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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表彰・バッチ貸与

2012 年 2 月 8 日例会より

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。※ 他地区への紹介もOKです。

赤バッチ貸与

赤バッチ貸与

有限会社 BPSイズミ
代表取締役 和泉 泰弘

名湯の森ホテルきたふくろう
常務取締役 榎本 正史

旭川市豊岡11条1丁目1-4
TEL 0166-33-7747 FAX 0166-33-8685
URL http://www.bpsizumi.jp/

川上郡弟子屈町川湯温泉1-9-15
TEL 015-483-2960 FAX 015-483-2020
URL http://www.kitafukuro.com
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『 "市場" は確かに存在します。更に拡大して行きましょう！』

※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。
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2012年2月8日例会にて

代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
先月の例会後に新たな試みとして「２部会」を開催しました。通常例会後ということ
で「エンジン」がかかった状態の方が多いのか、例会とはまた違う盛り上がり方で、
参加いただいた多くの皆様からもご好評いただいております。
本日の例会後にも「2部会」を開催します。時間は、１時間限定ですが、それなりに
意義のある時間になると思いますので、是非ご参加ください。
◇
皆様より、提出いただいた「昨年(2011年)の守成クラブの仲間との売買金額」につ
いての報告です。
守成クラブ旭川 代表
本来であれば「市場活性化委員会」からの報告事項なのですが、担当の世話人 小滝畜産（株）代表取締役 小滝 達也
が、この会場に向かってはいるものの豪雪で、会場入りが遅れておりますので、私の方
より報告させていただきます。
売買金額について、アンケートの回答があったのは45社でした。正会員35社からの回答は、売りが「109,951,062円」。
買いが「42,171,169円」。準会員10社からの回答は、売りが「573,0 0 0円」。買いが「731,50 0円」。合計で売りが
「110,524,062円」で買いが「42,902,669円」となっておりますが、回答いただいた会員様が45社のみですので、実際は
もっと大きな数字になると考えております。
特に、入会されて間もない会員様には『これだけの市場がここにある』ということを認識していただきたく考えます
し、既会員様には、更なる市場拡大を目指していただきたく思います。
それでは、今日も例会に参加いただいている会員様それぞれが、実りある例会となりますように、志を持って仕事をし
て頂きたいと思います。
是非、
ご利用下さい！

守成クラブ旭川

ホームページ
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緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

Garage Car's
代 表 佐藤 潤

株式会社 エムワイ観光
代表取締役 寺田 政行

BAR Blue Marine
オーナー 高橋 千春

旭川市東光15条4丁目4-14
TEL 0166-56-2488 FAX 0166-56-2534

旭川市永山北2条9丁目13-12
TEL 0166-46-2391 FAX 0166-46-2389

旭川市3・4仲通6丁目ヨシタケユニオンビル5Ｆ
TEL 0166-22-2628

3/14（水）□ フレンドランチ会

今年度の広報委員会メンバーで、昨年5月より発行を開始した広報誌「re:cab」ですが、今号で１１号となりました。
これも会員の皆様の全面的な協力があったからこそ、達成できたことだと考えております。本当にありがとうござ
います。少しでも皆様のお役に立てる情報提供をしたいと考えて、広報委員一同で制作してきましたが、皆様の感
想はいかがでしょうか？ 遠慮無く、広報委員まで感想をお聞かせ下さい。
また、次回例会（4月）からは新年度となりますが、このまま「re:cab」の発行を継続させていただくべく、検討・調整
をして参りますが、皆様には、引き続きのご協力を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
（島部）
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現在の会員数

3月の主な予定
3/ 7（水）○ 第116回例会（TH）

編集後記

re:cab

「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 広報委員会
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

早坂琢弥
田中英俊
丹野香織
山岸ひとみ

守成クラブ旭川 事務局
千葉孝司
越湖 学
馬場瑞穂
皆川和也

菊田正広

〒078-8272 旭川市工業団地2条2丁目1番6号
北日本機械（株）内
電話（0166）36-6544 FAX（0166）36-6654
E-mail info@syusei.biz ＵＲＬ http://syusei.biz/

