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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
3月になりました。ということは、あの未曾有の震災から１年が経過したことになり
ます。ここ１年間の気付き・心の変化・そのときに何が起こったのか？もう一度考えて
みる機会にしたいと個人的に思っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先日、守成クラブの仲間の紹介で、肉の販売に関する商談があったのですが、その
打合せの席での話をご紹介します。
打合せの冒頭「これが弊社の事業です」ということで、会社案内的な資料をいただ
いたのですが、事業内容が全く違う4つの企業が1頁ずつ紹介されておりました。小売
店・卸業・不動産・デザイナー、という全く違う業種の企業が、各頁に紹介されていた
のです。そして、それはグループ企業ではなく、全く別々の企業で、各企業の社長は若
い方々ばかりとのことでした。
どうしてそのような状況となったのかをお聞きすると、彼等がある商談をしている中で「レストランへの配送コストって
大変なんだよなぁ」という話から『トラックを共同で所持して、運転手は人材派遣で賄って、4社協同で流通をやらない
か？』という話となり、実際にやってみると流通コストが劇的に下がったとのことでした。
企業は合併する必要は無く、何かをシェアすることでコスト削減ができる！という好例と考え、皆様へも何らかのヒン
トとなるのではないかと考えて、ご紹介させていただきました。いかがでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
今例会にお越し頂いている、札幌東会場所属で道連副会長の宮野様と、昼間に守成クラブについて、ディスカッショ
ンさせていただきました。その中で、これまでは私も「会員拡大」という言葉を念頭に、取り組んできたのですが、単純
に会員を拡大するということでは無く、『顧客拡大』を皆で行って行くのが目標なんだ、ということを宮野様からお聞き
しました。
皆様自身のためにも『顧客拡大』をしていくんだ！という事を目標と捉えることが、私自身、非常に腑に落ちたと申し
ましょうか、納得の行くお話だと感じています。そして、皆さんと一緒に『顧客を拡大していく』ことを念頭に今後も取り
組んでいきたいと思います。
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。
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※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。
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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。

『"顧客拡大"  を推進して行こう！』 2012年3月7日例会にて

新しい年度が始まりました。まずは、守成クラブ旭川の広報誌「re:cab」制作・発行の続行をさせていただくことに
なりましたことをご報告します！
これからも、今後の皆様のお力に少しでもお役に立てる広報誌を目指すべく re:cab 制作チームを発足の上、メン
バー一丸となって頑張って行く所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。
★今号につきましては、西村小委員長をはじめとした、昨年度の広報委員会メンバーのご尽力で re:cab を制作～
配布することができましたことをご報告します。
これからもよろしくお願いしますね！（島部）

編集後記
4/  9（月） ○ 第117回例会（GH）
4/16（月） □ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館
4/17（火） □ レディースランチ会
　　　　　　　　　　おかだ紅雪庭
4/23（月） ○ 世話人会
　　　　　　　　ときわ市民ホール
5/  7（月） ○ 第118回例会（TH）
5/13（日） ● 全国大会

4・5月の主な予定 現在の会員数

先月例会出席報告
（）内は先々月

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

157名
108名
49名
1名
4名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

70名
3名
2名
75名

（68）
（3）
（0）
（71）
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２部会に参加
しませんか！

第11回 全国会員大会
5月13日（日）開催！
第11回 全国会員大会
5月13日（日）開催！

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 
【4月】
札幌北（100）
札幌南（90）
苫小牧（60）
旭　川（90）
帯　広（140）
釧　路（200）
函　館（60）
札幌東（180）
北　見（100）
札　幌（140）
西いぶり（40）
札幌西（50）

4 / 3（火）
4 / 4（水）
4 / 5（木）
4 / 9（月）
4 / 9（月）
4/10（火）
4/11（水）
4/12（木）
4/12（木）
4/17（火）
4/17（火）
4/18（水）

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～　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
18：30～　旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18：28～　とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 22
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～　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～　札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6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
18：20～　ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6

【5月】
札幌南（90）
旭　川（90）
帯　広（140）
釧　路（200）
札幌北（100）
苫小牧（60）
札幌西（50）
西いぶり（40）
北　見（100）
札　幌（140）
札幌東（180）
函　館（60）

5 / 2（水）
5 / 7（月）
5 / 7（月）
5 / 9（水）
5/10（木）
5/11（金）
5/15（火）
5/15（火）
5/17（木）
5/23（水）
　【未定】
　【未定】

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～　旭川ターミナルホテル　旭川市宮下通 7丁目
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
18：20～　札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5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
18：20～　ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18：30～　ホテルサンルート室蘭　室蘭市中島町 2-28-6
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

＊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。

日　時：5月13日（日）（受付13：30開始）
総　会：15：00～16：40 大名刺交換会含む
懇親会：17：15～19：30
会　場：京王プラザホテル札幌
札幌市中央区北5条西7丁目2-1　011-271-0111
参加料 8,000円　ブース出店料 3,000円 
＊参加料補助あり。お問合せ、申込みは事務局まで。

