取り組まれたでしょうか？
先月も言いましたが、車座商談会では
『この人から買うとしたら』
という意識を持ってPRされている
方の話を聞いて欲しいと思います。
そうすることで
『この人はそんな商売もやっているんだ！』
と言った新
しい発見ができます。逆に自分がPRをする際には
『自分のことを少しでもわかって欲しい』
と考えて話を
されていると思います。
このギャップをきちんと意識することで、
充実した車座商談会に繋がっていくこと
をご理解頂きたいと思います。
6月19日
（日）
に札幌の京王プラザホテルで守成クラブの全国大会があり、
旭川会場からも18名が出
席しました。状況は re:cabでも紹介されていますが、
400人という数の多さが印象的でした。
午前中には代表者会議があり、他会場の代表の話を聞きました。大阪会場では守成クラブの入会
守成クラブ旭川 代表
資格である
『経営者及び経営者に準ずる』
というルールを厳しく徹底しているとのことでした。
小滝畜産（株）代表取締役 小滝 達也
実は旭川会場もこの4月からそのルールをシビアに適用し始めております。
そうすることで、
旭川会場
が強くなると考えています。会員の皆さんもゲストをお連れするときには、
そのルールを肝に銘じておい
て頂きたく思います。4月の例会時にも話をしましたが、
"会員拡大"は大切なことですが目的ではありません。会員間の繋がりを強く、
活性化して
いくことで守成クラブ旭川を強い組織にしていきたいと考えています。
そしてそれが、
今年度より守成クラブの定義としている
『お互いに信頼のできる公正な取引をし仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やすことのできる場』
に繋がると確信しています。
今日も皆様が晴れやかな顔で、
志を持って仕事をして頂きたいと思います。

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。

守成クラブ旭川 広報委員会
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会社案内
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第４号

『 会員間の繋がりを強く、活性化していくことで守成クラブ旭川を強い組織にして行こう
！』

※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に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。
1
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「お知らせ」や「スケジュール（予定表）」を掲載。
会員企業の社名や取扱い商品（業務内容）に対応
した検索機能を搭載。会員間取引の情報確認に
便利です。是非、ご利用ください！
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8/18（木）□ フレンドランチ会
8/23（火）● 世話人会
8/23（火）□ レディースランチ会
9/ 7（水）○ 第110回例会
（TH）
9/15（木）□ フレンドランチ会
9/20（火）□ レディースランチ会
9/21（水）● 世話人会

現在の会員数

会 員 数 １６１名
正 会 員 １０８名
準 会 員
５3名
前月入会
2名
前月退会
3名

出席報告（）内は前回

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合
計

63名（７1）
３名（３）
4名（1）
７0名（75）

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。

例会キャンセル費
について

参加申込み後のキャンセルは例会 2 日前までに事務局にご連絡ください。前・当日のキャンセルは参加料 5,000 円の負担を
お願いしています。なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、
前・当日のキャンセルも必ず事務局までご連絡をお願いいたします。
0166-36-6544 事務局 090-8271-3749 川辺 090-5077-9584 林

交流から始まる商売もあります！
今年度、
市場活性化委員会を担当させて頂いている㈱タックスカネタの金田です。
会員のみなさん！各委員会の中で交流やビジネス・
ＰＲが行えるようになったからと言って満足しない
で下さい！
現在の小委員会ごとの取り組みは「会員様への情報発信、顔を覚えて、仕事も覚えて、
お互いの
仕事に繋げる」
ということを、
イキナリ全会員間で行うのは大変ではないか、
ということで、
まずは少人
数で行えるようにしたものです。
同じ小委員会の皆さんの顔や仕事を覚えたら、
次は同じ委員会メンバーの顔や仕事を、
そして最
終目的の守成クラブ旭川の皆さんの顔や名前・仕事を一致させ、
交流を図って頂きたいのです。
そう
する事で、
必ず仕事に繋がっていきます。
守成クラブ旭川
ほとんど面識も無いのに、
会に入ったからといって、
仕事になるなんてことは無いのです！
市場活性化委員会委員長
市場活性化委員会は、
委員会を超えての交流が出来るような企画や、
守成クラブのルール、
ゲスト
株式会社タックスカネタ
の誘い方など会員さんからの疑問にもお答え出来るようオリエンテーションをさせて頂き、
少しでもビジ
代表取締役 金田 信貴
ネスに繋がるようにお手伝いさせていただきます。
最後になりますが、
守成クラブは経営者の集団ですが、
仕事を取ることに関しては、
新規の飛び込みと一緒で、
アイデアや時間
などは必要なものだと思っています。
せっかく守成クラブに入ったのですから、
ビジネスに繋がるように皆で頑張りましょう
！
！