3/27（火）□ レディースランチ会
【 未定】

● 世話人会

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
4名

出席報告（）内は前回

4月の主な予定
4/ 9（月）○ 第117回例会（GH）

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合
計

6 8 名（ 7 0 ）
3名 （5）
0名 （9）
7 1 名（ 8 4 ）

２部会に参加
しませんか！

1月より始まりました例会
後 の1時 間 限 定の商 談 懇
親会です。参加された方か
らは概ね好評をいただい
ております。参加を希望さ
れます方は世 話人までお
声掛けください。

道内各地区例会日程（ ）
参加予定数

苫小牧（50） 3/1（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（140） 3/5（月） 18：28 〜 とかち館 帯広市西 7 条南 6 丁目 2
西いぶり（40）3/6（火） 18：30 〜 ホテルサンルート室蘭 室蘭市中島町 2-28-6
3/7（水） 18：30 〜 旭川ターミナルホテル 旭川市宮下通 7 丁目
旭川（90）
札幌南（70） 3/7（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
釧路（240） 3/8（木） 18：30 〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町 2-5
札幌東（180） 3/8（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
札幌北（100） 3/8（木） 18：20 〜 札幌サンプラザ 札幌市北区北 24 条西 5 丁目
札幌西（50） 3/13（火）18：20 〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似 1-3-3-6
北見（100） 3/13（火）18：30 〜 ビッツアークホテル 北見市北 2 条東 4 丁目 7
札幌（120） 3/14（水）17：55 〜 札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目
3/14（水）18：30 〜 ラビスタ函館ベイ 函館市豊町 12-6
函館（60）

＊ 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。

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

2 部会報告

− 2 月 8 日（水）開催 −

会場「華月」
山上副代表がコーディネートの下、今月の会場の一つ「華月」さんで 2 部会が開催されました。参加者は 9 名でした。
山上副代表から出された「お題」は「起業した時の事」でした。創立者は起業したときの熱い思いを語り、2・3 代目の方
は会社を引き継いだときの熱い思いを語り合うことで、私自身が普段忘れがちな気持ちを
見直す貴重な時間となりました。
また、自分の事だけでなく、他社の事も知る事が出来、「こんなところもあったんだなぁ」
と新たな発見が出来ました。もっと、沢山の方の発見をしたいので、たくさん二部会に参
加したいと思います。是非、皆さんも二部会に参加してくださいね！（丹野）

会 場 「 エフィー 」
本日の 2 部会、「エフィー」会場には 21 名の方がお集まりになりました。
小滝代表の司会進行のもと、それこそ皆が膝をつき合わせるようなカタチで、各自が個々
の商売についてスピーチをおこないました。例会の車座では聞けなかったような話も聞くこ
とができ、相手のご商売をより理解できる場になっていたように感じました。
また、会員さんの話をコーディネーターの方の誘導によって、上手に引き出していく進め方
が、2 部会の盛り上がりの要因であると感じました。（西村）

「Facebook 講習会」開催される！
2/16（木）広報委員会の後、今話題の facebook の使い方講習会を行いました。

今回は十分に準備できる時間的余裕が無かったため一部の人のみへのアナウンスとなり、試験的な講習会となりました。島部さん司会

の下、facebook の簡単な解説からスタート。まだ利用していない人を含め、参加者の利用状況は様々。そして今回は時間的に限られ

ていたため、個別に分かっている人が分かっていない人に教える形となりました。十分に理解を深めるところまでは行けませんでしたが、
初めての取り組みとしては良かったですね。もし次回があれば今回の反省点などを踏まえ、皆さんの勉強になる講習会が出来るのでは

ないかと思います。

さて、
ここで facebook って何？ と思っている人も多いでしょう。そのような人の為に簡単に解説しましょう。facebook は「フェイスブッ

ク」と読み、世界最大のソーシャルネットワーキングサービス（以下ＳＮＳ）です。えっ、でもＳＮＳって何？ ですよね。
ＳＮＳとは、人と人と
の交流を主とする社会的ネットワークをインターネット上に構築できるサービスです。2010 年には facebook を題材にした「ソーシャ

ルネットワーク」という映画も製作され世界的にヒット。世界中の利用者が 8 億人とも言われ現在もどんどん増え続けています。最近で

は中東革命の情報拡散に使われて話題になりました。旭川守成クラブのメンバーでも既に３〜４０人ぐらいの人はつながっています。

では、facebook で出来ることは何でしょうか。大きく分けて 4 つのページに分類されます。個人のページ、グループのページ、会社・
お店・団体などの facebook ページ、イベントのページです。他にオマケ的にゲームなどのアプリや広告のページなどがあります。

