
1/16（月） ○ 第114回例会（TH）
1/23（月） □ フレンドランチ会
1/24（火） □ レディースランチ会
【未定】　 ● 世話人会
2/  8（水） ○ 第115回例会（GH）
2/15（水） □ フレンドランチ会
【未定】　 ● 世話人会
【未定】　 □ レディースランチ会

1・2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

164名
110名
54名
6名
5名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

66名
2名
6名
74名

（70）
（10）
（4）
（84）

今、何が出来るのかを真剣に考えて行動するときです新年特別寄稿

今号は、新年第一号ということで、代表・副代表へ無理を言い「特別寄稿」を執筆いただきました。
皆さんはいかが読まれたでしょうか？
私は、お三方の考え、ポリシーがとてもわかりやすく伝わってくる内容で、読んでいると身の引き締まる想いを感じ
ました。代表・副代表、本当にありがとうございました。
今後は、守成クラブについてだけでなく、皆様の熱い気持ちやこだわり、体験談等をre:cab上でご紹介して行くこ
とができればと考えております。そして、今後も進化し続けるべく「re:cab」の制作に真摯に取り組んで参ります。
広報委員会のメンバー共々、よろしくお願い致します。（島部）

華月のママ（城岡さん）が、女の子を無事出産されました。おめでとうございます。

新年、開けましておめでとうございます。
新しい年を迎え皆様も益々お仕事に励んでおられる事と思います。
さて、以前話をした事もあるかも知れませんが僕は仕事と言うより人と人の繋がりを勉強したくて、この守成クラブに参加しています。
そんな僕が昨年末からFacebookなるものを始めました。
これが実に面白い！普段、なかなか会えない友達の何気ない日常や、その人の趣味や好きな食べ物・・・
そんな事を知る事により、なんだか人間関係まで深くなったような気がして・・・
まぁ、実際は深くなっていないかも知れませんが、次回、その人に会った時は間違いなく話は盛り上がるのではないでしょうか？
きっと仕事もそんな話の中から生まれて来るんでしょうね。
Facebookの輪がもっと広がればと思う今日この頃です。（越湖）

入会8ヶ月の準会員である私が、編集に携わったか？と言うとそれ程多くは携わっておりませんが、守成クラブ旭川のいろはが解ら
なかった当初、広報委員会のメンバーにいろいろ教えてもらい委員会の参加がだんだん面白くなりました。最初は面倒でしたが・・・。
私にとってのre:cab制作は、守成クラブ旭川のスタートと言っても過言ではありません。
今年こそは正会員になるぞー！っと。意気込んでしまうぐらい楽しいのです・・・。（皆川）

編集後記
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明けましておめでとうございます。
昨年は、3月の東日本大震災に端を発する複合災害からはじまり、日本そして世界
の経済危機と将来にまで影響を及ぼす重大な出来事のあった年でした。
しかしながら、その反面「絆」の一字が表しているように、人と人との結びつきだっ
たり、温かみだったり、人が中心に居た年だったと思います。これも、将来に影響を
及ぼす重要なファクターになると確信しています。
さて、それでは私たちは、それらを踏まえどのように考え、行動しなければならな
いのでしょうか？
今回、寄稿に際し「経験談も踏まえてお願いします」とのことですので、恥ずかし
ながら書かせていただきますが、平成6年3月の夕方、先代から「明日から社長をし
なさい」の一言で一切の相談もなく申し渡されました。現場一筋で働いていた私としましては、経営と営業の事は全く
分からない中でのスタートに加え、チャンスとばかりに同業他社からのバッシングに合い、とても順風とは行きませんで
した。しかも、その2年後の平成8年にO-157事件が発生し業界が騒然とした記憶は今でも忘れることが出来ません。
その後、偽装問題・口蹄疫・BSE・鳥インフルエンザ・ユッケ事件等があり、その度に仲の良かった同業他社が姿を消
して行きました。ただ、そんな逆境だったからこそ弊社製品「北の大手門」シリーズが生まれ軌道に乗せる事が出来ま
したし、営業範囲を道外にまで拡大することが出来ました。
そして、なにより捨てられた分以上に拾っていただき、今ではそれが最大の財産となっています。ただ、黙っていても
拾っていただけませんし、手を差し伸べてくれる奇特な方は居ません。就任当初、１枚の名刺を渡すためだけに大阪ま
で出張をして、先代に大目玉を食らった事がありますが、今ではお得意様になっています。
冒頭の問いかけの答えにはなっていないかも知れませんが、今私たちは持てる財産をフルに活かす時だと思っていま
すし、誰も何もしてくれないと言う受身の発想ではなく「今、私は何が出来るのか」を真剣に考えて行動するときだと思
います。その上で、守成クラブは大いにチャンスを与えてくれる会ですし、大いに利用していただきたいと思っています。
今年一年、みんなで晴れやかな笑顔で顔晴り、みんなで志をもって志事をしていきましょう。