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！
http://syusei.biz
車座商談会で正会員の方にお話しいただいた情報を
瓦版に掲載しています。
セール、イベント情報等がありましたら、車座商談会で
お話しいただくか、世話人までお知らせくださいね。



３月１１日（日）東日本大震災から１年。
当時は何が起こっているのか理解することに一生懸命で、何も行動できなかった自分に苛立ちを感じていました。
今だから何かできるのではないか？と思い、「May Be あさひかわ」というチャリティーイベントのチームを立ち上げました。
ゼロからの立ち上げで何もわからない状態からみんなで協力し合い、知恵を出し合いどうにか形になりました。
当日は「誰も来なかったらどうしよう・・・。」という不安を持っていたのですが、スタッフ一同トイレにも行けず、食事は当然、
休憩も取る時間がないほどの盛況ぶりでした。
スタッフから「もうイヤだ！」と言われてしまうかも・・・との不安もあったのですが、すぐに今回の反省点と次回への課題
が次から次へと寄せられました。ステキな仲間と出会えたこと、時間や想いを共有できたことに感謝です。
収益金は、みちのく会旭川支部様を通して旭川と近郊に避難されている方々のお役に立て
ていただくことになりました。
イベントには避難されている方々もいらしてくださり、生の声を聞くことができとても貴重
な経験でした。
イベント後にお会いした時もたくさんお話した中で、まだまだ支援が必要だと改めて実感し
ました。身近な生活に密着した支援が必要です。
大きなことはできませんが、身近な方のお役にはひょっとしたら立てるのかもしれないと感
じています。
スタッフ一同、今後はイベントだけではなく、何らかの形でコミュニケーションを取り、協
力できることは積極的に行っていこうと心に誓いました。
先日たまたま偶然、みちのく会の方々のお食事会の席に遭遇しました。お食事会の経費は
寄付で開催したとのこと。実際に使っていただいている状況を見ることができ、本当にうれ
しい限りでした。
守成会員の皆さまにはチケットの購入・販売、フライヤーの設置・宣伝等本当に本当にお
世話になりました。当日もたくさんの皆さまにお越しいただきました。
なかなかブースから抜けることができず、ご挨拶もできずに申し訳ありませんでした。
お一人お一人にお礼をするのが礼儀と思いますが、この場をお借りしてお礼を申し上げたい
と思います。
今回「May Be あさひかわ」の名前で寄付をさせていただきましたが、皆さまの愛と想い
ごとお届けして参りました。
本当にありがとうございました。

「May Be あさひかわ」チャリティーイベント
が開催されました！

レディースランチ会フレンドランチ会
3月のレディースランチ会は27日に「鳥忠」さん（旭川市2条通2
丁目）で行いました。
6名の方が集まり楽しくランチを共にしたのですが、皆さんとの会
話の中で心に響いたお話は、守成クラブ例会での車座商談会で、
ある社長さんが、自社の製品を真剣に丁寧に説明なさっているの
を聞いて感動し『あんな大きな会社の社長さんも、丁寧に話して
いるのだから、自分も真剣に取り組まねばと改めて感じました』と
いうことでした。
とても充実したひとときを
過ごすことができましたよ！

次回は4月17日（火）。
場所は「おかだ紅雪庭」
（旭川市5条通16丁目）です。
「レディース」の皆さん、
是非お越し下さいね！
（文：児玉）

参加者情報（6名）
駒井さん（ラブミー理容美容室）、近藤さん（フォトステージ遊きり
ん）、菊地さん（額縁のピカソ）、久保村さん（山新 久保村）、清水
さん（地酒のまるしん商店）、児玉（こだま工房）（順不同）

3/14（水）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7名。30分遅れで会
場に到着しましたが、すでに上林さ
ん、小西さん（東鷹栖十線郵便局）が
所用で先に退席されており、自分が
席に着いたときには4名の方がワイ
ワイと話しをされているという光景でした。
ここだけの話し「今日は平均年齢が高いなぁ。。。」と思って席に着
いたのですが、先の4名で話されていた話題が老眼に関すること
でしたので、話題についていけるかなぁと少々怯んでの参加でし
た。m(_ _)m
今回のフレンドランチ会は参加人数が少ないこともあり少々寂し
い感じでした。多くの皆様が参加することができれば、もっと商
談に発展するフレンドランチ会になっていくと確信しています。
1人で参加すのは。。。と躊躇されている方がいらっしゃいました
ら、名のとおりフレンドなランチ会ですので、ご心配なく。ランチ
を食べるだけでも参加する価値がありますよ～。（文：西村）
参加者情報（7名）
山上副代表、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）、児玉さん（こだま工房）、小西さん（ニッセイ旭
川 ）、西村（アイエーシー）（順不同）