守成クラブ旭川 ゴルフコンペ［7月16日開催］
7月16日
（土）
、守成クラブ旭川の会員企業である白金ゴルフ倶楽部
（大原支配人）
にてゴルフコンペが開催されました。
急遽、嵯峨さんが発熱のため参加ができなくなるというアクシデントがありましたが、楽しみのあまり熱がでてしまったの
かも知れません。
今回のコンペは天候的に少々厳しい条件もあり、
また、同伴者に何とかミスをさせようという作戦が横行し、いわゆる泥
仕合の様相を呈した戦いでしたが、過酷な状況にも怯まず、強い精神力で優勝とベスグロの栄誉に輝いたのは大村副代表
でした。組合せは公表できませんが、1組目、2組目はかなりの足の引っ張り合いで共倒れしていったと聞きました．
．
．
最後に、開催にご尽力くださった関係者各位、大原支配人様、
この場を借りてお礼申し上げます。
とても楽しいゴルフコンペでした。そして、
とてもステキなコースと施設のゴルフ場なので、多くの皆さんにご利用いた
だきたいと思います。
【参加者談】
7月16日白金ゴルフ場9時スタートで守成ゴルフコンペが始まりま
した。
雨模様でしたが、みんなのやる気は満々です。始球式も無事終え、
一組目一番の代表のティーショットですが、ギャラリーの大勢の中、完
璧な素振りを披露してからの本番は、右におーきくOBとなり、みんな
の大爆笑をいただきました！
皆さんの感想として、何かをやってくれる人だな〜と言ってました。
その後順次ティーショットを行いましたが、一組に一人は笑わせて
くれる人がおり、笑いの絶えないスタートを切りました！白金は霧の出
る所との話しは聞いてましたが、初めて、経験しまして、先の見えない
中、
２ホールプレーを行い貴重な経験をしたのでした。始めから最後
まで、楽しいの一言に尽きるコンペでした。
また、出来る事を願ってます。
（CLUB HA-TS 西村）