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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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 広報委員会

千葉孝司
越湖　学
馬場瑞穂
英刀

早坂琢弥
田中英俊
丹野香織
山岸ひとみ

皆川和也
菊田正広

※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

 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。

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。



私の仕事上の思い新年特別寄稿

新年あけましておめでとうございます。(株)新和の大村です。
本年も守成クラブの内外問わず、充実した一年を皆様とともに過ごしていきたいと
思いますので、よろしくお願い致します。
過去にも何度かリキャブには原稿を寄稿していますので弊社の業務内容や私の
個人的な趣味、守成に対しての考え方等については過去のリキャブを参照していた
だければと思います…ということで今回は弊社の理念、私の仕事上の思いについて
書かせていただきます。
弊社は主に北海道の農家さんの作業衣料品(頭の先から足の先まで)全般を扱っ
ている卸問屋です。北海道という土地柄、一軒当たりの耕作面積が大きいので、
一旦、畑・田んぼに出ると午前中は昼まで、午後は暗くなるまで外に出っぱなしで
働かれる農家さんは少なくありません。そのお仕事中に手袋が破れたりとか長靴に穴が簡単に開いたりするようでは
効率が上がりません。ですから弊社では安全で使いやすく強度も優れている商品しか取り扱わないという基本姿勢で
商品選定をしています。競合相手のホームセンター等はあくまでも価格勝負という姿勢なので、似て非なる商品との
価格差を指摘されることは多 あ々りますが、そこは決してブレないことを心がけています。
また、現在はより快適な農作業環境を提案できることを目的に産官学連携での商品開発に向けての研究もしていま
すし、旭川タイヤサービスの渋谷さんとのコラボで化石燃料を使わない水暖房設備の普及などにも力を入れていこうと
思っています。
地球温暖化や国のはっきりしない農業政策・TPP問題など農業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりですが、日本人
を最終的に守るには北海道農業の隆盛が不可欠であると私は信じていますので、作業環境の充実という側面から、こ
れからも微力ながら北海道農業に寄与していく所存です。

守成クラブ旭川 副代表
（株）新和 代表取締役社長　大村 尚史

存在に対 する愛新年特別寄稿

人間を含め地球上に存在する物全てに命がある。一例として｢いただきます｣と
言って食するのは、命を｢いただきます｣という意味があることは、誰もが理解してい
ることです。
私は和太鼓のチームを指導しています。メンバーに折を見て伝えていることに｢太
鼓は魂の響きである｣というのがあります。
具体的に記します。太鼓は、木と牛の皮で出来ています。木は、1本の木の中心を
切り抜いて作ります。木は切られたら痛いと思うでしょう。切り抜かれたら苦しいと思
うでしょう。牛についても同じ事が言えるのです。出来上がった太鼓を打ち鳴らすバ
チも同じ木で出来ています。その事で発せられる音色は正に木と牛の｢魂の響き｣な
のです。したがって、私達は『太鼓を叩く』とは言いたくないのです。『太鼓は打つ』
物であると伝えています。太鼓打ちの魂で打つことによって、魂の音色が返ってくるのです。それが聞く人々を感動させ
るということではないかと考えています。｢太鼓を叩く｣ことは、木と牛の悲鳴にしか聞こえてこないのです。このことは、
ほんの一例に過ぎませんが、地球上に存在する物に対する愛、言い換えれば思いやりと言えるでしょう。
人に対する思いやりについて考えて見ましょう。表面だけ気を遣い、やさしい言葉を掛けることが思いやりなのでしょ
うか。相手の思いの裏側を推し量ってしっかり見つめる事をして、なぜこういう行動をとるのか？なぜこういうことを言う
のか？そのことを真剣に考えて相対することではないかと思います。
人の言うことに聞く耳を持つことと、それを消化する心を持つことが大切と考えます。これが出来ない人が思いやりの
本質を語っているのを聞くと残念でなりません。
人は、語り合いの中から互いに同じ｢心の種｣を持つことが出来ると信じております。その種を大事に育て、花を咲か
せ、作物を実らせ、大きな木を育て夢色の果実と命を平等に与え続けることが出来るでしょう、その基本になるのが、
｢存在に対する愛｣。これが私の考え方です。

