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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「恋路でチ〜ン♪」
こんにちは。雨月恋路です。
血液型相性診断のお仕事をしていると、様々なタイプの 同じ血液型 の方とお会いします。皆さんの中にも
「この人、私と同じ血液型な
のに全然私と性格が違う」なんて事はありませんか？ これは両親や兄弟からの影響（血液型の性格）
を受ける為、その人は誰の血液型か
らの影響が強いのかで、性格が決まってしまうからなんです。
では守成の会員さんからその一例を挙げますと、
タレントの森田さんとデザインスタジオオザキの尾崎さんは、
どちらもＯ型とＢ型の両
親をもつＯ型です。でも森田さんは、
Ｂ型の影響が強いＯ型で、尾崎さんは逆にＯ型の影響が強いＯ型なんです。ですから二人は同じ血液
型ですが性格が全然違うので、森田さんはＢ型として、尾崎さんはＯ型としての診断になるんです。
ただ、
ここまで読んでも
「じゃあ私は何型タイプの性格なの？」
という疑問が出ますよね。そこで、
もしも血液型別の教科書があったとし
たら、その教科書の表紙を飾るに相応しい、各血液型を代表する方々を男女別で雨月恋路が守成の会員さんの中から選びましたので、先
ずはご覧下さい。

雨月恋路
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「お知らせ」や「スケジュール（予定表）」を掲載。

便利です。是非、ご利用ください！

皆さまのご協力の下、re:cab第5号を無事にお届けすることができました。ありがとうございます。
「堅すぎず、崩しすぎず」の匙加減に迷いつつも、皆さまに楽しく確実に情報を伝え、情報が共有できる
よう充実した内容にもっともっと育てて行きたいと考えています。
ご意見・ご希望などありましたら、
どんな小さなことでも広報委員会メンバーにお伝えください。
広報誌re:cabを愛読誌にしていただけたらうれしいです。
広報委員会 山岸

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

した検索機能を搭載。会員間取引の情報確認に

編 集 後記

守成クラブ旭川 広報委員会

もう見ましたか！

会員企業の社名や取扱い商品（業務内容）に対応

いかがですか？この方々が、各血液型を代表する＜守成旭川基準＞です。ですから、
もしも貴方が
「私はＯ型だけど西村マ
マと似てるのよ」みたいな感じであれば、貴方の性格はＢ型気質のＯ型タイプとなるんですね。
ちなみに、男性Ｂ型の守成
旭川基準は吉尾さんでしたが、惜しくも吉尾さんには及ばなかったものの準代表は金田自動車の八尾さんでした。
次回は、各血液型の代表に選ばれた方を例にした各血液型の特徴についてのお話をしましょうね☆
それと八尾さんも早く経験値を上げて、
Ｂ型の代表の座を獲得できるよう頑張って下さい！
血液型相性診断士
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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本日は「クールビズ例会」です。
例会の内容はいつもと変わらないのですが、
服装については、
その名の通りクールビスでもいいです
し、普段仕事をされている時の仕事着でもいいですし、暑い日が続いておりますので、涼しい格好をし
てきて下さい、
というアナウンスをさせていただきました。私と一部の世話人は申し合わせて浴衣を着て
出席させていただいております。
随分昔の話となりますが、
私が20歳代の頃に「トランスフォーマー」
という本を見ました。内容を少しご
紹介させていただきます。簡単に説明しますと
「少しだけ自分の行動を変えてみよう」
ということです。
例えば、
靴を履く際に右と左をあえて逆に履いてみるとか、
ドアの開け閉めなどいつもは右手を使うと
ころを、
一日わざと左手を使ってみるとか、
とても小さなことではあるのですが、
普段と少し違うことをして
みる、
自分をちょっと変えてみる、
目先を少し変えてみる、
といった具体的行動を起こしてみる、
ということ
守成クラブ旭川 代表
です。
そうすることで、
意外なことが見えてくるケースがあります。
小滝畜産（株）代表取締役 小滝 達也
例えば、
意識が変わるので世界が違って見えたり、
今まで声を掛けてくれなかった方が声をかけてく
れた事で話が弾んだり、
色々なケースがあるかもしれません。
本日はいつもと違った服装、
雰囲気の例会ですので、
皆様も少し違った“気付き”があるのでは無いか？と思っております。
また、
先月に市場活性化委員会が企画したゴルフコンペがあり、
とても和やかな時間を、
参加者の皆さんと共有することができました。
ゴルフコンペに限らず、
色々なところで交流することで、
新たな“気付き”に繋がることはとても面白いことですし、
そこから商売に繋がることも
ありますので、
そのような交流の機会があれば、
皆様も積極的に参加してください。
そのようなことから、
会員間の繋がりが強くなり、
信頼関係が生まれ、
守成クラブ旭川全体が強い組織になっていくのです。
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。

