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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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。

「恋路でチ〜ン♪」

雨月恋路

こんにちは。雨月恋路です。
さて先月号で男性版・女性版の各血液型を代表する「守成旭川基準」
を発表させて頂きましたが、女性版のＢ型代表のクラブハーツさ
んの西村ママが残念ながら退会されましたので、西村ママに代わるＢ型の新代表をお知らせしますね。
その栄えある新Ｂ型代表は・・・㈱彩暮の相澤さんです！当初、女性のＢ型代表を選考する際には本当に西村ママにするか、相澤さんにす
るのかを迷ったくらいだったので、私、雨月恋路は自信をもって相澤さんをお薦め致します！（何にお薦めなのか分かりませんが・・・）
今回は各血液型の特徴についてお話をするんですが、先ずはＢ型についてお話しましょうね。
Ｂ型の男性代表の吉尾さん、女性代表の相澤さんに見られるＢ型の特徴なんですが、基本的には褒められて伸びるタイプです。それも
どこまでも登っちゃうくらい！だから逆に言うと、
おだてやお世辞に弱いんで、都合良く利用されたり、騙されたりしやすいので気をつけて
下さいね☆それと好き嫌いがハッキリしているので、興味のない事には一切反応しないというか、食いついてこないので、分かりやすい
性格でもあります。
という事は、嘘をつけない性格なので、
もっともらしい理由があるからバレないだろう！って事もすぐに
バレるので、気をつけて下さいね。
（特に♥♥♥関係は・・・ね、吉尾さん♪）
それと後先の事はあまり考えず全力を出してしまい、一気に燃料が切れてクタ〜っとなる場合も多いので、結構周りに
心配をかけたり呆れられたりしてしまいます。良く言えば子供のようであり、悪く言えば学習能力に乏しいタイプなんで
すね。
ただこれも 本能の赴くまま の行動なんで、憎めないんですよね。
自分達も好き嫌いがある代わりに、周囲も同じ
ようにＢ型タイプに対して好き嫌いがありますが、愛されるキャラクターである事は間違いありません。
あと細かな性格としては、明るくて楽しいのが好き・閃き型の天才タイプ・飽きやすい・熱い・頑固、などが挙げられま
すが、
Ｂ型タイプの苦手な部分や足りない部分をフォローできるのはＡ型タイプだけなんで、身近なポジションにはＡ型タ
イプのサポーターが必要ですからね！
では次回のre:cab は、そのＡ型タイプについてのお話をジックリと。
血液型相性診断士
雨月 恋路
手探り状態で制作を始めた広報誌＜re:cab＞ですが、会員の皆様のお力添えをいただきながら今月
も第6号を無事に発行することできたことを率直に嬉しく思っています。
＜re:cab＞の認知度の向上とともに、その重要性が高まってきていることに喜びと緊張感を覚えて
いるこの頃です。
広報委員会一同、会員の皆様のお役に立てることを念頭に、
これからも広報誌＜re:cab＞の制作に取組んでまいります。
今後とも、
よろしくお願いいたします。
広報委員会 西村
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第6号