守成クラブ旭川 副代表
（有）ヤマガミスクリーン印刷
取締役会長　山上 六雄

レディースランチ会フレンドランチ会
12 月のレディースランチ会は、20 日に高砂台にあるブルーミントン
ヒルのレストランで行いました。
年末の忙しい時期ということもあり、出席者は７名。
正午スタートでクリスマスコースを頂きました。
普段はなかなかナイフ・フォークを使ってのお食事はしませんので、
素敵な雰囲気の中、少しリッチな気分を味わいました。お食事中は、
仕事に追われる日常から離れ、束の間の楽しいひとときとなりました。
皆さんに恒例の自社PRをして頂き、年末商戦に向けて頑張りましょう！
と、締め括りました。月に一度のレディースランチ会では、お互いが
信頼関係を強く結び、良きご縁の
商談に繋がってゆく事を目的とし
ております。
今年の第一回目は、
1月24日(火)
「旭川お城の鯉寿し」さん
(忠和6条7丁目1-17)です。
お一人でも多くの方々に御出席
頂けますよう、宜しくお願い致し
ます。（文：清水）
参加者情報（7名）
荒巻さん（インテック）、柳原さん（ゆう美堂）、丸山さん（美容室 Salond 
Bouquet）、相澤さん（彩暮）、長根さん（サクラ咲くクリニック）、久保村
さん（山新 久保村）、清水（地酒のまるしん商店）

12/15（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。
今月は師走の多忙のせいか（三役・委員
長会が同時開催でなかったこともあ
り）、参加者9名といつもより人数の少
ないフレンドランチ会でした。その分、
内容の濃い情報交換や商談が行われま
した。
山上副代表の音頭によって参加者一人
ひとりがコメントする時間もあり、今年
最後のフレンドランチ会ということもあ
り、皆さん、仕事のPR以外に今年1年を
振り返っての発言をされていました。
今年は東日本大震災という大きな災害があり、復興に向けた取り組
みをとおして日本人の絆を再認識させられた側面もありました。
我々、守成クラブ旭川の会員同士、2011年度のスローガンである
「お互いに信頼できる公正な取引をし、仕事上のつき合いがそのまま
親友関係にまで発展するような仲間を増やすことの出来る場」を実
践していこうではありませんか！（文：西村）
参加者情報（9名）
山上副代表、島部さん（エイエステック）、上林さん（インテック）、小西さん（東
鷹栖十線郵便局）、近藤さん（遊きりん）、江口さん（HWS Clover）、丹野さん
（らんまん）、梅井さん（大雪地ビール）、西村（アイエーシー）（順不同）

表彰・バッチ貸与

がんばれ盾授与 がんばれ盾授与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。

2011 年 12月7日例会より

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。

サロンドライフイズ
マ　マ　太田　 愛

旭川市3条6丁目Ｂ＆Ｂビル1Ｆ
TEL 0166-25-7737

この度、サービスエンジニアリングの多田様をご
紹介させていただき、[がんばれ盾]をいただきま
した。これもひとえに皆様の御蔭と感謝いたして
おります。
当店は、気軽にお立ち寄りいただけるお店ですの
で、皆様のご来店をお待ちいたしております。
よろしくお願いいたします。