コラボレーション事例

「ブラッシュアップ〜オンナみがきしたくなる日」

昨年に引き続き２回目となるイベント『ブラッシュアップ〜オンナみがきし
たくなる日』
が7月11日
（月）
の13：00より、旭川ターミナルホテル様で開催さ
れました。
『心と体を磨きたい女性のために』というコンセプトの下、女性
が美しくなるためのヒントが詰まったサービス・商品を提供する企業や
ショップが集まって展示販売する、
というイベントで、夜（19：00〜）
には
『絆』
と銘打った東日本大震災応援パーティーも開催。
『オンナみがき』
を
志す沢山の女性（＆少しの男性）
が集まりました。
守成クラブ旭川からは、菅野さん
（和のみ）、藤原さん
（くすりの健康
堂）、越湖さん
（焼肉あぶりや）、林さん
（美容室はやし）
が出展され、司会
は森田仁さん、
そして会場及びパーティーの料理は、旭川ターミナルホテ
ル
（佐藤さん）
という見事なコラボレーションでイベントは大成功！
菅野さん
（和のみ）
は
『今回は130人の皆様にお集まりいただき、盛況に
終わりました。
あの東日本大震災への義援金にもご協力いただきました。
本当にありがとうございます。』
とのことでした。
守成クラブの仲間が集まって、街の活性化のために共同でイベントを開催している、
という事実が嬉
しいですし、色々なコラボの可能性を感じることができるイベントだったのではないでしょうか。
<ミニ情報>
−上述した守成クラブからの参加メンバーには書いておりませんが、血液型相性診断士の雨月恋路
さんも参加されておりました。「雨月恋路さん≒F原さんです」← 意味がわからない方は...広報委員会
（メンバーであれば誰でもOK）迄お問い合わせ下さい(^̲^)
−綺麗なピンク色をベースとした、
ポスターは、弦間さん
（カギカッコ）が制作されております。
ここでは
紹介できませんがインパクトのあるとても良いポスターでした！
（記事：島部）
【 イベント参加者の声−昼 】
「かんたんヨガ」や「瞬間リフトアップマッサージ体験」など女性であれば興味がそそられるワークショップがありました。各ブースには、
天然水
を使ったエステ体験やタロット占い、
ハンドマッサージやネイルケア等、
心と体の美しさをキープするための体験や情報が溢れていました。
プロの
写真家による撮影ブースもあり、
キレイ1日目の自分を写真に収めることも可能でした。
（コメント
：山岸）
【 イベント参加者の声−夜 】
興味深いものが色々と展示されていて、
面白かったです。守成クラブの仲間もたくさんいて、
とても楽しい時間を過ごすことができました。料理
もヘルシーで美味しかったです！気をつけなくてはならないのは、
魅力的な商品・サービスが多過ぎて予算オーバーしがちなことですね(^̲^;)
あと、
雨月恋路さんのコーナーが混雑していて私は見ていただくことができませんでした。残念ですっ
！
（コメント
：島部−妻）

コラボレーション事例

東川町

どんとこい祭り

7月30日（土）31日（日）、
東川町において「どんとこい祭り（会場：1丁目通り歩行者
天国・羽衣公園）」が開催され、
「北日本機械さん」で作ったBABYケータ（移動販売
車）
＋
「ふわわさん」が作る「夏野菜コロコロカレー」の販売で出店されました。
食材は小滝畜産さんのお肉に、
柳沼さんのお米を使うなど、
守成の食材を使った夏
野菜のカレーを販売されました。カレー以外にもフランクフルト、
きゅうりの一本漬けを
販売するなど、
イベント自体も盛況で、
沢山のお客さんにお買い求めいただいたようです。
※BABYケータに貼ってあるシート
（文字入り）は当社に制作をご依頼いただいたものです。
ありがとうございました。(^̲^)V
私も現地でカレーを食べさせていただいたのですが、
お世辞抜きでとても美味しく、
おかわりしたいほど大
満足でした。私自身、
野菜が沢山入ったカレーで美味しいと思ったのは初めてだったかもしれません。挽肉が
ルーにコクと旨みを出していたのかなと想像します。サービスでいただいたきゅうりの一本漬けも最高で、
ビールが欲しくなったことは言うまでもありません。
前日の夕方、
北日本機械さんに立ち寄らせていただいたのですが、
川辺さんが大量の玉ネギを切っている姿を目撃しました。見事
な技を写真に撮って、
皆さんにお見せすることができなかったのが残念でなりません。
「どんとこい祭り」は2日間でおこなわれたイベントですが、
2,000発を打ち上げる花火大会、
大道芸人ストリートダンス、
仮装大賞、
モチまき大会、
そして、
優勝賞金5万円を目指して4人のチーム編成による水風船のバトル「水の乱」など、
東川町商工会を中心に地
域の人たちが運営する魅力溢れるイベントでした。久しぶりにイベントというものに足を運んでみましたが、
イベント運営スタッフをは
じめ、
出店者や来場者の方々の笑顔が印象的で、
なにか元気をいただいた気持ちになりました。
最後になりますが、
アクアフォレスト所属のヒデバヤシさんがBABYケータの中でカレーを販売されていました。
〈記事：西村〉
＜追記＞
とある筋からの情報ですが、
「水の乱」に椛の馬場さんチームが2年連続出場、
ミウラレコード三浦さんも参加されUSTREAM配
信もされたとのこと。守成の仲間も「どんとこい祭り」に多数参加されていたようです。

