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皆様のご協力もあり、re:cab第7号が無事に発刊できました。ありがとうございます！
私が、守成クラブに参加させて頂くようになって、そろそろ３年になりますが、焼肉店を経営していた関係で、
なかなか例会に出席出来ず、広報委員としても、お役に立てるかが、非常に微妙だったのですが、今回 re:cab

の編集後記と言う大役（？）を仰せつかり、原稿を執筆しております。
これでやっと私も広報委員会の仲間入りができたかな、と思っております(笑)。 私事で大変恐縮ですが、焼肉店のほうは今年の７月
で無事閉店しましたので(笑) 今後は今まで以上に例会に出席して、皆様との交流を深めて行ければと思っております。
今後とも宜しくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会　越湖

ＵＲＬ http://syusei.biz/

代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
　本日は、本年度初めて例会に出席される方が数名いらっしゃいます。新しい会員が増えること
や準会員が正会員になられるのも嬉しいことですが、例会になかなか出てこられなかった会員様
が出席されるのも本当に嬉しく思います。
会員同士が絆を深め、お互いが信頼のできる公正な取引・仕事ができることを目指すには、ま
ずは例会に出て頂くことがとても重要です。
このクラブにとって [会員拡大] も大切なことなのですが、今年度の初めよりお伝えしている通り 
[会員増強] をしていきたいと私は考えております。
会員同士の情報交換を密にして、ビジネスチャンスを拡大していきたい。そのためには（例会に
出ていない）眠ってしまっている会員を一人でも多く[起こす]ことが、とても重要なことだとも考え
ており、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
先日 FaceBook で見かけたのですが「感動とは感情を動かすこと」という話が紹介されており
ました。「人の感情を動かす」. . .なかなか簡単には行きません。同様に、この例会で会員同士がお
客様を紹介し合えるような関係になることも凄く難しいことだと思います。
その難しいテーマを達成するためにも、まずは例会に出席していただきたい、と思います。
　先日(9/28)、市場活性化委員会主催の「オリエンテーション」がありました。当日の様子は[re:cab]に掲載されておりますし、詳細は市
場活性化委員会の方々に聞いて欲しいと思うのですが、これからの守成クラブ旭川を考える、という意味で本当に良い話ができまし
た。ありがとうございました。
　いつも申し上げておりますが、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。そして、今日も皆様が晴れやかな笑顔で、志を持って仕事をして頂きたいと思います。
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※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。

※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。

守成クラブ旭川ルール 2011年4月から適用
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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。

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

例会キャンセル費
について

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。

11/10（木） ○ 第112回例会（TH）
11/17（木） □ フレンドランチ会
11/22（火） □ レディースランチ会
11/24（木） ● 世話人会
12/  7（水） ○ 第113回例会（GH）
12/15（木） □ フレンドランチ会
12/16（金） ● 世話人会
12/20（火） □ レディースランチ会

11・12月の主な予定 現在の会員数

出席報告（）内は前回

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

１６0名
１０9名
５1名
0名
2名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

65名
1名
1名
67名

（65）
（0）
（3）
（68）

『 会員間の絆・信頼関係構築の第一歩...それが例会です！！ 』 2011年10月12日例会にて

編集後記
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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！

守成クラブ旭川
ホームページ
リニューアル
http://syusei.biz/

公開中
もう見ましたか！

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 
【11月】
札幌南（70）
苫小牧（50）
帯　広（180）
釧　路（200）
西いぶり（40）
函　館（60）
札幌東（130）
旭　川（90）
札幌北（100）
札　幌（120）
札幌西（50）
北　見（100）

11/  2（水）
11/  4（金）
11/  7（月）
11/  8（火）
11/  9（水）
11/  9（水）
11/10（木）
11/10（木）
11/10（木）
11/14（月）
11/16（水）
11/17（木）

18：30～ ホテルライフォート　札幌市中央区南 10条西 1丁目
18：00～ ホワイトパークサンシャイン　苫小牧市住吉町 2-7-6
18：28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
18：30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18：30～ ホテルサンルート室蘭　室蘭市中島町 2-28-6
18：30～ ラビスタ函館ベイ　函館市豊町 12-6
18：15～ 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
18：30～ 旭川ターミナルホテル　旭川市宮下通 7丁目
18：20～ 札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5丁目
17：55～ 札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6丁目
18：20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7