ＣｏＣｏ・Ａ
マ　マ　川島  美樹代

旭川市3・4仲6丁目ヨシタケビル6号館3F
TEL 0166-26-4343

3条6丁目ヨシタケビルでＣｏＣｏ・Ａをやっていま
す川島です。
皆様のおかげで[がんばれ盾]をいただくことがで
きました。ありがとうございます。
サンロクにお越しの際は、スタッフともどもお待ち
いたしておりますので、お気軽にお立ち寄りくださ
い。今後とも、よろしくお願いいたします。

赤バッチ貸与 緑バッチ貸与

サービスエンジニアリング株式会社
取締役専務　多田  光臣

旭川市永山9条3丁目3-15
TEL 0166-73-5081

初めまして。この度、守成クラブ準会員となりまし
た。ボイラー、ポンプ、エアコン、水廻りの事等の
修理、取付を行っております。
より快適な生活をお届け出来ればと思います。
ご気軽にご相談下さい。宜しくお願い致します！

山崎保険サービス株式会社
代表取締役　山崎  虎志男

旭川市神楽岡9条7丁目1－16
TEL 0166-66-3475



皆さんこんにちは。雨月恋路です。いよいよ私の血液型診断のお話は、今回が最終回となってしまいました。そして、血液型診断のラス
トを飾るのはAB型についてです。リキャブの第5号から正式にコーナーを担当させて頂いてから、早いものでもう4ヶ月が経ち、時の流
れは本当に早い・・・ん？早く本題に入れ？・・・忘れていました！AB型タイプの方は、少々せっかちだったんですよね(^ ；̂
先ずAB型は、日本では1割しか居ない貴重な血液型です。他の血液型はA型が4割・O型が3割・B型が2割という比率になっています
が、世界に目を向けると、AB型が全く存在しない国もあるくらいAB型は、希少価値が高い血液型と言えるんです。
ではそのAB型の性格は、というと、正直4種類の血液型の中で、診断が一番難しいタイプなんですよ。それは基本的にAB型タイプは、
A型とB型の性格を半分づつ兼ね備えているんですが、どの部分が強く出るかで、全く違うタイプに見えてしまうからです。そんな診断
の難しいAB型タイプの具体的な性格については、守成クラブ旭川のAB型男性代表の㈱やぎぬまの柳沼さん、女性代表の椛の馬場マ
マを思い浮かべながら、コラムの続きをお読み下さいね。
先ずAB型タイプは「甘え上手」であり「プライドが高い」という性格があります。「ねぇ～ねぇ～♪」と擦り寄って来たり「何とか頼むよ～
♪」といった感じでの甘え方はＮｏ1です。ただし、このお願いや頼みごとに対して 「ちょっと無理なんだけど」みたいに、少し突き放す感
じで拒否をすると、いきなり「怒」の感情がスイッチオンになるので断りの対応は難しいんです。最善の策としては「それは無理だけど、
その代わり・・・」みたいな譲歩案を出してみる、というところでしょうか。
また「プライドが高い」という部分は、これは別に高飛車という事ではなく、常に上を目指す・現状に満足しない、という野心的な性格と
捉えて下さい。ただこのプライドが高い、という真逆のところには「恥をかきたくない」という心理が働いています。だから「一番最初に
何かをする」という事や、「人前でのパフォーマンス」は苦手ですし嫌います。これはA型のネガティブ志向があるからです。「もし上手く
話せなかったらどうしよう」「失敗して笑われたら・・・」みたいな。その性格的な部分から見ると、柳沼さんはずっと代表として先頭に立
ちながら意見を出したり、例会での一番最初の挨拶であったりと、それは大変だったと思います。椛の馬場ママにしても普段の豪快な
笑い方や話し方からは、想像もつかないくらい、自社ＰＲの時は可愛らしく話すでしょ？きっとお二人の本音は、自分が話さなくても良い
なら、誰かに任せたいと考えていると思いますが、いかがでしょうかね？
それとAB型タイプの方に注意事項があります。それは時に、自分より明らかに上のポジションであったり、能力が上であったり、要は「敵
わない」「逆らえない」といった立場の人にはA型的な “下手に出る”という気を遣い、逆に明らかに下の立場の人には“上から目線”的
な、「こんな事も出来ないなら使えない！」みたいな攻撃的な感情を、ストレートにぶつけてしまう事があります。ストレートすぎるので
す。この部分はB型の要素でもあり、だから「AB型の人って、二面性があるよね」と思われる所以なんです。この辺の伝え方や表現方法
を考えないと、敵を作ってしまったり冷徹な奴、と思われるので要注意ですよ。ただし、この二面性を持ち合わせてい
るが故の優れた部分は、B型の「閃き」に、A型の「理論」が融合した時、それは誰も真似が出来ず、誰も文句の言えな
い、完璧なシステムや仕組みを産み出す可能性があります。敵に回すと厄介な相手ですが、味方につけると、これほど
頼もしいタイプはいませんよ。AB型は。
4回に分けて血液型性格診断のお話をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか？今回のコラムで各血液型の性
格診断については終了となります。言葉足らずのため、不快な表現方法の部分もあったかと思いますが、この場を借
りてお詫びしておきますm(v v)m
またいつかお目にかかれるように、人間観察に励みます(＾＾;
クレームも出さず“大人の対応”をして下さり、ありがとうございました！　では、またいつか。　雨月 恋路