総務財務委員会

委員会からの
お知らせ

総務財務委員会では、守成クラブ旭川の基本方針を基に、会社訪問（自社PR）を委員
会 活動としております。7月の会社訪問は、サクラ咲くクリニック（旭 川市宮前通 東
4155-1）さんで、雨の中行われました。初めての参加は3名で、総務財務委員会の趣旨説
明からスタート。
サクラ咲くクリニック 長根忠人院長
開業して2年、25年のキャリアを持つ長根院長は、専門的には循環器他内科・健康診断・予防接種・更年期などで
は有るが、今は統合医療に取り組んでいる。病院の臭いがしない、バリアフリー、土足OK等院内は随所に患者に負担
を掛けない〜
「来た患者さんには元気になって貰いたい」と云う気持ちが感じられる素晴らしいクリニックでした。
（有）
ニッセイ旭川 小西和洋社長
マットやモップその他のクリーン用品のレンタル、消臭作業、プチシルマの販売、会社は34年目に入ったということ
で、マットのお手入れ・選び方等をレクチャーして頂きました。小西社長は、お客様の出入業者の中で好感度No.1を
目指す営業方針をかかげ、安売りに走らない具体的な取組を披露し、心に残る内容で、参加者から拍手が起きるほど
素晴らしい30分でした。
初めて参加された3名にも大変好評で、次回以降の会社訪問先として予約されました。

市場活性化委員会

例会活性化委員会

7月に市場活性化委員会で懇親会を兼ねたオリエンテーションを行いま
した。
場所は「居酒屋のらくら」。入会間もない恵理店長のお店で参加人数17名
にて、守成クラブのルールや赤バッジの会員様の今までの商談経験談やゲ
ストの誘い方などなど、予定の2時間があっという間に過ぎました。
時間が足りないという事で、急遽2次会が決定！？最初は「同じ委員会で
も意外に顔は分かるが、名前と業種が？？？」なんて方々が和気あいあいで
終了を迎えました。
次回8月日程は未定ですが、皆さんお時間の調整をして是非参加してくだ
さい。また7月16日に守成クラブ旭川懇親ゴルフコンペが吉尾交流小委員
長企画のもと17名で行われました。
緊張と凄まじいヤジの中でのコンペ一打目はやはりこの方、引きも強い小
滝代表でした！！一打目の球の行方はご本人様に聞いて下さい。。。。
このコンペは通常考えられない位、最初から最後まで笑い声しか聞こえな
いコンペで終了いたしました。
今回はゴルフという事で参加が出来なかった会員さんも沢山いると思い
ますので、9月にはほぼ全員の皆さんが素人同然のパークゴルフ懇親コンペ
を企画しております。もちろんレンタルクラブもありますのでお気軽に参加
してください！マイクラブをお持ちの方！！参加して指導のほどお願いしま
す。
皆さんで交流を深めてバンバン仕事に繋げましょう！！！ 記事：金田

例会活性化委員会では、先月に引き続
き会社訪問を行いました。今月は児玉久
子さんの会社（有限会社こだま工房 常
務取締役）
に訪問させていただきました。
全小委員会（案内担当・企画担当・司会担
当）
に参加を呼びかけ8名のメンバーでの訪問となりました。
児玉芳隆さん（代表取締役）からお話をいただき、幼少から物づ
くりが大変お好きで、趣味がそのままお仕事になり、いろいろな看
板や造形木製品を手がけていらっしゃいます。作品は、お客様から
の要望以外は全て社長の閃きで作られていること。
そして、個々のお客様のニーズに合わせた作品の数々、それが、
目にしたことのある作品の数の多さに一同感心を通り越して感動
させていただきました。今までの作品を写真でアルバムになされ
ていますので、一度足を運んでいただき、閃きの数々を感動と共に
みなさんにも見ていただきたいと思いました。
作業場だけではなく、
ご自宅にもおじゃまさせていただきありが
とうございました。
（有限会社こだま工房のホームページもご覧く
ださい http://www.kodama-k.net/）
次回は、8月26日（金）
にラブミー美容理容室さんに訪問させて
いただくことに決定いたしました。 記事：澁谷

