
2/  8（水） ○ 第115回例会（GH）
2/15（水） □ フレンドランチ会
2/21（火） □ レディースランチ会
【未定】　 ● 世話人会
3/  7（水） ○ 第116回例会（TH）
3/14（水） □ フレンドランチ会
3/27（火） □ レディースランチ会
【未定】　 ● 世話人会

2・3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

165名
110名
55名
6名
5名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

70名
5名
9名
84名

（66）
（2）
（6）
（74）

re:cab第10号も無事に発行することができました。皆さまのご協力の賜物と感謝の思いでいっぱいです。
毎月様々な内容を「面白おかしく適度にまじめに」と節度を持って内容を検討し、編集作業に努めております
が、今号の内容はご満足いただけたでしょうか。
まじめだけがとりえの広報委員会メンバーですので、なかなか「遊ぶ」ということができませんが、今後も
楽しい広報誌を目指して参りますので、ご意見等ございましたら何なりとお申し付けください。
よろしくお願いいたします。（山岸）

広報誌〈re：cab〉も10号となりました。ありがとうございます。
4月に広報委員となり“なんとなく出席していれば良いだろう”という気軽な気持ちで出席していましたが、
回数を重ねるごとに、広報のメンバーとより一層仲良くなり、お疲れさま会やFacebookなどで親睦を深め
たり、守成クラブに対する熱い気持ちを話したりと、私にとって広報委員はとても充実していました。
あと少しで、今期も終わってしまいます(/ _ ; )
残りの時間、広報委員として協力し楽しみたいと思っています。（丹野）

編集後記
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あけましておめでとうございます。代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本年もよろしくお願い致します。
昨年の３月に国難とも言うべき未曾有の震災が発生し、私たちの考え方・行動に加
え、企業の経済活動まで変えてしまいました。ある統計によると、あの震災後には、
約58％の方が、質素な生活を送らなければと考えられているとのことですし、各企業
の設備投資についても控えめに推移しているのは、間違い無い状況だと思います。
先日の東京出張時に、ブライダル関連の企業様と打合せをしました。その際にお聞
きしたのですが、震災前はどちらかというと外見を重視するお客様が多かったのです
が、今は内面を重視されるお客様が増えているということでした。それらの状況か
ら、今までは「商品」を中心に考えていましたがこれからは「人間」を中心として、企
業活動・営業活動を行っていかなくてはならないと強く感じています。
極端な例になるかもしれませんが、いくつかの事例をご紹介します。一昨年の大晦日から元旦にかけて山陰地方で大
雪が降り、鳥取県の国道で1,000台ほどの車が動けなくなってしまい、多くの方が車の中で年越しをしなければならな
くなってしまったことがあったのですが、その動けなくなった車の中に北海道には店舗がありませんが、コンビニエンス
ストアの「ポプラ」というお店の配送車があり、その運転手が積荷を降ろし、空腹で苦しむ他の車の人々に７００個の
おにぎりを差し入れました。その話が評判を呼んで、ポプラの売上が上がった、ということです。
また、震災の際に、東京ディズニーランドのキャストの方々が避難されてきた方々に、食事等に加えて「ぬいぐるみ」を
プレゼントし、その後の売上に繋がった、という話もあります。
アメリカのネット販売業者のエピソードを紹介します。ある方がプレゼントとして「お母さんの靴」を購入し、実家へ
発送手続きをしていたのですが、その靴が届く前にお母さんが亡くなってしまったそうです。そこで靴を購入した方が
ネット業者へ事情を話して返品を申し出ると、そのネット業者の窓口担当は無償での返品に快く応じ、その後その方の
お母さんに向けてのお悔やみのメッセージまで送ったそうです。その話を全米が知ることとなり、そのネット販売業者の
業績がアップしたとのことでした。
それらの話を聞くと「商品」よりも「人間」を売ることがとても大切だと感じます。お客様からの問合せやクレームも含
めて一つ一つの出会いを大切にすることが必要なのです。皆様には、まわりからの話を待つのでは無く、今、自分は何
が出来るのか？を考えて積極的に行動して欲しいと思います。そして、行動するにあたっては、この守成クラブを大いに
利用してください。そのためには、毎月例会に参加していただくことはもちろん、100社例会を目指して会員の皆様全員
で頑張って行きましょう。それでは、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。