「恋路でチ～ン♪」

雨
月
恋
路

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 
【1月】
帯広（180）
札幌南（70）
釧路（200）
函館（60）
西いぶり（40）
札幌東（150）
札幌北（100）
苫小牧（50）
旭川（90）
札幌（120）
札幌西（50）
北見（100）

1/10（火）
1/11（水）
1/11（水）
1/11（水）
1/11（水）
1/12（木）
1/12（木）
1/13（金）
1/16（月）
1/18（水）
1/19（木）
1/19（木）

18：28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18：30～ ラビスタ函館ベイ　函館市豊町 12-6
18：30～ 登別　ホテル平安　登別市中央町 5-1-1
18：05～ 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
18：20～ アートホテルズ札幌　札幌市中央区南 9条西 2丁目 2-10
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
18：30～ 旭川ターミナルホテル　旭川市宮下通 7丁目
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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

【2月】
札幌南（70）
苫小牧（50）
帯広（180）
札幌北（100）
旭川（90）
釧路（200）
函館（60）
西いぶり（40）
札幌東（150）
北見（100）
札幌（120）
札幌西（50）

2/1（水）
2/2（木）
2/6（月）
2/7（火）
2/8（水）
2/8（水）
2/8（水）
2/8（水）
2/9（木）
2/13（月）
2/15（水）
2/15（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
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
18：28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
18：20～ 東京ドームホテル札幌　札幌市中央区大通西 8丁目
18：30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18：30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18：30～ ラビスタ函館ベイ　函館市豊町 12-6
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～ 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～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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。