【12月】
苫小牧（50）
帯　広（180）
札幌北（100）
旭　川（90）
札幌南（70）
西いぶり（40）
釧　路（200）
札幌東（130）
札　幌（120）
北　見（100）
札幌西（50）
函　館（60）

12/  1（木）
12/  5（月）
12/  6（火）
12/  7（水）
12/  7（水）
12/  7（水）
12/  8（木）
12/  8（木）
12/12（月）
12/12（月）
12/14（水）
12/14（水）

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 目
18：28～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
18：20～ アートホテルズ札幌　札幌市中央区南 9条西 2丁目
18：30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18：30～ ホテルライフォート　札幌市中央区南 10条西 1丁目
18：30～ 伊達ステーションホテル山雅　伊達市山下町 164-3
18：30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18：15～ 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
17：55～ 札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6丁目
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18：20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
ラビスタ函館ベイ　函館市豊町 12-6

＊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。



守成クラブ旭川
事務局委員長

北日本機械株式会社
専務取締役　川辺 康幸

『守成クラブ会員であるための気構えを持とう！』
今年度４月から事務局委員会を担当している北日本機械（株）専務取締役の川辺です。
守成クラブ旭川は誕生して先月の例会が111回目でしたので9年と3ヶ月経ちます。当初は守成

クラブ本部（札幌）で例会ＦＡＸ案内発送、集計業務をしていただいておりましたが、3年前の2009
年8月に、守成クラブ旭川の事務局が開設され、その管理業務を引き継いだ形で、事務局としての
業務を開始しています。そして今年の3月まで実は私一人でその業務を行って参りました。
事務局開設当時は、弊社の代表が守成クラブの会員となっていた関係で、私は守成クラブの
会員ではありませんでした。しかも私は守成クラブの中身を知らず、逆に否定的な考えを持ってい
ました。そんな考えを持ちながらも、事務局という仕事を引き受けてしまったのです。当初は「ただ
例会案内のＦＡＸの送受信・集計だけをやってくれればいい」とお聞きしていたものの、私にとって
は、それが予想以上に大変な業務となりました。そのような状況で「引き受けた以上は、なんとかし
なければならない」それだけの思いで当初は業務を行っていたのです。
その後『事務局として守成クラブの存在自体が何なのかを自分で理解しないといけないのでは

ないか？』とふと疑問に思ったことから、守成クラブについて勉強を始めました。
私は、聞いて理解するよりも体験した方が、早く理解できると考え『赤バッチは他会場の例会に
参加できる』という権利を行使し、全国大会はもちろん、札幌・北見・帯広・釧路の各会場へ（出張
を絡めて）勉強をしに行きました。他会場では、例会の流れ・受付の対応の仕方・車座商談会のやり方・ゲスト様へどのような説明を
しているか、という点を気にしながら参加していましたが、１番気にしていたことは『守成クラブ会員であるための気構え』です。色々
な方に出会い、呑んで本音で語り合い、時には平日だというのに朝の５時まで熱く討論が続く会場もありました。
そうして１年半ぐらいたったときでしょうか。その『守成クラブ会員であるための気構え』が、しっかりと見えてきたのです。それが
以下の３点です。
『守成クラブって仕事の場というけれど、本当にそうなんだ！！』
『手段は色々あるけれど真剣に商談成立（売るばかりではない）を目標に、守成クラブ内で買うことを意識し、売ることを意識し、
守成クラブというマーケットを自分たちで造っていくという会なんだ！！』
『 “がんばれ” と旗に書いてあるとおり、自分の会社を守るためにがんばらなきゃいけない、汗水かいて 』
私もがんばりますから、会員のみなさんもがんばってみてください。悩んだら他会場へ行ってみてください。色 な々ことがみえてき

ます。行動してみてください。失敗してもやり直せばいいのですから。そして、自分の繁栄を願うのなら、仲間の繁栄・守成クラブの
繁栄を願うよう行動してみてください。みんなのひとり一人の熱いハートがあれば何だってできます！！