AB型代表＝㈱やぎぬまの柳沼さん
Ｏ型代表＝和のみの菅野さん
AB型代表＝椛の馬場ママ
Ｏ型代表＝ブルームの旧姓吉本さん

編集発行
守成クラブ旭川広報委員会

2011年8月9日例会にて

ホームページ
会社案内

＜男性編＞ Ａ型代表＝コカコーラの皆川さん
Ｂ型代表＝㈲アサヒ通信機の吉尾さん
＜女性編＞ Ａ型代表＝クローバーの江口さん
Ｂ型代表＝クラブハーツの西村ママ
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『 いつもと違う交流会も積極参加してください。
そして個々の繋がりを強くして商売に繋げよう
！』

※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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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
10/12
（水）○ 第111回例会（GH）
10/18
（火）□ フレンドランチ会
10/25
（火）□ レディースランチ会
10/25
（火）● 世話人会

現在の会員数

会 員 数 １６2名
正 会 員 １０８名
準 会 員
５4名
前月入会
4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

65名（63）
2名（３）
7名（4）
７4名（70）

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

商売をするためにまずは信頼関係を築くことが大切です
今年度、
総務財務委員会を担当させて頂いている(株)ラッツ９９４の伊藤です。
守成クラブに入会して古い方の会員ですが、
こんな大役が来るとは思っていませんでしたので足
を引っ張らないようにモチベーション上げて行きたいと思っています。
「守成クラブに入会したけど仕事に繋がらないなあ」
と思っている方がいると思います。
「毎月毎月例会でPRしているのに誰からも仕事の話が無い…もう退会しようかな？」
と考えられて
いる方もいらっしゃると思います。実は私も以前はず〜っとそうでしたので、
とても気持ちは分かります。
昨年、
仲良しに成った会員さんが私の会社に寄って頂いた時に「初めて私の仕事内容が分かっ
た」
と言われ、
「ちょうどこんな話が有るので紹介するよ〜」
・
・
・その仕事は今もまだ続いております
（感謝）。守成クラブの会員で本当に良かっと実感しました。
これは私の実体験です。
一度や二度の自社PRでは伝わらないことも沢山あると思いますし、 ”信頼関係” が出来ないと
仕事の話も紹介もされないのはどんな会でも同じだと思います。
信頼関係が出来る近道として、私達の総務財務委員会では委員会メンバーの会社に毎月皆で
会社訪問し、
2名が徹底的に自社PRを行う、
という委員会を始めました。
もの凄く近く感じられる様になり、
委員会メンバー本人が商品を購入したり、
サービスを受けたりす
ることはもちろん、
お客様を紹介し合うなど、
具体的な仕事に繋がり始めました。
守成クラブは行動すればするほど近い関係に成ります。
是非私にも気軽にお声をおかけ下さい。

総務財務委員会

委員会からの
お知らせ

守成クラブ旭川
総務財務委員会委員長
株式会社ラッツ９９４
代表取締役 伊藤 勝治

「烈夏七夕まつり」で暑い夏を更に熱く！〜 れっか夢クラブ 〜
旭川の夏の恒例イベント「烈夏七夕まつり」が8月6日（土）に開催され、守成クラブ旭川の多くの仲間が参加し
ている『れっか夢クラブ』が参加。
「烈夏」の掛け声と共に、自作の山車と活気溢れる太鼓で多くの市民から拍手
喝采を受けておりました。