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          

○

× ×××××××

××××××  ○  

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。

『 今は「商品」よりも「人間」を売る時代に！ そのためには、一つ一つの出会いを大切にすることが必要です。』
2012年1月16日例会にて

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2 February

　
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

　
5
12
19
26

　
6
13
20
27

「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！



守成クラブ旭川 新年会開催される！
1月28日（土）19：00より、市場活性化委員会主催による「新年会」が大雪地ビール館で開催されました。
市場活性化委員会の世話人を中心に、入会されて日の浅い方も多数参加されていて、20 名を超えるほどの参加者で大いに
賑わった新年会でした。
冒頭、大村副代表の挨拶から始まりましたが、ポテトさんのゴルフコンペの特賞でハワイに行かせていただいたために1月
の例会に参加できなかった旨のコメントもあり、最初から楽しい宴の始まりをみせていました。
今回、会場となりました大雪地ビール館さんですが、美味しいビールとジンギスカンを堪能しながらの楽しい時間を過ごさせ
ていただくことができました。
今後も会員同士のコミュニケーションを深めるためにも、クラブのイベントには積極的に参加したいものだと感じました。
（広報委員会 : 西村）

先月 (1月 )の例会で、北日本機械 (株 )川辺専務より「リサイクルパソコンビーグル旭川営業所」を新事業として開始する
との発表がありました。北見に所属しているリサイクルパソコンビーグルの桜井社長との商談がまとまり、リサイクルパソコン
ビーグル旭川営業所として事業を開始されました。
川辺専務にお話しを聞いたところ、北見の例会場で桜井社長に旭川でやらせて
欲しいと依頼をして快諾されたとのこと、
「まずは無店舗で営業をスタートさせ、軌道に
乗れば店舗を構えることも検討するけど先ずは
店舗無しからスタートする」との熱い想いを聞か
せていただきました。
また、リサイクルパソコンビーグル旭川営業所の
開設に伴ない旭川ケーブルテレビの代理店にもな
り、パソコンだけでなく、インターネットや多チャ
ンネルテレビ、電話サービスなど、様々な相談
にも対応していきます。とのことで、道内他会
場の例会にも積極的に出席されている川辺専務
の行動力の一端を垣間見た気がします。
北見を中心に道東地区に複数店舗を展開してい
るリサイクルパソコンビーグルさんですが、旭川
地区の市場開拓における川辺専務の活躍を確信
しました。
（広報委員会：西村）

コラボレーション事例

北日本機械（株）さんがリサイクルパソコンビーグルさんと業務提携し
リサイクルパソコン事業を開始！旭川ケーブルテレビの代理店事業も！

表彰・バッチ貸与
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。

2012 年 1月16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。

有限会社 健康堂薬品
代表取締役　藤原  直樹

旭川市永山3条12丁目2-11イオン旭川永山店1Ｆ
TEL 0166-47-3018　FAX 0166-47-9322
この度は、がんばれ盾を頂く事ができて大変嬉し
く思います。これも、ゲストでお呼びして会の主旨
に賛同を頂き、入会して下さった方がいたから頂
戴できた盾です。もっともっと多くの仲間を増やせ
られるよう声かけをしていきたいと思います。
これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

ニホンドウ漢方ブティック 旭川店
店 長　河端  英実

旭川市2条通7丁目123番地
TEL 0166-24-1193　FAX 0166-24-1228
URL www.nihondo.co.jp
まだまだ守成クラブのメンバーになって数ヶ月で
すが、沢山の方との出会いを大切に、お店と共に
自分自身も成長していける様頑張りますので、
今後ともよろしくお願い致します。例会の時には
声をかけて頂けるとありがたいです。

緑バッチ貸与

社会保険労務士 佐藤彰真 事務所
社会保険労務士　佐藤  彰真

旭川市永山7条7丁目5-19
TEL 0166-73-6918　FAX 0166-73-6919
URL www12.plala.or.jp/sato-office/
「経営者のよき相談相手であること」これが私の
基本理念です。まずは守成クラブの役に立てるこ
とを考えて参りますので、会員様からのご相談は
無料で承ります。

緑バッチ貸与

Nail style （ネイルスタイル）
店 長　高橋  亜希

旭川市永山3条12丁目2-11イオン旭川永山店1Ｆ
TEL 080-4041-7023
URL http://ameblo.jp/nailstyle-nagayama/
くすりの健康堂の藤原さんにご紹介頂き入会致
しました。色々な業種のたくさんの方とお話しを
させて頂き、とても楽しく参加しています。まだお
話ししていない方も多いので、これから交流を深
め仕事につなげていきたいと思っています。
よろしくお願い致します。

緑バッチ貸与

株式会社 健弘社
代表取締役　蔦川  健太郎

旭川市1条通1丁目2109-4
TEL 0166-23-8880　FAX 0166-23-8880
この度、「地酒のまるしん商店」清水京子様の
ご紹介で準会員となりました。
旭川に参りまして6ヶ月ですので、皆々様のご
指導下さいます様、
心からお願い申し上げます。