親睦パークゴルフ大会開催される！！
10 月22日（土）にパークランド嵐山で、市場活性化委員会が企画・主催の『親睦パークゴルフ大会』が開催されました。
駆けつけた参加者は約 20名。市場活性化委員会からの活動報告にもありますが、例会のときとは違う雰囲気の中、和気あい
あいとパークゴルフを楽しまれたようです。
残念ながら筆者は出張中のため参加出来なかったのですが、金田委員長から提供いただいた画像では、皆さんが本当に良い
顔で楽しまれている雰囲気を感じました（ジンギスカンも美味しかったでしょうね！）。
成績ですが、優勝は猿田さん（旭川ケーブルテレビ）、2位は大村副代表（新和）、3位は川崎さん（緑鋼商）だったとのことです。
参加者の声をお聞きすると、『参加された方々との距離がグッと近付いた感じがした』『懇親会を含めてとても楽しかった』等々、
とても好評。
主催された市場活性化委員の方からは『参加者がもっと集まってくれれば』という思いをお聞きしましたが、参加者の皆様の
ご意見をお聞きする限り、成功だったと思いますし、今後も活性化に繋がる活動を是非、継続して欲しいと思います。
★冬を楽しもう！ということで今度は「雪合戦」はいかがでしょうか？
　ケガ人が出そうですね…雪合戦はやめておきましょう(^_^;)
このパークゴルフ大会、当初は9月初旬での開催予定でしたが、悪天候の影響で一度延期となり、その後の調整を経て開催
にこぎ着けております。
市場活性化委員会の皆様、本当にお疲れ様でした！
そして参加された皆様もお疲れ様でした！
（文章：参加出来なかった人＝島部）

レディースランチ会フレンドランチ会

コラボレーション事例 ！？

10月25日(火)に、『豆庵(トウアン)』さん（3条
6丁目プリコタワー3･62F）で、レディースラン
チ会が行われました。
サンロク街にある、豆庵さんは、普段は夜のみ
の営業なのですが、このレディースランチ会の
ためにお店を開けていただいたのです。
『豆庵』さん、本当にありがとうございました！
お料理は特別に作って頂いた弁当でした。
ボリュームたっぷり、アイディアもいっぱいで、と
ても美味しかったですよ！
今回のレディースランチ会は、お互いの名前や
店名を間違って覚えてしまっていた方々がいて、
その間違いに一同で大笑い！とても楽しい時間
を過ごすことができました。普段は経営者として
キリッとしている皆さんの思わぬ顔を見ることができ、とても楽しいひとときを
過ごすことができましたよ！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 11月2２日（火）
場所は　和のみ（旭川市東旭川北1条8丁目2-1）さんです。（文：児玉）
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）、馬場さん（JAPANESE 
BAR 椛）、久保村さん（山新 久保村）、成田さん（セイショウ道北営業所）、
島部さん（エイエステック）、清水さん（地酒のまるしん商店）、児玉（こだま工房）
（順不同）

10月のフレンドランチ会は18日(火)。
場所は、大雪地ビール館さんです。
仲間と歓談しながらの食事はホッとする
もので、周囲にいらっしゃる大先輩の皆様
にも気軽に話しかけられる雰囲気がとて
も心地よい空間です。
守成クラブについてのちょっとした疑問や
質問についても、相談しやすい空間では
無いかと思います（情報：フレンドランチ会
には、ほぼ１００％の確率で代表・副代表が
参加されておりますよ！）。
今回は、多くの方が食事を終わられると早
めに仕事に戻られた関係で、少ない人数
ではありましたが、各自がPRする時間も
しっかりとありました。
少数での自社PRも色々な面で勉強になるものだと感じます。
そして、ちょっとした情報交換で、知らなかった情報をゲットして得した気分にな
ることもシバシバ・・・普段の例会でお会いする雰囲気とは明らかに違うリラック
スした雰囲気でのランチ会には、もっと沢山の皆さんに気軽な気持ちで来て頂
きたく思います。是非お越し下さい。お待ちしております！（文：島部）
参加者情報（11名）
小滝代表、山上副代表、金田さん（タックスカネタ）、伊藤さん（ラッツ９９４）、川辺さん
（北日本機械）、石田さん（イー・アイ・テック）、伊勢さん（ふわわ）、近藤さん（遊きり
ん）、小西さん（ニッセイ旭川）、丹野さん（らんまん）、島部（エイエステック）（順不同）