皆さん、こんにちは。新崎食品の村田鉄男です。まだこちらに赴任してきて間もないという事もあるんですが、やはり知らない
事がたくさんあります。
先月のある日、エイエステック㈱の島部社長から広報委員会の集まりがあるんですが、参加してみませんか？とお誘いを受け
て、その会場である旭川市５条７丁目の「焼鳥らんまん」さんに伺いました。らんまんさんにはもうすでに広報委員会のメン
バーの島部社長を始めとし、西村さん、藤原さん、早坂さん、山岸さん、皆川さんが集
まっていて、この「らんまん」さんの丹野香織ママもメンバーなんだそうです。
「らんまん」さんはもちろん焼鳥屋さんなので、普通に鳥串やもつ串などもあったの
ですが、そこに「新子焼」なる見慣れないメニューがありました。
早速「らんまん」さんの香織ママに聞いてみると「えーと、生まれて3ヶ月目くらい
の、えーと若鶏の、えーと半身焼ー！」という事でした。どうやら旭川限定の呼び名ら
しく、初めて聞いた名前でしたが、お肉は柔らかくてジューシーで、タレの感じもく
どくなく丁度良い甘さで、とても美味しくて感動してしまいました！是非旭川発信
の味として、全国に広まって欲しいと思います☆
そんな新子焼を堪能していたら、香織ママが「村田さんてね？下の名前が鉄男さん
ていうんでしょ？うちの娘のはちが大ファンなのさー！」と言ってくれたんです。
今年中学生になる娘さんが、私の大ファンだなんて、少し照れ臭いです(*^ *^)「だってぇ金を失う
男で鉄男さんでしょ？ウケルよねー！アハハハ～♪」どうやら娘さんは私の大ファンではなく、ただ
単に私の名前がツボだっただけのようです。私の顔から笑みが消えました。
また、香織ママから「そう言えば鉄男さんはフェイスブックはやっ
てないの？」と聞かれたんですが、私は普通の携帯しか持っていま
せんし、メール自体も苦手なんで、とお話したら、広報委員会の
方々や、守成の会員さんの多くがフェイスブックをしていて、とっ
ても楽しいから一緒にやろうよ！と誘ってくれたのです。設定の仕
方とかも分からないし・・・と、それでも躊躇していたら、西村さん
が後日設定に来て頂ける、という事で、すぐに参加決定になっちゃ
いました。話が早くまとまりすぎて、ついていけません…
そして、島部さんからは「これからは広報委員の一員
として広報のお仕事を手伝ってもらえませんか？」と
のお誘いもありました。「広報委員に入ると、小滝祭り
にも参加できますし！」え？小滝祭り？どうやら小滝代
表のお祭りのようなんですが、一体どんな内容のお祭
りなんでしょう？でも皆さんの表情を見ていたら、楽し
そうなお祭りである事には間違いなさそうです！広報
委員会にも参加が決定になりました。本当に話が早く
まとまる会なので、戸惑う事ばかりです。（鉄男）

＜鉄男の守成つぶやき日記＞

http://muratatetsuo.blog.fc2.com/

みなさん、こんばんは。宮野でございます。旭川会場には４年振りに伺いました。
本日はよろしくお願いいたします。
小滝代表からもお話がありましたが、我々守成クラブの目的は『皆で顧客づくりを
やって行こう！』ということでご理解頂きたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
私は、道連の平川会長よりお話があり、副会長を引き受けたのですが、具体的な
活動としては、全道の会場間の垣根を取り除くべく、まずは各代表との連携を積極的
に推進させていただこう、ということで、全道の会場を廻っております。
旭川会場だけでも、登録会員が150名を超えておりますし、例会出席者も常に80
名近くおりますので、年商で考えると、大きなマーケットになっているはずです。更に
大きなマーケットを目指して、全道の会場の連携を進めて行こう！という活動をして
いる、とご理解頂ければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
繰り返しますが、守成クラブとは「皆で顧客を増やしていこう！」という組織ということをご理解いただき、今日の例会
では「良い商談を」１つでも２つでも持って行っていただきたく思います。
ゲストの方もしっかり話を聞いて、我々守成クラブの仲間になって頂きたく思います。
簡単ですが、ご挨拶の言葉とさせていただきます。

守成クラブ北海道連絡協議会 副会長
守成クラブ札幌東 顧問

（有）エコテクノベース
 代表取締役　宮野 達司 様

守成クラブの目標は、会員全員の力を結集した『顧客づくり』
マーケット拡大を目指して、がんばろう！ 2012年3月7日例会にて

我らが山岸さん（色彩ひろば couleur ）が中心となって仲間を募り、開催に至ったというチャリティーイベント「May Be あさひかわ 
チャリティーイベント」が、去る 3/11に、ロワジールホテル旭川で開催されました。
私も顔を出させて頂いたのですが、大変盛況でした。もちろん、守成クラブの仲間も沢山いらしてましたよ。
ということで、山岸さん本人からの熱いメッセージをどうぞ！！（島部）