個人ページでは個人情報や趣味の公開、近況の報告やメール、チャット機能、写真や動画の共有が出来ます。グループは同好会や団体

などの人の集まりで外には見せないようにすることも可能です。facebook ページでは、会社やお店の広報ページとして活躍します。

委員会からの
お知らせ

− 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

2 部会に 是非、 − 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
ご参加ください！
〈委員長会議より〉 − 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

広報委員会
いつものごとくいつもの場所でいつものメンバーで開かれる広報委員会・・・のはずでした。
毎月re:cabの内容を話し合って今回で11回目ともなればそれぞれ慣れたものです。
内容を確認し、それぞれの分担を割り振りし、なんらいつもの変わらぬ光景のように思われまし
たが、何かの気配と視線を感じるメンバーなのでした。
そんなある種奇妙な雰囲気の中、最速の３０分ほどで委員会は終了しました。
その後どんな事件（？）が起こったかはこのre:cabの中のどこかに書かれているはずです。
そして、いつものように・・・とある焼き鳥屋に吸い込まれた私達ですが・・・
そこでも何かいつもと違う雰囲気だったのです・・・。
メンバーが・・・多い・・・？ （広報委員 山岸）

フレンドランチ会
2/16
（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。
今月の参加者は13名。先月、先々月
と参加者が少なかったので、今回は
なんだかいつもより賑やかなフレン
ドランチ会でした。きっと森田さんが
参加されていたからでしょう！
（笑）
お食事の方はといいますと、初めて見た
「チーズハンバーグスパ
ゲティーグラタン」
とっても美味しそうでしたよ。迷ったけれどカ
レー気分でザンギカレーをオーダー。次回は必ず賞味するぞー。
話しは変わって商談の方ですが、各所で和やかに会話がされて
いました。今回、郵便局の小西さんが終盤に駆けつけられました
が、
いつもカタログやチラシなどで商材をご案内してくれます。
そういえば、岡田さんと森田さんがとても仲良しだということを
知りました。
「岡ちゃん」
「森ちゃん」
と互いに呼び合うほど、
仲の良
いお二人だそうです。
（文：西村）
参加者情報
（13名）
小滝代表、山上副代表、武田さん
（旭川シリカ）
、岡田さん
（北光）
、森
田さん
（アグレ）
、上林さん
（インテック）
、山下さん
（FMりべーる）
、近
藤さん
（遊きりん）
、柳原さん
（ゆう美堂）
、丹野さん
（らんまん）
、小西
さん
（東鷹栖十線郵便局）
、梅井さん
（大雪地ビール）
、西村
（アイエー
シー）
（順不同）

レディースランチ会
2月のレディースランチ会は21日に
「ブンカフェ」
（旭川市7条通り
9丁目・旭川市民文化会館内）
で行いました。
その日は猛吹雪で、皆様に集まっていただいけるのか心配しまし
たが、6名の参加となり、初めて参加した人もいらっしゃいました。
その方からは『ゆっくり自社の宣伝が出来て嬉しい』
と喜んでい
ただくことができました。
お店もおしゃれで、
とても楽しい
ひとときを過ごしました。
次回は3月27日
（火）
。
場所は
「鳥忠」
さん
（旭川市2条通
2丁目 TEL:29-2911）
です。
「レディース」
の皆さん、是非お越
し下さいね！
ご 連 絡 事 項です。新 年 度 ( 4月〜) の 、レ
ディースランチ会のお世話人は、清水さ
ん
（地酒のまるしん商店）
、柳原さん
（ゆう
美堂）
、
久保村さん
（山新 久保村）
の3名体
制となります。今後ともよろしくお願いい
たします。
（写真・文：児玉）
参加者情報（6 名）
駒井さん（ラブミー理容美容室）
、成田さん（セイショウ）
、近藤さ
ん（フォトステージ遊きりん）
、柳原さん（ゆう美堂）
、清水さん（地
酒のまるしん商店）
、児玉（こだま工房）