8月で4回目の会社訪問は、シューズトップト
クノ（旭川市４条通８丁目）さんで１６名（１５
社）の参加でスタート。
（総務財務委員会は守
成クラブ旭川の基本方針に基づき会社訪問・自社PRを委員会活動とし
ております。）
シューズショップ トクノ 得能 巌 様
創業から７２年、１９９０年に普通の靴の販売から健康に良い靴へ大き
く転換。高齢化社会を見据えターゲットを絞った販売方法で全国売上げトップに！！
各地で講演会を依頼される事も有り靴屋より健康相談所のよう…足に良い靴は有るけれど、目に良い靴
（オシャレ靴）は有りません、と独自の販売方法で健康にこだわり、パワフルな得能さんの毎日の様子〜
お客様とのエピソードを交えた得能さんのお人柄を感じられる３０分でした。
タナカ総研㈱補聴器館旭川店 加藤 知子 様
『祖母の耳が悪く、補聴器を使ってから普通の生活が送れる事に感動し、この仕事を始めて１２年。旭川
市内で補聴器専門店が６店有る中、一番後発のこの店は５年目を迎えます。』という加藤さんから紹介され
た、最新のデジタル補聴器の種類や特徴を聞き凄い技術力を感じました。個人はもとより道内の施設や病院も回られ、月に３〜４日位しか店
舗には出られないとの事。認定補聴器専門店として販売後のメンテナンスにシッカリ応える、優しい加藤さんの丁寧な対応が良く伝わりまし
た。出席者の１分間PRも熱がこもり最初から最後まで盛り上がりを持続して終了。次回も更にパワーアップする会になる予感！（伊藤）

市場活性化委員会

例会活性化委員会
例会活性化委員会の役目はこの名の通
り、例会が活性化している！と会員企業が参
加したくなる例会創りです。参加企業の顔
や事業内容がわかり、
ビジネスに繋がる例
会になるようにと考えます。
そのためには、何が必要でしょうか。
そのひとつに、各委員会で開催してい
る、イベントや会社訪問が、皆さんを個々
に知ってもらう目的です。当委員会も8月
26日、ラブミー美容室さんに10名で伺わ
せて頂きました。車座でお聞きしていた商
品を、体験して実感してきました。何よりの
収穫はその企業がビジネスを通して真摯
に関わってきた、顧客に対する思いや成果
をお聞きすることができる事かと思いま
す。知って関わってみると、気づくことが必
ずあります。そんな関係が例会つくりにも
活かせたらと考えています。
9月は北光の岡田社長さんと、ゆう美堂
の柳原社長さんの企業を、
よ〜〜く学ばせ
て頂くことになっています。
（髙橋）

市場活性化委員会では、9月4日
（日）
に今年最後のスポーツ懇
親企画
「パークゴルフ大会＆懇親会」
の開催を予定しておりました
が、台風の影響を考慮して延期させていただきました。
お忙しい中、予定を空けていただいた皆様には本当に申し訳ご
ざいませんでした。新しい日程については10月中で検討中です。
正式な日程アナウンスにつきましては、9月の例会で発表させて
いただきます。皆様の参加をお待ちしております！
また、9月28日
（水曜）
19：00〜守成クラブ旭川正・準会員オリエ
ンテーションを行います。
（開催場所は調整中です、決定次第お知
らせいたします。）
内容としましては皆様からご要望の多い、守成クラブのルール
説明
（こういう時はどうなの？基本編・実践編）
や実際の商売成功の
経験談や質問コーナー
（今さら聞きづらいけど聞かなきゃ分から
ないよ編）
を行う予定です。例会とは違いますので例会費は掛か
りません。懇親会や２次会もございません。
最近例会に来ていない会員さんもお誘いして参加して見ては
いかがでしょうか？開始時間も例会より少し遅いので参加しやす
いと思います。
自分自身が守成クラブを理解していなければ、守成の仲間との
商売はもちろん、ゲストを誘う事も上手くできないですからね。
是非皆さん参加してください！ （金田）