緑バッチ貸与

カネシン佐藤商店
代 表　佐藤   伸

旭川市神楽5条9丁目3-10
TEL 0166-63-2582　FAX 0166-63-2583

がんばれ盾授与 赤バッチ貸与

会場は、40名以上の方が集まり熱気に溢れておりま
した。
もちろん、多くの守成クラブ旭川の仲間も集い、楽し
いひとときを過ごすことができました。
和のみさんの美味しい料理に舌鼓を打ちながら見た、
健康堂薬品の藤原さんのミニライブは大盛況。
森田仁さんは、受付に司会と大車輪の活躍でした。
また機会があれば、出席したいと思います。
皆さんも是非ご一緒しましょう！（トーワ建設　西川）
※西川さん。取材のご協力をありがとうございました！
（島部）

「和のみ」新年会
ぴあの（4 条 6 丁目プラネットビル 8F）にて

2012/1/24 



こんにちは。健康堂薬品の藤原です。
皆さんは「村田鉄男」という男をご存知でしょうか？ 
彼が誕生したのが２００７年でした。確か２月の守成の例会後に、何人かで話をしていた時に、守成のメンバーでは誰がＳで
誰がＭだろう？というような話題で盛り上がっていたんです。その時は男性のＭのNo.1 が、かとう整骨院の加藤先生で女性
のＳのNo.1が、ＢＬＯＯＭの吉本さんで話がまとまった記憶があります。
そしてその話の流れから、強そうな名前なんだけど、実際はヘタレのＭキャラを考えようか、みたいな話になり、私が全体の
イメージをカギカッコの弦間さんに伝え「村田鉄男」が誕生したんです。またこれは、つい最近弦間さんから聞いた話なんで
すが、その村田鉄男のイメージを３０パターンくらい考えた中の一つが、この村田鉄男だったそうです。ただ私の頭の中にイ
メージしていたＭキャラの村田鉄男は、まさしくこのイラスト通りの村田鉄男であったので、初めて弦間さんに村田鉄男を
見せてもらった時にビックリした事を、今でも覚えています。
それから先ずキーホルダーを山内ビニールさんで製作してもらい、その年の７月に買物公園で開催された「守成クラブ旭川
ＢＡＮＢＡＮ祭り」では、当時入会していたクボタ贈商さんに依頼して製作したＴシャツも販売しました。
その後、和のみの菅野さんに依頼して、陶器の灰皿・長皿・
マグカップなども製作したのです。
その頃、守成の中でも鉄男の人気が出てきたので、早坂さん
に依頼してブログを立ち上げたのですが、ＰＣに関する知識
が少ない事もあり、アップ・更新が上手くできずにブログを
断念し、それに伴い村田鉄男は過去の男になってしまったの
です。が、しかし、私が昨年の１１月からFacebook を始めて
そこにyouTube がアップできたり、ブログもアップできる
事を知り、今度はＩＡＣの西村さんの協力のもと、再び鉄男
のブログを開始して、Facebook の知人にも広く知られるよ
うになったのです。
また、この村田鉄男は今月の２月１日付をもちまして、東川町
に転勤してまいりましたので、いづれ皆様方のお店や会社に
お伺いすると思いますので、その時には、でがらしのぬるい
お茶か、湯のみを持てないくらいの熱いお茶を出して頂けれ
ば大変喜ぶと思いますので、宜しくお願
い致します！
この村田鉄男が誕生し、様々な形で登場
させて頂いた背景にはこれだけ多くの
守成のメンバーが携わって頂いている事
を是非ご承知おき願えればと思います。
まさしく守成のコラボが生んだ、Ｍ１
チャンプ村田鉄男です！
今後とも宜しくお願い致します。

村田鉄男のつぶやき
http://muratatetsuo.blog.fc2.com/

＜村田鉄男の誕生秘話＞

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 
【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

【3月】
苫小牧（50）
帯広（140）
旭川（90）
札幌南（70）
釧路（200）
札幌東（180）
札幌北（100）
北見（100）
札幌（120）
函館（60）
札幌西（50）
西いぶり（40）

3/1（木）
3/5（月）
3/7（水）
3/7（水）
3/8（木）
3/8（木）
3/8（木）
3/13（火）
3/14（水）
3/14（水）
　【未定】
　【未定】

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～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
18：30～ 旭川ターミナルホテル　旭川市宮下通 7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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
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
18：20～ 札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5丁目
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
17：55～ 札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6丁目
18：30～ 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。