『 経営者の仕事は「荒れ地を耕す」ことと同じ。その第一歩である例会へ出席し続けることが重要です！ 』

※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。
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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本日は守成クラブ旭川が発足して第110回目、
そして今年度が始まって6ヶ月目の例会となりました。
私が4月に所信表明をして半年が経過したことになります。
そこで今一度守成クラブの意味・意義を考えてみました。
もちろん、
守成クラブ本部から配布されてい
る資料に書いてある内容や、私が掲げた守成クラブの定義、
スローガンなどは、皆さんにもご理解して
いただいていると思いますし、
私も折りに付け、
その意味・意義を説明してきました。
しかし敢えて
『仕事
とは何なんだ』
と改めて考えてみたのです。守成クラブの会員の皆さんは「中小企業の経営者および
それに準ずる方」なので、
参加されている方は経営者となりますが、
従業員にとっての仕事と経営者に
とっての仕事は意味が違います。従業員の仕事とは、
直接お金になることですが、
経営者の仕事とは、
直接お金にならないことだと私は思うのです。
例えば農作業で言いますと、
荒地を耕すことからはじめます。
すぐにお金にはなりません。
『 荒れ地を耕
守成クラブ旭川 代表
す』
という行為は、将来の成果物を得るための仕事です。
それを守成クラブに置き換えると、例会の車
小滝畜産（株）代表取締役 小滝 達也
座商談会は
『荒れ地を耕す』仕事だと思うのです。
"自分を知ってもらう"・"仲間を知る"、
のが例会であり、
それを糧として将来に繋げていく、
と考えていた
だきたいのです。
「その会社に行きたくなるようなプレゼンを車座商談会で行う」
と考えると、
例会に出席しないと仕事になりませんよね。
「すぐに
仕事にならない」
という理由で、
守成クラブを退会された方の話を聞くことがありますが、
その方々は守成クラブというものをはき違えているので
す。今日の例会に出席された皆さんは、
１回でも多く無理をしてでも例会に出席し続けて欲しいと思います。今日の出席者が７０名弱。守成クラ
ブの在籍者が１６０名なので、
１００名近くの欠席者がおりますが、
今出席している方が出席し続けることが重要です。
そして、
車座商談会をど
うしたらもっと活性化できるか？というテーマのもと、
世話人も日々努力しておりますので、
会員の皆さんも是非ご協力ください。
また、
今日の車座商談会では「自分がこの人と取引するとしたらどうか？」
という想定で、
同席した方の話を真剣に聞いて欲しいと思います。
『みんなで顔晴れ!! みんなで志事!!』 今日もよろしくお願いいたします。

もう見ましたか！
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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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10/12（水）○
10/18（火）□
10/22（土）□
10/25（火）●
10/25（火）□
10/29（土）○
11/10（木）○
11/17（木）□
11/24（木）●
11/29（火）□

第111回例会（GH）
フレンドランチ会
親睦パークゴルフ大会
世話人会
レディースランチ会
全道合同世話人会
第112回例会（TH）
フレンドランチ会
世話人会
レディースランチ会

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
2名
前月退会
1名

出席報告（）内は前回

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合
計

65名（65）
0名（2）
3名（7）
68名（74）

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

『車座商談会で人脈づくり・仕事へ結びつける種を見つけてください。そして行動です。』
こんにちは。
（株）
たいむあーと企画の髙橋富士子です。
また、
旧岡田邸２００年財団としても、
皆様にはお世話になっております。
2006年に前社長から、
守成クラブ会員を引き継いだのですが、
直後から現在まで守成クラブの
例会にはなるべく休まずに出席をしています。
当初は、参加しても居場所がなく出席だけして帰り
ましたが、
回を重ねる毎に話が出来る仲間が増え、
会社訪問をさせて頂く機会も増えました。
経営者という方々はありがたいもので、皆さん様々な経験をされていますから、厳しくもあります
が、本当の優しさを持っていられます。私自身を振り返りますと紆余曲折の時期に守成クラブを通
じて得られたものが沢山ありました。
「仕事」で「成果」
を出す事を、
前面に出している会は、
守成クラブだけではないでしょうか。
なん
ともわかりやすいなぁと思います。仕事を通じて良い関係を作っていく事と理解をしています。
私は、
守成クラブという組織で、
皆さんと知り合いお仕事をさせていただいてきましたから、
私か
守成クラブ旭川
例会活性化委員長
らもできる範囲で守成クラブへの貢献をしたいと思っております。
株式会社たいむあーと企画
正会員であることもそうなりますが、今は世話人としての委員会活動です。最近は、時間をつく
代表取締役
髙橋 富士子
るのに苦労していますが、
皆さんと良き仕事仲間でありつづけたいです。委員長としては未熟者で
すが、
よきメンバーに恵まれて毎月の例会を迎えております。
今年度より始めている車座商談会を重視した例会運営は、人脈づくりや仕事獲得のチャンス、
きっかけになることを目指しての
施策です。
あなたが求めている種が見つかるように。
そしてその種を発芽させるために、ぜひ行動をされてほしいと願っています。
会も会員も一緒に良くなっていける守成クラブが理想です。
『みんなで顔晴れ！
！みんなで志事！
！』
は今年のスローガンです。
その中のひとりとして、
どうぞよろしくお願い致します。
コラボレーション事例 ［北海事務機さん・インテックさん・ゆう美堂さん］