広報委員会

『れっか夢クラブ』を主宰するのは、守成クラブ旭川副代表であるヤマガミスクリーン印刷の山上会長です。
山上会長にお聞きすると、お祭り自体には、20年近く前から太鼓のチームで参加されていたのですが、なかなか盛り上がらない
状況に
「こんなことではいけない！」
「旭川のためにもっともっと祭りを盛り上げたい！」
という思いから、守成クラブの仲間に声をかけたところ、沢山の仲間から同意を得られ『れっか夢クラブ』を結成したとのことで
す。
『れっか夢クラブ』として烈夏七夕まつりへの参加は今年で5回を数えます。
『れっか夢クラブ』の特徴は、基本的に全員が“個人参加”なこと。他の殆どの参加団体は、企業や組合が多い中で、異彩を放つ
存在です。
「自分たちでやる！自分たちで旭川を盛り上げる！」という山上会長の熱い思いに同調する参加メンバー個々の熱い思い
が結集！それが『れっか夢クラブ』の原動力となっているのでしょう。
『“れっか夢クラブ”というチーム名って、山上会長が考案されたんですよね？』という筆者の質問に『私がリーダーをやっている
“あたご夢太鼓保存会”と“守成クラブ”と言えばわかるでしょ？』とのことでした。全然気付かずに、初歩的な質問・・・大変失礼しま
した(^̲^;)
山上会長は本当に旭川を仲間を愛している人だな、と改めて感じつつ多くの仲間を牽引し続ける偉大な先輩に、改めて尊敬の
念を抱く筆者でありました。
（島部）

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を行っ
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、
８月に開催した委員会の様子を山岸広報委員がレ
ポートします。
＊

＊

＊

8月18日
（木）19時より、
ときわ市民ホール201号室にて広報委員
会を開催いたしました。
認知度と期待度が急上昇中
（？）
のre:cabに全員で自画自賛す
るところから会は始まります。
もちろん議題はre:cab第5号の掲載内
容の確認と役割分担についてです。
どのイベントに誰が潜入する
かを決めますが、
自分の知らないところで自分の名前がこっそり書かれていたりします。
自分の名前を見つけ
ると
・
・
・うれしいような悲しいような楽しいような・
・
・。
今回、
F原氏率いるアダルト派はさらに過激さを増し、
危険な状態！
！
！
！
！になることはなく、
淡々と会議は進んで
いきます。会議終了後、不気味な静けさを漂わせたまま委員長を先頭に、
ある焼き鳥屋に数人のメンバーが吸
い込まれたのでした。今後どうなっていくのか、
re:cabと共に目が離せない広報委員会なのです。
（山岸）

「守成クラブ」
とは、商売繁盛のために
「自分たちの市場を自分たちで造る」事を
目的として創設された経営者の会です。
守成クラブは、出会いを、お互いのビジ
ネスに直結させるための全国組織です。
信頼できる人脈をお互いに持ち寄り、
紹介なども含めて受発注を盛んにする
マーケットとして汗をかいたもの同士で
共有する会です。
「 みんなで顔晴れ！
！み
んなで志事！
！」、そのための、毎月一回の
例会なのです。
その価値ある例会の第一歩が、例会
の出欠返答だと事務局委員会は考えま
す。
今年度は、みなさまに年間スケジュー
ル（ホームページ上にも記載）をお配り
しているので、急な用件が無い場合以外
は、参加・不参加は明確に出来ることで
はないでしょうか？
例会出欠の返答期日を必ず守って頂
けることを切に願います。
（川辺）