委員会からの
お知らせ

広報委員会

『 2部会 － 是非、参加してください！ 』　－委員長会議より－

レディースランチ会フレンドランチ会
今年初のレディースランチ会は『旭川お城の鯉寿司』さん（旭川市
忠和6条7丁目1－17）で行いました。
食べものは、ランチバイキングを選んだのですが…なんと、和食、
洋食、中華、寿司４０品以上の中から、好きなものを好きなだけ選
べるのです！ もう皆さん、ニッコニコで、お皿の中は花ざかり。
お話もはずみます。
自社ＰＲ、他社ＰＲありで大いに盛り
上がりました。
その中で新年度（４月～）のレディー
スランチ会のお世話人さんは、
三人態勢で行く事に内定しました。
詳細は次号のre:cab上でお知らせ
しますね。
次回は2月21日（火）。
場所は「ブンカフェ」
（旭川市７条通り９丁目・旭川市民文
化会館内）です。
「レディース」の皆さん、是非お越し
下さい！ （文：児玉）
参加者情報（５名）
久保村さん（山新 久保村）、柳原さん（ゆう美堂）、成田さん（セ
イショウ）、清水さん（地酒のまるしん商店）、児玉（こだま工房）

1/23（月）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。
今月も参加者7名と少人数での
フレンドランチ会でしたが、その
分、内容の濃いお話しや商談が行
われました。
1月の例会では初めての試みとして2部会が開催されましたが、
それぞれの立場でどのような印象だったかという意見交換もさ
れました。概ね好評の意見が多数でしたが、クラブ運営に対する
会員の皆さんの意見を広くお聞きし、会員全員でよりよきクラブ
運営を目指していくことが大事だということを一世話人として感
じました。
それとプチ情報です。大雪地ビールさんのランチですが、ランチ
1回の利用でランチポイントカードに1個捺印してくれます。捺印
が8個貯まるとお好きなランチが1人前無料サービスになりま
す。または17:00以降の飲食で1,000円割引が受けられるサー
ビスになっていて大変お得ですよ～（文：西村）
参加者情報（7名）
山上副代表、川辺さん（北日本機械）、岡田さん（北光）、柳原さん（ゆ
う美堂）、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）

皆さん、こんにちは。越湖です。
先日（1月中ごろ）、今年最初の広報委員会が開かれ、「re:cab」の編集会議はもちろん、
今後の守成クラブ旭川のあり方についても熱く議論が繰り広げられました。
最近、私が感じている事を書きます。守成クラブに参加している皆様は当然、本業として
ご自分のお仕事を持っておられ大変お忙しい事と思います。
ただ、そんな中でも通常の例会はもちろん、委員会の活動等にもっと積極的に参加すれ
ば、今以上に守成クラブが楽しく有意義なものになるのではないでしょうか？...
ということです。
私自身も広報委員会の会議に参加するようになってから例会も楽しく参加出来るように
なりました。一応、私も赤バッチですが以前はどこか心の中で、自分はまだまだお客さん
と言うような気持ちがあったような気がします。
もちろん楽しいのは例会や会議だけではありません。今回も会議の後は「とある焼鳥屋」（らんまん）
にて楽しい二次会が開かれました。二次会は前回に引き続き、スマホとFacebookの話題で盛り上
がり大変楽しい時間でした。
最近は守成クラブの会員の皆さんの中にもFacebookを活用されている方が沢山いると思います。
会員同士の信頼関係や結束力を高めるためにもFacebookは有効な手段だと思います。もっと守成
クラブ全体でFacebookの導入を考えてみてもいい時期なのではないでしょうか？
小滝代表、お願いします(^-^)

先月の例会時に初めての試みとして『2部会』を実施させて頂きましたが、予想以上の皆様（40名超）に
参加いただき、参加いただいた多くの皆様より「良かった」との感想をいただくこととができました。
そこで、委員長会議で検討した結果、今例会時も『２部会』を実施することにしましたことをご連絡します。

『2部会』は、通常の例会（車座商談会・懇親商談会）とは、違う雰囲気の中で、会員間の信頼関係・絆を更に築いていただこう！
ということを目的とし、下記内容を念頭とした「２部会・車座商談会」を実施しております。
　－ ゲスト様や入会して間もない準会員様に積極的に参加いただく
　－ 少人数（多くても10名以内）のグループ単位で行う
　－ [膝をつき合わせる]ような雰囲気・空間で実施する
　－ コーディネーターは代表・副代表をはじめ、世話人を中心として構成する
　－ 時間は1時間でキッチリ終了する
通常の例会時にも同じ事が言えますが、新しい会員様には積極的に、自社PRをしていただくのは、もちろん、既会員の皆様にも
「え？！この人はこんな事もやっていたの？」と言った新たな気付きや、「実はこんなことで困っているので誰か相談出来る方は...」
など、自分の商売をアピールするだけでなく、新たな信頼関係を築くきっかけとなれば、と考えています。
段取り等、まだまだ行き届かないところもあるかと思いますが、皆様には、是非参加していただきたく考えていますので、よろしく
お願い致します。
※今月の2部会の詳細(集合方法等)は、例会内で別途ご連絡しますので、よろしくお願い致します！