イベントのページではイベントや会議の出欠、議事録的な内向きな使い方やイベントの広報といった外向きの使い方も可能です。他に

も細かい機能が沢山あり、痒い所に手が届く設計になっているところも facebook の特長とも言えるでしょう。それらが適度（ココがポ

＜鉄男の守成つぶやき日記＞

なぜ、ここまで facebook が拡大し今も成長を続けているのでしょうか。もっとも大きな特徴といえ

皆さんこんにちは。私はエムエム商事から新崎食品に出向になり、新崎食品の東川工場で工場長を務める村田鉄男と申します。
先月、守成クラブ旭川の準会員になったばかりなので、これから宜しくお願い致します。
私は見ての通り、髪の毛が少々頼りない状態なんでありますが、頭の両脇と後頭部の髪は一丁前に生えてくるので、1 ヶ月に1 度は床
屋さんに行っているのです。ただこちらに転勤してきたばかりなので、どこの床屋さんが良いのか分からず、小滝代表にお伺いしてみ
ると「え？床屋？ん〜ん・・・美加ちゃん！じゃ！」と、とても手短に教えて頂き、先日ようやく菅野美加さんが働いている旭川市 3 条 2
丁目のヘア＆フェイスサロンのカンノさんに行ってまいりました。
お店の中には創業当時のお店の写真が飾ってありましたが、とても歴史のある床屋さんのようです。菅野さんとお話をするのが初め
てなので、とても緊張してしまいましたが、菅野さんは昔から知っていたかのように、とてもフレンドリーに話して頂き、すぐに緊張感
はほぐれました。髪の毛をカットしている間も、ずっとお話されていて、私はほとんど話を聞く側でしたが、介護の資格を持っていて、
介護施設や老人ホームなどにもカットの出張にも行っているようですし、時間が合えば自宅にも来て頂けるとの事。忙しくてなかな
か床屋さんにも行けない方にとっては本当に助かりますよね。それにお店自体が定休日でも菅野さんの予定が大丈夫であれば、カッ
トして頂けるのも助かります。
ただ今回髪の毛をカットしている最中に「村田さんって〜鉄男さんでし
たっけ？ 金を失う男って字ですよね・・・グハハハハ〜！ウケる〜！」と、
私の名前で突然大ウケして笑い出すもんだから、手元が狂ってカットし
すぎないか心配でしたけど・・・ でもシャンプー後の頭のマッサージも
気持ち良かったですし、こんな髪の毛の少ない状況でも、どんなヘアス
タイルにしたら似合うのか、ちゃんと考えて頂いたり、とても良い床屋さ
んを紹介して下さった小滝代表、そして約１時間、私を飽きさせずに喋り
続けてくれた菅野さんに感謝いたします☆
それと守成クラブ旭川って、居心地の良い会だと思いました。
（鉄男）
http://muratatetsuo.blog.fc2.com/

イント）に絡みあい情報を一つの画面で共有できるように作られています。

るのが実名登録を基本と謳っているところです。必ずしも１００％守られているわけではありませんが、
制限などを設けていることにより実社会を基準とした交流が行われていることが多いのです。今の人
脈のコミュニケーションの補助的に使われたり、新しい人脈作りにも役立ちます。就活の判断基準に
利用される話も聞きますし、学生時代の友達と数十年ぶりにつながった話など、そこそこから聞こえ

てきます。あくまでも実社会の補助的に使われることから受け入れられ、沢山の人に使われるように
なっています。

そして、もう一つの特徴が、ユーザの声を反映して度重なるマイナーチェンジと機能追加がドンドン
行われているところです。これを書いているときにも、新しい機能として災害時の安否確認情報が

追加されました。少し前にはビデオ通話機能なども追加されています。携帯端末用の機能も徐々に
追加されていますので、携帯電話やスマートフォンだけでも十分交流できるようにもなりました。

他のＳＮＳでは、その中での人間関係が嫌になり止めてしまうということをよく聞きます。そりゃそう

ですよね、こっちでの話をあっちでは聞かれたくないなんてことはあるはず。facebook ではその辺
も考慮され相手にどれだけ表示させるかを設定することも可能です。

facebook での交流は実社会のコミュニケーションをつなげるものです。たとえば名刺交換だけで

殆ど話したことの無い人が画面上でコミュニケーションを取ることで、次に会った時に色んな話で盛

り上がることが出来たなんてことが多いのです。是非、インターネットに疎いんだという人でも体験

してほしいと思います。営業ツールに、
趣味の連絡に、
昔の友達探しに、facebook が今のコミュニケー
ションを少しだけ広げてくれるのではないでしょうか。
by ハヤタクことガイネット早坂