●これは新聞にも載った実話です●

コラム

あれは・・・ 平成になって間もない５月３１日の出来事。

表彰・バッチ貸与

2011 年 8 月 9 日例会より

学生生活を終え、晴れて社会人となった瑞穂ちゃん（仮名）は、

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。

先輩のｼｺﾞｷに耐えながら日々、早く仕事に慣れようとその日も元気に病院に出勤しました。

濡れ衣

お昼頃だったでしょうか・・・ 外からサイレンが響きわたります。
すると・・・ 事務所から瑞穂ちゃんに連絡が入り事務員さんが慌てた様子で
「瑞穂ちゃん家が燃えてるよ！ すぐに帰って！」 と・・・。
「・・・・・・・・ぇ？」

白衣を着たまま病院を飛び出し、走る走る走る 家に向かって走る走る走る・・・
すると、自宅マンションには１０台近くの消防車やパトカーが止まっていて、人だかり。
部屋のものが、ゴミステーションに運ばれていて（アタシの持ち物はゴミかいな）
みなさん土足で上がり込み、部屋の中は水浸し・・・ しかも、瑞穂ちゃんの部屋だけがそうなっている。
思い出の写真も嗚呼〜 大好きなあの人からもらったものも嗚呼〜〜

赤バッチ貸与

山下

冷ややかな住人たちのまなざしを受けながら消防車の中に案内された。
犯人逮捕！ の瞬間劇風味である。
それはそれは、もう刑事ドラマで見るような「田舎の母親が泣くｾﾞ・・・」とかつ丼が出てくるような
そんな取調ではなく、
「かつ丼食いたきゃハケ」くらいの勢いで事情聴取が始まった。
消防車の中では、瑞穂ちゃんの住所や名前が何度も何度も無線で鳴り響く。
まだ、新社会人の瑞穂ちゃんは状況を把握できずに怖くて怖くて泣きじゃくった（嗚呼〜可愛い・・・ぽ♪）。
さて、ここで問題
瑞穂ちゃんは、どうしてこの状況を把握できなかったのか？
それは、
①マンションはオール電化
②たばこは吸わない

取締役 営業部長

隆久

旭川市３条通７丁目ヨシタケパークビル３Ｆ
電話番号：０１６６-２７-１１７１
http://www.fm837.com
地域のラジオ局ＦＭりべーるは、
ＣＭ放送はもちろん
のこと様々なイベントやコンサートでの司会派遣、舞
台・照明・音響なども承ります。
そのほかにも、紙面広告なども手がけております。
地域の放送局として、皆様の身近な存在でありたい
と思います。

緑バッチ貸与

有限会社 北海道テレワーク

はちみつセブン編集長/番組ディレクター

誰かの きったない足で踏んずけられ・・・ 思い出ぼろぼろ。
「わたし、ここの住人です」と、そばにいた消防の方に告げると

緑バッチ貸与

株式会社 旭川シティネットワーク/ＦＭりべーる

山本

旭川市神楽岡５条５丁目１−４
０１６６-６０-５５１１
http://hokkaido-telework.com/
携帯電話 全メーカー取り扱い
「時間がない・待ちたくない・行きたくない」
そんな方には専用移動ショップで即時対応可能！
！
職場・ご自宅・外出先などどこへでも出張ＯＫ
！
！
どんな場所でもお気軽にご利用ください!!

今回同時に掲載いただいた２人は１０年来の仲であり、高校
卒業後上京。苦楽をともにした東京での生活を経て現在は
旭川で日々努力しています。
若い世代からも旭川、
そしてより広い世界を盛り上げていけ
ればと思います！精一杯 志事 させていただきます！
今後とも宜しくお願い致します！

株式会社 ターントップ

純輝

代表取締役

大城

秀二

旭川市１条通８丁目５４２番地の２ フィール旭川４Ｆ
0166‐26−1820
この6月24日、
フィール旭川4Ｆにレディースファッショ
ン店「アンシャンテ」
「インテリエ」の2店舗を開業ＯＰ
ＥＮいたしました。
女性らしい
「優しさ、上品さ、可愛さ、華やかさ、若々し
さ・・・・」
を忘れないそんな女性のための店です。
守成クラブ女性会員の皆様、会員の奥様、
ご家族の
皆様方のご来店をお待ちしております。