10/17（月）20：00より、守成クラブの仲間である森田仁さんのラジオ番組の公開収録が「バーぴあの」で行なわれました。
私も［re:cab］の取材も兼ねて参加してきました。
飲み放題、軽食付きの会費制でおこなわれた今回の公開収録ですが、会場となったバーのマスターが藤原さんと一緒に音楽ユニットを
組まれている方で、オードブルは和のみの菅野さんが担当されたとお聞きしました。会場は空席が無いくらいに大勢の方が来場され、
守成クラブのメンバーも多数来場されていました。守成クラブのメンバーや知人関係の協力もあり、盛況な公開収録になったのではな
いかと私見ですが感じました。
［FMりべーる］で「森田仁のまだタイトル未定です。」というレギュラー番組を持つ森田さんですが、「ひとしもりたの滑らない話」と
いう企画番組の第 3回目の公開収録ということで、番組のディレクターは同じく守成クラブの仲間である山下さんが直接担当されてい
ました。番組の内容は、森田さんと一緒に守成クラブの数人のメンバーが出演されるトーク形式のもので、名前を記されたサイコロを振っ
て名前の出た方が「すべらない話し」をするという某民放の TV番組によく似たものがありますが（向こうが本家でこちらがぱくった？）、
まさしくそのような感じのものです。ただし、向こうは映像なので表情やリアクションで話しの情景を伝えることができますが、「ラジオ
は声でしか伝えられないから表現するのが難しいんだよね。」と某出演者が言っていました。（すべった時のための前ふりでないと信じて
います。。。）番組に出演された守成メンバーは大人の事情でラジオネームでしか記載できませんが、森田さんをメインに、キングさん、
ウッキーさん、ジュニアさん、一本松さんの 5名が出演されました。
一本松さんことO崎さんは、期待どおりに“すべって”くれた反面、「ウサ
ギを拾った」というタイトルを話しただけで大ウケするという場外ホームラン
級の話しを披露されていました。皆さんとても面白い話しをお持ちになって
いて、色々なことを見聞きされ経験されていることと思いますが、その出来
事や小さな事件を流さずに記憶されているところに、面白さの他に皆さんの
洞察力の凄さを感じました。
最後になりますが、民放のラジオ番組ですから当然スポンサーが必要ですし、
聴取率はとても重要なものだと思います。その番組に出演し、一緒になって
番組を盛り上げるということで出来る協力の仕方もあることを知ることがで
きる機会となり、また、楽しいことの裏側にも色々な方のご苦労やご尽力が
あることを少しは理解できたつもりです。
関係者の皆様、楽しい時間を有難うございました。（西村）

　　　　　「クリスマスと言えばチキン・・・なぜ？」
皆さんは、クリスマスに七面鳥やチキンを食べる由来を知っていますか？
元々クリスマスとは、収穫を感謝する冬至のお祝いに、家族や友人が集まって楽しく会食し、厳しい冬に備えて体力を蓄える、というも
のだったそうですが、その後キリストの生まれた日を祝うという宗教的な意味が加わって今の形になったとのことです。
昔の人たちは、祝いの日に神前に生け贄を捧げる風習があり、捧げたご馳走がそのまま食卓に乗るようになったとのことですが、収穫感
謝祭に悪事が起こらないように野生の七面鳥を捕えて神に捧げた伝統の名残から、欧米ではクリスマスに七面鳥をいただくようになった
そうです。（七面鳥は、養殖が簡単で大きく食べごたえがあるので、あっと言う 間にクリスマスの主役になっていったそうですよ！）
一方、日本では七面鳥は手に入りにくく、日本人には、パサパサとした食感なため、脂があって美味しいチキンが定着したと思われますが、
日本でクリスマスにチキンを食べる習慣が根付いたのは、１９７４年にケンタッキーフライドチキンが、
大々的に行った「クリスマスキャンペ－ン」がきっかけ、という説が有力です。
クリスマスの元々の由来から考えると、チキンの丸焼きをいただくのが好いのかもしれませんね！
昔の人たちのように、厳しい冬に備えて、家族や友人の健康を祈りながら♥
広報委員会　丹野 香織