ビジネスグローバリーフェアで発表！
10 月 4 日〜 5 日に旭川地場産業振興センターにてビジネスグローバリーフェア in 旭川
が開催されました。守成クラブ旭川からは北海事務機さん（長原社長）が参加。沢山の
人出で賑わっておりました。筆者も顔を出して、色々な粗品をゲットしてきました・・・と
いうレポートではありません！
この長原社長を中心とした、守成クラブ内でのコラボレーション事業が発表されておりま
した。
シャープ製の LED シーリングライトを取り扱うことにした長原社長は、LED で明るくなっ
た部屋を『この機会に更にお部屋も明るくしてみませんか？』と銘打って、LED シーリン
グライト購入者様のみに、天井クロス・壁クロスの張り替え工事（インテック・上林社長）
や、ハウスクリーニング（ゆう美堂・柳原社長）をお得な価格でご提供！というキャンペー
ンを発表されました。今年 12 月 20 日迄の期間限定企画です。
長原社長の人柄と柳原社長の丁寧かつ確実な仕事、そして上林社長の確かな技術力でこ
のコラボレーションは成功するのでは、と感じ
ました。
詳細は、長原社長・上林社長・柳原社長まで
お問い合わせください。（島部）

判りやすいチラシがコレ（↑）

ーしまべ君がいく！ー
昨年に大成功を収めた食の祭典
「食べマルシェ」
が今年も9/17〜3日間
に渡り開催されました。主催者によるとあまり良くない天候の中、3日間
で延べ72万人以上の来場者があったそうです。筆者は9/19の最終日
に行ってみたのですが、とにかく人の多さにビックリです。小滝代表の
小滝畜産さんも参加されており、店頭では守成クラブ旭川の仲間でも
あるタレントの森田仁さんが営業活動をされておりました。
ラーメン・お肉・デザート…
買い物公園通り会場・まったくスムースには歩けない状況
食べることが大好きな筆者
は、美味しいものをお腹一
杯になるまで食べ続けつつ、旭川の食品業界の底力を感じた一日でありました。
そう言えば、コカ･コーラのブースで皆川さんを見かけたのでウーロン茶を購入
させていただいたことを付け加えておきます(^^ )
＊皆川さん、とても忙しそうでしたので、きっと気付いてないのだろうなぁ
（島部）

守成クラブ旭川 オリエンテーションに参加して
9 月 28 日（水）
、市場活性会委員会（金田委員長）によるオリエンテーションが、旭川地場産業振興センター 2 階において 19：00
より開催されました。
守成クラブ旭川が開設されておよそ 10 年、初めての試みとしてのオリエンテーションでしたが、20 数名の方の参加があり、猿田小委
員長の司会進行によりオリエンテーションが進められていきました。オリエンテーションの内容としては、会員さん数名から守成クラブに
おける商売の取組み方や経験談（成功事例を含む）の発表があり、
また、
車座になってのグループディスカッションでは、
守成クラブのルー
ル、現在の守成クラブに対する意見や質問、クラブをさらに良くしていくにはどうすべきかというテーマにて、ホスト役の進行のもと活
発な話し合いが行なわれました。
私が座ったグループでは、各委員会の取組み、車座重視の例会になったことで以前よりお互いの商売が理解できるようになってきたと
いう意見があり、それでももっと例会を重要視して盛り上げていかなければならないという意見も出されました。グループに準会員の方
が 1 名いらっしゃいましたが、その方からの質問や意見に対して、ホスト役をはじ
めとして周りの方が丁寧にお答えするというシーンがあり、このような機会があった
ことで誤解が理解に変わったことを実感しました。
グループディスカッション終了後、各グループのホスト役からどのような意見が出さ
れたか集約した報告があり、入会間もない方やゲストへのフォローの重要性につい
て、各グループからの共通の意見として報告されていました。
今回、20 数名の方が参加されましたが、特に準会員の方に多く出席していただけ
ればより意義があったように感じました。守成クラブを理解し、クラブの良さを理
解した上でゲストを紹介していくことが、会員拡大、延いては市場拡大、さらには
クラブの活性化に繋がるものと、あらためて理解させていただきました。
記事：広報委員会 西村