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。

③ストーブの灯油は空っぽ
要は、火の出どころに思い当たる節がないのだ。
取調は鬼のように厳しく続く。
「このテレビのコンセントはどこに差してあったの？ このオーディオのコンセントは？ これは？ あれは？」
と、電化製品のコンセントが、それぞれどこにさしてあったのか聞いてくる。
「そんなのイチイチ覚えてるかいな！」
と言えるほどの度胸もなかったこの頃、動揺のあまり３回同じことを聞かれて、３回違う答えを告げたことは今でも記憶している。
１時間ほどたった頃だったろうか・・・
取調員Aに「ﾋｿﾋｿﾋｿ・・・」と耳打ちする取調員B。
すると、取調員Aが手のひらを返したように、にっこり笑って
「いやぁ〜瑞穂ちゃん 怖かったよね〜〜♪ もう大丈夫だよぉ〜〜♪」
今まで、鬼のような顔で、まるで犯人扱いしていたのに、いきなり何事？ と思いきや、
マンションの駐車場アスファルト工事をしていたオニーチャンが、バーナーで何かをあぶっており
部屋の前にそのバーナーを放置したまま、車の中でお昼寝。
その間にバーナーの火花が、部屋の換気口の中に入って、火事を出したものと現場検証と聞き込みでわかった。
テメエ

このヤロウ

である。

しかも、
「火事だ〜！僕が見つけました！！」 と第一発見者は、このバーナーあぶり男だったのである。
ああああああああああああああああああああああああ！！
アンタをあぶってヤリテエ
【あとがき】
現場検証の時に、
１０名以上の消防・警察署員さんが、あの狭い家の中の写真を撮りまくっていたのだが
国旗のように干してあった「赤」「白」「青」「黄色」〜 といった下着（当時Mサイズ）の洗濯物の写真まで撮られている。
あれは、現像されているのだろうか、はたまた２０年以上たった今でもその写真は保管されているのだろうか・・・（謎）。
もうひとつ、この時に「家財保険」というものを初めて知ることになる。
火災保険と別物だということは当時わからず、たとえ、もらい火の場合でも家財保険に入っていなければ
「泣き寝入り」しなければいけないということも知った。
この日を境に、
「洗濯物は早くたたもう」「家財保険は必ず入ろう」と心に決めている。
それにしても、犯人は現場に必ず戻る、まずは第一発見者を疑え！は、本当だった。
おしまい。 広報委員会

馬場

フレンドランチ会
8/18
（木）
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。食事をしながらの情
報交換や商談といった何時もの様子のほか
に、今回のランチ会は多くの方から一言PR
がありました。
山上さん
「津軽三味線・菅野孝山流の演奏会
にコラボとして所属太鼓チームで参加しま
す。」 高橋さん
「旧岡田邸の公開日があります。是非一度足を運んでくださ
い。」 島部さん「農薬の散布量を計算するipadのアプリを開発してApp
Store
（アップストア）
に公開されました。新しいアプリのアイディアがありまし
たら是非お聞かせください。」 清水さん
「9/17
（土）
19：00より旭川グランド
ホテルにて
「酒蔵五県飲み巡りの宴」
を開催します。」 江口さん「9/4（日）
パークゴルフと日程が重なりますが、大町の願船寺でジュンコとチープによる
「昭和ノスタルジア」
と題したチャリティーライブがあり、実行委としてチケット
を取り扱っています。」 小西さん
「お取り寄せ食材等の他に、すず虫セットを
カゴ付で販売しています。」
などなど、
フレンドランチ会は気軽に商材やイベン
トを告知できる場にもなっています。
皆さん、
フレンドランチ会に参加してみませんか。
（文：西村）
参加者情報
（12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）
、島部
さん
（エイエステック）
、上林さん
（インテック）
、清水さん
（地酒のまるしん商店）
、近
藤さん
（遊きりん）
、柳原さん
（ゆう美堂）
、小西さん
（東鷹栖十線郵便局）
、江口さん
（HWS Clover）
、西村さん
（アイエーシー）
（順不同）