コラム



「恋路でチ～ン♪」

雨
月
恋
路

こんにちは 雨月恋路です。
このコーナーでは各血液型の特徴を皆様にお伝えしていますが、今月は先月号でお伝えしたＢ型気質の真逆のタイプのＡ型につい
てお話ししますね。
そして今回は何と、１ページの拡大版となりますので、長くなりますが最後までお楽しみ頂ければと思います。
さて私が相性診断をする際によく「Ａ型とＢ型の人同士って合わないって聞きますが、どうなんですか？」と質問される事がありま
す。これは後でもお話しますが、Ａ型タイプの場合ほとんどの人が “自分基準の一般常識 ”を持っています。その一般常識を超える
感性や行動をとるのがＢ型タイプの方なんで、それを「常識が無い！」とか「有り得ない！」と感じてしまうようなＢ型なら合わない
し、逆に「凄い！」とか「羨ましい！」みたいに認められるＢ型なら合う、という事になります。　　　
またＢ型の人がＡ型の常識的な意見を聞いて「細かすぎる！」とか「ノリが悪い！」と思えばＡ型とは合わないし、逆に「何でも詳
しいね！」とか「教えてくれてありがとう！」みたいに受け入れられるＡ型なら合う、という事になります。ですから、Ａ型とＢ型は合
うか合わないか？という質問の答えとしては、合うなら１００％合うし合わないなら１００％合わない。要は０か１００かというのが答
えでしょうか。
それではここでＡ型とＢ型の決定的に違う性格の部分を一つお伝えしますね。Ａ型とＢ型の二人に「好きな絵を描いて下さい。どん
な絵を描いても構いません」と言って、何も書いていない真っ白な画用紙を手渡したとしましょう。ここでＡ型の場合は「何を描けば
正解なのか」を考えて、描き終わるまでにしばらく時間がかかるはずです。では一方のＢ型は「何を描いてもいいの？」と聞きながら、
すでに描き始めていると思います。この違いは、Ａ型の場合は先ず「描かなければならない理由が分からない」という不安や疑問が
あり、どんな絵を描くのが一般的な正解なのかが見えないのでなかなか描き出せないし、更には無形から有形を考え出すことが不
得手なので時間がかかるんですよね。では一方のＢ型の場合は、芸術的な発想や感性、独創性といった部分では秀でているんで、何
の理由も考えずに描き始められるんですよ。但し、ある程度出来上がった物を、もっと見栄え良くさせるような、云わば「アレンジ」
的な事に関しての能力はＡ型が一番なんですけどね。
さて、日本人で最も多い血液型がＡ型で、全体の４割を占めています。という事はその比率で見ると、守成旭川も４割の人がＡ型とな
るはずですが、その中でも一番Ａ型っぽい方はというと、男性の代表がコカ・コーラの皆川さんで、女性代表がクローバーの江口さ
んとなります。
それではここからは、世間の一般的なＡ型の良く思われているプラスの部分と、その影に潜むマイナスの部分を挙げてみますので、
Ａ型の方はご自身と照らし合わせながらお読み下さいね。

　　　＜プラスの部分＞　　　　　　　＜マイナスの部分＞
　　　①人当たりが良い　　　　　　　　八方美人・周りの目が気になる
　　　②冷静である　　　　　　　　　　甘えるのが下手・冷めている
　　　③頭の回転が速い　　　　　　　　ずる賢い
　　　④無難にこなせる　　　　　　　　頭抜けた部分が少ない
　　　⑤器用である　　　　　　　　　　これといった特徴がない
　　　⑥理論的　　　　　　　　　　　　理屈っぽい・細かい・自分の意見を押し付ける
　　　⑦真面目　　　　　　　　　　　　ダークな部分を隠しているだけ・バカになれない・思いっきり弾けられない
　　　⑧慎重派　　　　　　　　　　　　ネガティブ・リスクの方が気になる
　　　⑨優等生タイプ　　　　　　　　　井の中の蛙タイプ
　　　⑩我慢強い　　　　　　　　　　　我慢できるキャパは一番大きいが、キレたら何をしでかすか分からない・結構頑固
　　　⑪分析力がある　　　　　　　　　マイナスの部分が気になる・人見知り
　　　⑫アレンジ力がある　　　　　　　独創性がない
　　　⑬想像力が豊か　　　　　　　　　夢見る妄想家