コラム

「私が思う守成クラブ会員にとって大切なこと」

秋深まる今日。既に旭岳も初冠雪が観測され、山を白くしています。
あ、そうだ。少し宣伝させて下さい。当社の『スノーカットマン』
（雪庇切断装置）が活躍する時季が近付いて参りました。
特許取得・商標登録から 6 年が経過している当社オンリー製品です。ご利用になられている方々からは「絶対に裏切りの無い仕事をし
てくれる」との高評価。夏を終えると豪雪と共に冬が絶対にやってきます。年々増加する落雪事故。裁判事例も益々増えてくるでしょう。
『スノーカットマン』は、人々を落雪から守りきる強者です。是非よろしくお願いします。宣伝しちゃった！すみませんでした。
私が守成クラブに入会したのは、お誘いいただいた紹介者が「もの凄い金あまり」で、他団体の会長歴任者だったのですが、私が思う
その「大物」からの電話がきっかけです。電話一本で入会させていただくことになりました。
「この守成クラブへ入会ありがとう！」では
なく「おめでとう！」と言い切られながら入会させていただきました。事業に成功するなどして、
経済的に余裕がある方は『実るほど頭（あ
たま）の下がる稲穂かな』と言いますが、相手に対しての態度が謙虚になり、挨拶も笑顔でそこそこな人格者に成るものです。そして
守成クラブの現代表はどうでしょうか。守成クラブに入会した順番に勤めるような立場・役職では無く、しっかりとした人格を持っての役
職就任だと考えております。
守成クラブの目的は会員企業の商売繁盛です。それには、小さな集まりでは難しく、伊藤小一創設者の言葉を借りれば『大海』を作っ
ていくことが必要になります。
『大海』を作っていくためには、会員の皆さんに「ゲスト」をお連れいただき、入会頂くことが最大のテー
マとなります。そう考えると、例会に出席し続けて、会員の方々との人脈づくりをすることも大切ですが、ゲストをたくさん連れてきて、
入会していただいた人数が多い会員への表彰制度があるのは、至極自然なことです。
しかし、私は守成クラブの会員の方々に思うことは、お互いの立場になって考える、思いやりの心を持って欲しい、ということです。
楽しそうにしている方の周りには、一緒に楽しもう！という人が自然に寄って来るものですが、ただ単純に楽しむのではなく、守成クラブと
いう組織の目的を達成するために真剣に、取り組む姿勢が最も重要なことだと思うのです。
そして、ただ紹介者が多ければ良いということでは無く、入会を勧めるためには、紹介者自身の人格も必要であり、とても大切なことだ
と私は思っております。 広報委員会 田中 英俊

フレンドランチ会
9/15
（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
時もの様子でした。と言いたいところですが、
わたくし、約1時間遅れでの参加となりまして
冒頭からの様子は理解していないのですが、
9/28
（水）
に開催されるオリエンテーションに
ついて「こういうようにしたらいいんじゃない
か！」
とか、新年度から丁度半年が経過し
「クラ
ブを活性化させるためにこういうことをしよ
う！」
などの熱い議論や意見を聞かせていただ
くことができました。
また、例会活性化委員会においては、ランチ会終了後に委員会を開催されてい
まして、
「どのような例会運営が会員企業の皆様の発展に繋がるのか！」
という内
容において打合せをされていたと推察します。
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であるとともに、
クラ
ブの運営に関する意見や質問、また、色々なことを相談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
（15名）
小滝代表、山上副代表、大村副代表、髙橋さん
（たいむあーと企画）
、金田さん
（タック
スカネタ）
、川辺さん
（北日本機械）
、上林さん
（インテック）
、岡田さん
（北光）
、川崎さ
ん
（緑鋼商）
、嵯峨さん
（プラス1）
、近藤さん
（遊きりん）
、柳原さん
（ゆう美堂）
、武田さ
ん
（旭川シリカ）
、山下さん
（FMりべーる）
、西村さん
（アイエーシー）
（順不同）