レディースランチ会
8月23日(火)に高橋富士子さ
んが、再生を目的とした財団で
理事長をされている『 旧岡田
邸』(5条通16丁目)でレディー
スランチ会が行われました。
いつもの会場とは違い、日本人
にぴったりと来る、落ち着いた
雰囲気の中でのランチ会とな
りました。
『 旧岡田邸 』のお話
と、
こちらのたたずまいに
「魂が
ふるえる！」
と 感動した方もいらっしゃいました。
参加された皆様からは『デイズニーランドに人材育成研究に行きませんか？』
というお誘いや、
『 お酒の会のご案内』
『 音楽会の案内』、更には健康について
の情報交換など、自社PRだけでなく他社PRでも盛り上がりました。
月心庵 さんのお弁当も美味しく、実り多いランチ会でした。
女性の皆様、是非参加してください！
（文：児玉）

次回は 9月20日
（火）
場所は
「カフェ＆和雑貨 アン・シャーリー」
（豊岡14条7丁目6-20）
さんです。
参加者情報（10名）
高橋さん（たいむあーと企画）、近藤さん（フォトステージ遊きりん）、柳原さん（ゆう
美堂）、長根さん（サクラ咲くクリニック）、丸山さん（美容室Salond Bouquet）、伊
勢さん（ふわわ）、馬場さん（JAPANESE BAR 椛）、中川さん（イマジンアミューズエ
ルフ）、清水さん（地酒のまるしん商店）、児玉（こだま工房）
（順不同）

道内各地区例会日程（ ）参加予定数
【9月】

苫小牧
（50） 9/ 1
（木）18：30〜 ホワイトパークサンシャイン 苫小牧市住吉町2-7-6
帯 広
（180）9/ 5
（月）18：28〜 帯広東急イン 帯広市西1条南11丁目2
旭 川
（100）9/ 7
（水）18：30〜 旭川ターミナルホテル 旭川市宮下通7丁目
北 見
（100）9/ 7
（水）18：30〜 ビッツアークホテル 北見市北2条東4丁目7
札幌南
（50） 9/ 7
（水）18：30〜 ホテルライフォート 札幌市中央区南10条西1丁目
札幌北
（100）9/ 8
（木）18：30〜 札幌サンプラザ 札幌市北区北24条西5丁目
札幌東
（100）9/ 8
（木）18：30〜 ルネッサンスサッポロホテル 札幌市豊平区豊平4-1-1-1
釧 路
（200）9/ 9
（金）18：30〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町2-５
札幌西
（50） 9/14
（水）18：20〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似1-3-3-6

【10月】

札幌北
（100）10/ 4
（火）18：30〜 東京ドームホテル札幌 札幌市中央区大通西8丁目
札幌南
（50） 10/ 5
（水）18：30〜 ホテルライフォート 札幌市中央区南10条西1丁目
苫小牧
（50） 10/ 6
（木）18：30〜 ホワイトパークサンシャイン 苫小牧市住吉町2-7-6
帯 広
（180）10/11
（月）18：28〜 とかち館 帯広市西7条南6丁目2
旭 川
（100）10/12
（水）18：30〜 旭川グランドホテル 旭川市6条通9丁目
北 見
（100）10/12
（水）18：30〜 ビッツアークホテル 北見市北2条東4丁目7
札幌東
（100）10/13
（木）18：30〜 ルネッサンスサッポロホテル 札幌市豊平区豊平4-1-1-1
釧 路
（200）10/13
（木）18：30〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町2-５
札幌西
（50） 10/18
（火）18：20〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似1-3-3-6

＊開催予定が変更になる場合がありますので、他会場へ出席される方は事務局にてご確認ください。