広報委員会

事務局委員会

広報委員会の役割は『会員企業及び会の活動
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』
と定義しています。
主な事業は、今皆さんが手に取られている会報
誌＜re：cab＞の制作です。＜re：cab＞の制作に
あたっては、広報委員会を最低でも月1回開催。
「会の活性化のために」
というテーマを念頭にア
イデアを出し合いながら掲載する記事について
真剣に議論しており、チームワークも着実に強化
されてきております。今後の広報委員会の活動、
＜re：cab＞の成長にご注目ください！ということ
で、今回は7月に開催した委員会の様子を、皆川さんがレポートします。

７月の例会から10日程経った土曜日
に、大雪地ビールさんで事務局委員会を
開催しました。
事務局委員6名と、スペシャルゲストの
山上副代表も出席していただき、計7名
でこれからの事務局のあり方について熱
く語り合い、今までの事務局とは違い、一
人の負担にならないよう、誰にでも出来
る事務局にしていくことを目指し、明確な
事務局作業マニュアルの作成に早急に取
り掛かることとなりました。事務局マニュ
アルを作成するため、8月例会の前日作業時に事務局委員会を開催
し、おおまかな流れをまとめることにしました。流れをまとめていく中
で、事務局より、守成クラブ旭川の会員の皆様にお願いがございま
す！事務局作業をスムーズにするためには守成クラブ旭川会員様一
人一人の御協力なくしては出来ません！
例会出欠等の返信期限を必ず守っていただきたいのです。残念な
がら返信期限までに出欠の返答をしてくださる方は全体の3割程度
の方しかいないのが現状です。そのため例会時に使用する式次第・
領収書等の作成作業が例会ギリギリになってしまい作業が深夜にま
でなってしまうことが・・・ 会員様には年間スケジュール等を参考に
していただき出欠返信期限の厳守でお願いいたします。守成クラブ
旭川をより良きクラブにするため、お役にたてるような事務局委員会
にしていきます。

＊

＊

＊

7月14日
（木）19：00より神楽公民館２F会議室にて広報委員会を開催しまし
た。＜re：cab＞第3号の反省と第4号の掲載内容についての話が主な内容で
す。
「会員の皆様に＜re：cab＞を有効利用していただくためには、
どんな構成が
良いのか？」
「準会員の皆さんに少しでも早く守成クラブ旭川を知っていただくた
めには、
どんな記事が良いのか？ 」
ということで、
参加メンバーからは色々なアイ
デアが出されており、
広報委員の私自身も今後が楽しみな状況です！
続・広報委員会の実態！
！では、
専らF原さん率いるアダルト派がますます過激！
？
的な空気間を漂わせており、無機質な会議室での話し合いもそろそろエキサイ
ト化しそうな雰囲気となっています。
エネルギッシュな潤滑酒を交えないと大変な
事になりそう…微動だにしない島部委員長の貫禄が委員会を支えている事もあ
り、
中々切り出せず危機を感じる入会間もない皆川でありました。

「がんばれ盾」授与

表彰・バッチ貸与

札幌市中央区北5条西6丁目1番23号 第二道通ビル5階
011-209-3939
会社URL
http://www.agure21.com/
森田仁オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/moritashoutenkai/
タレントをしております森田仁です。私が北海道旭川に初
めて降り立ったのが、丁度４年前でした。
その時は、道内に
1人も知人がおりませんでした。
そんな私が、守成を通してがんばれ盾を貰えるほど知人が増えました。
今後その感謝を忘れずに、恩返しができるように顔晴りますので、森田仁を気軽
にご利用くださいませ。毎日更新ブログも宜しくお願い致します。