レディースランチ会
9月20日(火)に旭川市豊岡にある
『アン・シャー
リー』(豊岡14条7丁目)さんで、
レディースラン
チ会が行われました。静かな住宅街の中にある
『アン・シャーリー』さんは、和風雑貨を展示販
売されているお店です。その雑貨を見るだけで
も面白かったのですが、お料理が豪華でおいし
く、お正月が来たのかと思ってしまうほどでし
た!!今回のレディースランチ会は、20日という
事もあり、皆さん、早めにお仕事に向かいまし
たが、忙しい仕事の合間に仲間とランチをいた
だくのはとても楽しくホッとするものです。
レディースランチ会は、守成クラブの会員様の所属企業の女性であれば、
どな
たでも参加できます。女性の皆様、是非参加してくださいね。
次回は 10月25日
（火） 場所は「畑とトモダチのキッチン豆庵(とうあん)」
（3条6丁目プリコタワー3･6 2F）
さんです。
（文：児玉）
※豆庵さんには特別に昼にお店を開けて頂くことになっ
ていますので、今回は事前に参加申込をお願いします。
申 込・問 合 せ は 清 水 ( 0 9 0 - 8 6 3 2 - 3 9 6 0 ) 又 は 児 玉
(090-6263-5415)まで、
ご連絡くださいませ。
参加者情報（12 名）
髙橋さん（たいむあーと企画）、近藤さん（フォトステージ遊きりん）、伊勢さん（ふ
わわ）、相澤さん（彩暮）、馬場さん（JAPANESE BAR 椛）、中川さん（イマジ
ンアミューズエルフ）、山岸さん（色彩ひろばｃｏｕ
ｌ
ｅｕｒ）、柳原さん（ゆう美堂）、
久保村さん（山新 久保村）、荒巻さん（インテック）、清水さん（地酒のまるしん
商店）、児玉（こだま工房）（順不同）

総務財務委員会

委員会からの
お知らせ

9月の会社訪問は、１４日に有限会社メデル（旭川市神楽６条１１丁目）さんで行いました。
（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。）
＊有限会社 メデル 山本 孝博 様
肥料についての資料を用意して頂き、分かりやすく先ずは基礎知識として有機肥料（主に天然物）と無機肥料（化学合成）の説明をして頂き
ました。各々の特徴やチッ素・リン・カリの肥料三要素も理解出来、有機肥料がなぜ良い効果を生むかが分か
りました。メデルさんには「ゆうきくん」と｢有機育ち｣の商品があり、
「有機育ち」はカリが多いことからお礼肥
え（雪が降る前に畑に散布する）に適している説明を受けました。ここから参加者から次々質問が上がり予定
時間を大幅に超えて１時間の自社PRと成りました。
＊はんこ屋さん21 谷島 稔 様
秋の印鑑フェアの新聞折込前のチラシを初公開しながら印鑑の素材やサイズによって認印・銀行印・実印
に分かれている説明を受けました。黒水牛・オランダ水牛・本象牙・・・最近はローズクオーツ
の印鑑もあり、機械彫り（機械も有ります）や手彫りの話、認印には同じ物が無い事が分かり
ました。印鑑の彫り直し、かけた印鑑の供養など・・・次々の質問に答えてアッと云う間でし
た。全国の３万件の姓に対応し、常時１万件の在庫があり、保有データーから１時間程で仕上
がり、税込１００円で販売しています。
今回も内容の濃い委員会に成り、質問がとても多く活気を感じ、お二人の人柄も良く分かり
ました。
（参加者の１分間PRの時間も何とかなり出来てよかった。）
（伊藤）

市場活性化委員会

表彰・バッチ貸与

2011 年 9 月 7 日例会より

例会活性化委員会の役割は、その名の通り
「例会が活性化してい
る！」
と会員様が参加したくなる例会創りです。
参加会員様の顔や事業内容がわかり、
ビジネスに繋がる例会となる
ように取り組んでいます。
また、例会活性化委員会では、皆さんを個々に知って頂くためのきっ
かけづくりとして、委員会内での会社訪問を実施しています。
今回で4回目となった会社訪問は、北光クリーニングの岡田社長の
ところへ伺いました。回を重ねるごとに参加人数が増えていき、今回は
13名での委員会となりました。自社PRする会社も2社となり、ゆう美堂
の柳原社長にもじっくりとお話を伺うことができました。起業のエピ
ソード、仕事へのこだわり、大切に思っている事など、例会では詳しく伺
うことのできないお二人の新しい一面を見せていただきました。
われわれ、例会活性化委員会が真の意味で活性化していくことが、
守成クラブ旭川をもっと良き会に、良き人の輪となる近道なのかも知
れないと、感じる素敵な委員会となりました。
次回は10月20日
（木）
イーアイテック・石田社長のところに伺う予定
です。
（相澤）