「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
http://syusei.biz/

公開中
是非、ご利用下さい！

委員会からの
お知らせ

8月下旬のゴミ拾いボランティアでの出来事です。
朝 5時に起床し、ある公園に5時半に集合。7名の集合者と挨拶を終え、広大な公園の敷地に飛び込みました。
「旭川市地域清掃・清掃ゴミ袋ボランティア掃除用」と印刷された袋の中へ、宝物（?!）を一つ一つ入れていきましたが、がちゃがちゃ
と袋の中へ入っていくゴミの音にペースを掴み、公園中を駆け回っておりました。
その後、ラジオ体操をするために近所の方達が集まり始めておりましたので、ゴミ拾いを始めて30分ほど経過したくらいでしょうか。
私は「トイレはどこだろう？」ということで、目的の建物を探し始めておりました。
とにかく大きな公園ですので、敷地内にトイレがいくつあるのかも判らない中、案内板を頼りに何カ所かのトイレを探し回ってみたので
すが、どのトイレも出入り口のシャッターが閉じられて、鍵までかけられておりました！
公園の中のトイレは時間に関係なく、市民の共有物であり、コンビニのごとく24時間空いていて当たり前だと思い込んでいた私は、
予想もしない状況に愕然となりました。
『さぁどうする！？』ということで、走って公園の外へ出ては見たものの、近所のお店や住宅の方が、こんなに朝早くから、全く知らない
私のような他人に自宅のトイレを開放してくれるはずがない。
どうしよう…と途方に暮れていたところに、一人の奥様が黙々とご自宅前の草むしりをされているのが目に入ったのです！
とにかくお願いしなくては！ということで、男の土下座一歩手前、今考えれば自分の顔がどのように変化していたのかも心配になってしま
う程なのですが、私からのお願いに、その奥様が即OKを出してくれたのです。
神様はいた。
冷静になって考えますと、もしあの奥様がいらっしゃらなかったら、性犯罪者になっていたかもしれません。
ボランティア活動をしている中で巡り会った神様のような方でした。助けて頂き感謝の気持ちで一杯です。
その後、「もう二度とこのような思いはしたくない！」と思いながら帰路についた私でしたが、ボランティアは続
けたいと考えており、公園管理者の方に、ボランティア活動が始まる朝 5時にはトイレを開放出来ないものか？
もっと判りやすい案内版を設置できないか？・・・利用者の状況を含めて真剣に考えて欲しいと思います。
そうしていただければ、トイレの場所を案内する大きな看板を市に寄付したい気持ちになるかもしれません（？）
（広報委員会　田中）

コラム ボランティア活動中にお会いした「神様」

あけましておめでとうございます。
本年も守成クラブを通じて、信頼できる志事仲間つくりに貢献できますよ
う例会活性化委員会としては、車座重視の例会を運営してまいります。
今日の組み合わせで、せっかく一緒に共有できる時間ですから、テーブル
のお一人お一人が、有意義な時間を過ごして頂きたいです。
担当のテーブルコーディネーターも「何とか有意義な車座を...」と、色々と
考えて取り組んでいます。当たり前と言えば、そうなんですが・・・。
皆さんで良い時間を創り上げてくだされば、幸いです。
さて、１２月は委員会として、（株）彩暮の相澤元恵専務様の会社を訪問後に、委員会を開催いたし
ました。カーテンと、インテリアコーディネートをされている会社です。
明るいオフィスで創業からのお話と最近のカーテン、ブラインドなどを見せて頂いたり、プロならで
はのお話を沢山お聞きしました。会社を訪問すると、その会社だけでなくお人柄も良くわかります。
やはり、アポをとって訪問する効果を改めて感じました。（高橋）

こんにちは、最近フェイスブックにハマりつつあるハヤタク
こと早坂です。先月12月16日、年末押し迫る中ですが2011
年最後の広報委員会を行いました。

毎月発行のre:cab（本誌）の編集会議を中心にホームページのことや、例会についてなど
熱く語り合われます！新re:cabも今回で第9号となり、その度に毎月広報委員会が行われ
てきました。毎月全員参加ができているわけではありませんが、共同で作り上げる作業を

委員会の皆で分担し、連絡を取り合って行って
いるために、委員会の中でいい一体感が生まれ
ています。例会での仕事の話も大切なことです
が、こうやって仕事以外でも、語り合い、何かを一緒に作り上げるというのは交流を更に深め
るのに有効なのではないかと思います。願わくばもっと守成に新しく入った人達と一緒に出
来ればもっと良かったかなと思います。
さて、委員会の後は12月ということで、とある焼鳥屋「らんまん」にて広報委員会の望年会
（最近こう言うのが流行ってますね）を決行！香織ママの手作りオードブルと新子焼きに舌
つづみ。小滝代表も密かにイラストで参加して盛り上げて（いじられて）くれました。
なんとココで全員（M川さん除く。早くアカウント取りましょうね。）がフェイスブックをやっ
てることが発覚！流石広報委員会だと何か納得。スマホとフェイスブックで多いに盛り上がっ
た望年会でした。これで今年もいい物ができそうですね、島部さん！！(^_^)

例会活性化委員会

広報委員会