主なＡ型の性格は、以上のような感じですが、まだまだ色々な顔を持っています。云わばカメレオン的な性格がＡ型気質なんですよ
ね。ですから、なかなか一人の人に１００％の自分を見せず、せいぜい８０％くらいしか見せていないはずなんで、相手によっては「そ
んな人だとは思わなかった」なんて声もあるくらいですから。
では、守成クラブ旭川のＡ型男性代表の皆川さんは上記の項目に照らし合わせたら、何番がどっちの性格なのかを雨月恋路が診断
すると・・・
　①人当たりが良い　②甘えるのが下手　③頭の回転が速い　④頭抜けた部分が少ない　⑤これといった特徴が無い
　⑥理屈っぽい　⑦ダークな部分を隠している　⑧リスクが気になる　⑨優等生タイプ　⑩我慢強い
　⑪マイナスの部分が気になる　⑫独創性がない　⑬夢見る妄想家　こんな感じになります。

ではＡ型女性代表の江口さんは・・・女性なんで敢えて二つだけ診断すると
　⑨優等生タイプ　⑬夢見る妄想家　こんな感じです。

だからＡ型って結構面倒臭い性格なんですよ。実は、、、
ただここまで読んで「おいおい雨月恋路よ！Ａ型に少し厳しくないか？」とのお叱りの声も聞こえてき
そうなんですが、Ａ型をここまで語る私こそがＡ型の両親から産まれた、真のＡ型のサラブレットであ
り、トリプルＡなのです。ですから、今回挙げたＡ型のマイナスの部分は、全て私に当てはまる性格であ
り、これが私自身と受け取って頂ければと思います。
今回の長文のコラムを最後までご拝読頂きありがとうございました。
次回はＯ型タイプの性格についてのお話です。お楽しみに☆

血液型相性診断士　雨月 恋路

10月の会社訪問は、１9日に株式会社総北海（旭川市工業団地２条１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。）
＊ 株式会社 総北海　市場 聖一 様

昭和２３年創業。デザインから印刷、製本、映像等を取扱う工場内を見学させて頂き、
印刷システムの作業工程の説明や型抜きシールやパッケージのカッティングマシーン等、
最新の設備と性能の良さに歓声が上がる場面が有りました。小ロット～大ロット迄対応
出来る旭川では№１の企業です。また、守成クラブ旭川の仲間である、㈱アイ・エー・シー
西村さんのオフィスもグループ会社と云う事で見学させて頂きました。
今期後半分の旭川市の広報の印刷も担当されるとのことでした。工場内を見学した事
で、業務内容・お願いできること・紹介出来ることを再確認。内容の充実したPRでした。
＊ 東鷹栖十線郵便局　小西 義信 様
日本郵政グループ内の郵便局について、組織図を使って説明していただきました。
全国24,190店・北海道1,497店・上川111店・旭川63店と、さすがに凄い規模です。その郵便局では、私達が
知っている郵便事業（手紙や荷物を送る）など一般のお客さまへのサービスはもちろん、企業向けサービスもあ
り、簡単には説明出来ないほど多種多様なサービス・商品を取扱っているとのことでした。
更に、郵便局を利用する上でのメリット、民営化になってからの郵便局の体制等をＰＲされました。参加された
委員からの様々な質問に対して、誠実に回答される小西さんの人柄が感じられた３０分間でした。（伊藤）