2011 年 7 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。
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。
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。

株式会社アグレ
タレント、司会

森田

仁

赤バッチ貸与

緑バッチ貸与

ラウンジ桜花

エルム美容室

ママ

長野

麻希

代表

旭川市4条6丁目ヨシタケ3号館3Ｆ
0166-22-4080
守成クラブ旭川では皆様に大変お世話になっております
桜花です。
店内はホワイトを基調とした落ち着いた雰囲気で25席の
本店と15名様くらい入れるカラオケルームがあります。
お一人様〜団体まで楽しめるお店なので、ぜひ暑い夜に
ビールが飲みたくなったらお立ち寄りくださいませ。
これからもよろしくお願いします。

フレンドランチ会
7/12（火）12：00より、会員企業である大雪地ビール館（梅井支
配人）にてフレンドランチ会が開催されました。当日は暑さも手
伝ってかラーメンを食べられる方が少ない。。。
さて、ランチ会ですが、次回のクールビズ例会に小滝代表が浴
衣を着ていくという話から「今流行しているステテコ」とか「甚
兵衛」でも良いのでは無いか？という話も出ておりましたが
(^̲^;)普段の仕事着でＯＫということでした。。。
川辺さん、伊勢さんからは「7/30（土）、31（日）と東川町の『どん
とこい祭り』にコラボで参加、ふわわさん特製カレーを販売しま
す。」との案内がありました。
また、各委員会の活動状況の話や個別の商談があったりと有意
義なランチ会でした。
「他の会員さんにももっとフレンドランチ
会に参加して欲しいですね。」とランチ会の良さをどうにかして
伝えたいと話される方もいました。
皆さん、フレンドランチ会に参加してみませんか（
。文：西村）

内田

学

宮下通9丁目キタノビル１Ｆ
0166-25-3545
http://hp.did.ne.jp/did253545/
多くの皆様にヘアスタイルを通して自信を持ったり前向
きな気持ちになれるお手伝いができればと思います。
当店では、ヘアデザインの大きな要素であるカットテク
ニックに重点を置いてヘアスタイルを一緒に創りあげて
いきます。似合うスタイルを提案してほしい、手入れしや
すいスタイルにしたい。など、髪に関するお悩み、
ご希望
など是非ご相談下さい。

レディースランチ会
7月19日（火）12：0 0より、買い物 公園にあるマチバルにて
レディースランチ会が行なわれました。
参加者は10人。美味しいものを食べながらの会話は弾まないわ
けがありません。
それが女性だけとなればなおのこと。
それぞれの近況報告・自社ＰＲ・情報交換を行い、質問をしたり
アドバイスをしたり。
女性ならではの視点で様々な意見が出ます。
もちろんその場での商談もＯＫです。
女性だけだから話せること、聞けることもあるかもしれません。
ぜひご参加を！

次回は8月23日
（火） 岡田邸
参加者情報（14名）
小滝代表、山上副代表、大村副代表、伊藤さん（ラッツ994）、高橋さん（たい
むあーと企画）、金田さん（タックスカネタ）、島部さん（エイエステック）、川辺
さん（北日本機械）、石田さん（イーアイテック）、児玉さん（こだま工房）、伊勢
さん（ふわわ）、上林さん（インテック）、近藤さん（遊きりん）、西村さん（アイ
エーシー（
）順不同）

参加者情報（10名）
児玉さん（こだま工房）、清水さん（まるしん商店）、高橋さん（たいむあーと企
画）、伊勢さん（ふわわ）、近藤さん（フォトステージ遊きりん ）、相澤さん（彩
暮）、柳原さん（ゆう美堂）、久保村さん（山新 久保村 ）、山中さん（もめんどき
のらくら ）、山岸（色彩ひろばcouleur）