赤バッチ貸与

赤バッチ貸与

株式会社 ゆう美堂

ビーワンサロン・ラブミー理美容室

代表取締役

柳原 美由紀

旭川市近文町25丁目847-43
TEL 0166-74-4420
この度、守成クラブの皆様のお蔭で念願の赤バッチ
をいただきました。私は緑バッチが長くなかなか人を
紹介することが出来ませんでした。何度もくじけそう
になり、
その度にまわりの方々に助言をいただき励ま
していただきました。守成クラブは辞めたくないけれ
ど、
もう退会した方がよいのではないかと悩んでいた
頃でしたので喜びもひとしおです。
まだまだ未熟者の
私、多くの諸先輩方のご指導をいただき、皆様のお
役に立てる人間になれますよう精進したいと考えて
おります。
ありがとうございました。

店

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、9月に開催した委員会の
様子を西村小委員長がレポートします。
＊

＊

＊

9月16日
（金）
19時より、
ときわ市民ホール302号室にて広報委員
会を開催いたしました。メインの議題は＜re:cab＞6号の内容につい
ての話し合いになるのですが、何らかのカタチで委員会メンバー全員
が＜re:cab＞の制作に携わっていこうという方針のもと、次号
（6号）
の
コラムを大丸建設の田中社長に担当してもらうことになりました。
さて、委員会終了後、今回も
［ある焼き鳥屋］
に数人のメンバーが吸
い込まれていったのですが、札幌からの出張帰りのメンバーが
［ある
焼き鳥屋］
から参加するなど、場所がかわってもre:cabを愛するメン
バー
（？）
の話し合いは夜更けまで続くのでした。
（西村）

現在の守成クラブ旭川の在籍者数は、
会員数１６３名ですが、毎月の例会出席者
数は70名前後で推移しております。
例会を欠席されている約70名の皆様
は今年度例会参加が0〜1回となってお
り、旭川会員全体の約43％が例会での
有効な情報を得られていないことになり
ます。
その方々へ例会に出席していただく
ちょっとしたきっかけづくりのために、
[re:cab]を、近日中に旭川会員のMDS
(株)旭川センターの南センター長の協力
を得て発送致します。
毎月の例会を「価値のある例会」
とす
るためには、みなさまひとりひとりの熱
い想いが絶対必要！と考えております。
最近、例会でお顔を拝見していない会
員さんに「一緒に例会出ましょう！
！」等の
お声がけをお願いいたします。
（川辺）

駒井 節子

有限会社 額縁のピカソ
代

表

菊地 万智子

旭川市3条1丁目右10号
TEL 0166-26-0077

ビーワンサロン
（ラブミー理容美容室）は、皆様が現
在ご使用のシャンプー・化粧品・洗剤等々をビーワン
水で割っていただくだけ(^̲^)
お肌トラブル＆毛髪トラブルの解決策がそろっていま
す。使った分（きれいに・元気に・環境浄化）
です！
どうぞ守成クラブ会員の皆様、
ご家族の皆様でお使
い頂きたく、
お待ち致しております。

守成クラブの1年生です。
宜しくお願い申し上げます。
先日のオリエンテーションにも参加させていただきま
したが、楽しく嬉しい気分で帰ってきました。
目指すところ商売繁盛、
とても身近で好きな言葉で
す。素晴らしい出会いに感謝です。

緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

有限会社 BPSイズミ
代表取締役

長

緑バッチ貸与

旭川市3条2丁目1448
TEL 0166-22-9234

緑バッチ貸与

広報委員会

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。

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。

例会活性化委員会

延期となっておりました懇親パークゴルフ大会の開催日が10月22
日
（土曜日）
に決定しております！皆様へは既にご案内を送らせて頂い
ていますが、参加・不参加をまだご返信いただいていない方がいらっ
しゃいましたら、ご返信・ご参加をお待ちしております！
『親睦会で仲良
くなってより良い仲間作りをしましょう！
！そして仕事につなげましょう！
！』
9月28日
（水曜日）
に守成クラブ旭川初のオリエンテーションを行い
ました。前段は、守成クラブ旭川での商談実績や、守成クラブに対する
思いなど４名の方の発表を参加者全員に聞いていただきました。
（守成
クラブで成功するには、
まず成功した方のお話を聞く事が一番です！）
その後
「今後の守成クラブ旭川で何をしていけば今よりも更に人間
関係を深めたり、仕事が出来るようになるのか」
という議題にて皆様か
ら色々なご意見を出して頂く時間をつくりましたところ、
とても雰囲気
が盛り上がり、予定の1時間30分を軽くオーバーしての終了となりまし
た。皆様から出していただいた貴重なご意見は今後の守成クラブの発
展に必ずつなげて行きたいと考えております。ご参加いただいた皆
様、ありがとうございました！
＊広報委員会からも参加者としての記事が当re:cabに掲載されてお
りますので、あわせてご覧下さい。
（金田）

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。

株式会社 トーシン

和泉 泰弘

代表取締役

野口 和男

MDS株式会社 旭川センター
取締役旭川センター長

南

和寿

旭川市豊岡11条1丁目1-4
TEL 0166-33-7747

旭川市豊岡8条7丁目1-4
TEL 0166-34-2636

旭川市東光4条1丁目1-26
TEL 0166-74-5637

動物園通りで、
自動車板金・塗装の仕事をしておりま
す。
ペイントしているボンネットが目印ですよ。
修理・販売なども行っておりますので、
クルマのこと
なら何でも気軽にご相談ください。
お待ちしております！

会員の皆様こんにちは、
この8月に新準会員になりま
した野口です。
暖房機・ルームエアコン・ユニットバス・トイレなど、
ま
た、排水からの臭いなどで困っていること！
！何でも受
け付けております。
見積り、現場調査無料ですので、大小工事にかかわ
らず気軽に声を掛けてください。

皆様はじめまして、弊社はメール便の配送業務を行
なっている会社です。
お客様向けのDM、
カタログ、パンフレット、情報誌な
ど、様々なニーズに対応し、且つ従来の配送手段より
も低コストでの配布が可能です。DM等のコスト節減
をご検討の際には、是非一声おかけください。
今後ともよろしくお願いいたします。

道内各地区例会日程（ ）参加予定数
【10月】

札幌北（100） 10/ 4（火）18：30〜 東京ドームホテル札幌 札幌市中央区大通り西 8 丁目
札幌南（70） 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
西いぶり（40） 10/ 6（木）18：30〜 伊達ステーションホテル山雅 伊達市山下町 164-3
帯 広（180） 10/11（火）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
函 館（80） 10/12（水）18：:30〜 ラビスタ函館ベイ 函館市豊町 12-6
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
札 幌（120） 10/21（金）17：55〜 ジャスマックプラザホテル 札幌市中央区南 7 条西 3 丁目

【11月】

札幌南（50） 11/ 2（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） 11/ 4（金）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） 11/ 7（月）18：28〜 帯広東急イン 帯広市西 1 条南 11 丁目 2
釧 路（200） 11/ 8（火）18：30〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町 2-5
西いぶり（40） 11/ 9（水）18：30〜 未定
札幌東（100） 11/10（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
旭 川（100） 11/10（木）18：30〜 旭川ターミナルホテル 旭川市宮下通 7 丁目
札幌北（100） 11/10（木）18：30〜 札幌サンプラザ 札幌市北区北 24 条西 5 丁目
札 幌（120） 11/14（月）17：55〜 札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目
札幌西（50） 11/16（水）18：20〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似 1-3-3-6
北 見（100） 11/17（木）18：30〜 ビッツアークホテル 北見市北 2 条東 4 丁目 7

＊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。