委員会からの
お知らせ

総務財務委員会

去る10月22日（土）に開催させていただきました、守成クラ
ブ旭川親睦パークゴルフ大会＆懇親会が無事終了しましたこと
をご報告します。
今回も小滝代表の始球式から始まり、プレー中は悔しそうな
叫び声や、会場全体に響き渡るような笑い声、そしてゴルフで
は、ほぼあり得ないアルバトロスなどのスーパープレーが飛び出
すなど、大変盛り上がりました。
優勝者は旭川ケーブルテレビの猿田さん（マイクラブ持参）で
した！
夕方からは大雪地ビール館にて表彰式＆懇親会そして２次会
３次会へ・・・
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました！
市場活性化委員会では、これからも小滝代表が掲げている守
成クラブの定義『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
やすことが出来る場』をより強固な状況とするために、守成クラ
ブ旭川の会員様が色々な方とより多く接点を持っていただける
ような企画・運営をしていきたいと考えております。
皆様のご賛同を何卒よろしくお願い致します。（金田）

例会活性化委員会では、より良い例会、更なる活性化を目指して常に意
見を交わし話し合っています。今後もいままでの例会にとらわれることなく
良い案はまず実行し活性化をめざしていきます。その中で、まずは自分達
が個々に知ってもらい信頼ある友好関係を作る目的で始まった委員会内で
の会社訪問は、早くも５回を迎えました。
今回は、イー・アイ・テック株式会社（旭川市２条通１８丁目）さんにお伺
いし石田八郎さんと、ＨＷＳＣｌｏｖｅｒ江口美和さんに自社ＰＲをしていた
だきました。石田さんの家具へのこだわり、１０月で５周年を迎えた江口さ
んの新郎新婦への思いをお伺いし、お二人の
仕事への熱い思いを聞かせていただきました。
そして、参加者の１分間自社ＰＲ。最後は、参
加メンバーで今後の更なる例会活性化への話
し合いをいたしました。あまり時間は無かった
のですが、皆さんから例会への思いや意見をお
聞きすることが出来ました。
もし、例会活性で気がついたこと・ご意見が
ございましたら、小さなことでもお近くの例会
活性化委員にお伝えいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。（澁谷）

市場活性化委員会

re:cab他号上でもお知らせしておりますが、事務
局委員会では「誰でもできる事務局」を目指して、歩
みは遅いですが少しずつ行動しています。
事務局の作業の中で、一番大変で効率がなかなか
上がらない『例会の出欠確認作業をどうするか？』と
いう課題解決に向けて、会員のみなさまにお願い＆
お知らせがあります。
今後、皆様の例会出欠確認を [攻商人] という携帯
メールシステムを利用して行いたいと考えておりま
す。もちろん、いきなり全ての会員の皆様を対象とす
るのではなく、徐々に拡大しようと考えております。
実は先月より、広報委員長のエイエステック（株）
島部社長のご協力の下、世話人26名で実験的に、そ
のシステムを用いて出欠確認を行っており、その結
果、かなり効率的に作業することができております。
現在、例会の出欠確認作業はＦＡＸ・ＰＣメール・携
帯メール・電話で行っています。
旭川会員数は現在160名で、ＦＡＸ：62名、ＰＣ
メール：72名、携帯メール：26名です。
まだ実験段階ですが、まずは、現在携帯メールにて
出欠確認をしている26名の方を対象に、随時お知ら
せしていきますので、宜しくお願いいたします。
（川辺）

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、今回

は１０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。

事務局委員会広報委員会

例会活性化委員会

小雨の降る某日某所にて広報委員会がひっそりと行われた。しかし定刻になっても
皆が集まらず、室内には委員長と小委員長の2人。「とうとうF原氏率いるアダルト派に
よる何らかの抵抗か！」と委員長が対策を練ろうとしたその瞬間！！！F原氏が不気味なほ

どに穏やかな表情でやってきたのである。その後、人員が
揃い、会議は和やかな雰囲気で進んだ。今回の議題は重
要機密のため、大きな声では言えないが、あなたが今手
にしているモノと非常に関係が深いかも知れない・・・とい
うことだけは伝えておこう。いつものように自分の任務の
確認に余念がない我々であった。会議後、いつものごとく
ある焼き鳥屋に吸い込まれたのだが、途中で姿を消した
メンバーが・・・。何かが起こる前触れか！！！！！
注）今回、皆が遅れた理由であるが、某所の駐車場が満
車のためだったことが後ほど発覚するのだが、そこに何ら
かの策略があったのかまでは不明である。（山岸）

◇　　　◇　　　◇


