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。
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道内各地区例会日程（ ）参加予定数
札幌南（90）
旭 川（80）

5 / 2（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
5 / 7（月）18：30 〜 旭川ターミナルホテル 旭川市宮下通 7 丁目

帯 広（140） 5 / 7（月）18：28 〜 帯広東急イン 帯広市西 1 条南 11 丁目 2
釧 路（200） 5 / 9（水）18：30 〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町 2-5
函 館（60）

5 / 9（水）18：30 〜 ベルクラシック函館 函館市梁川町 4-11

苫小牧（60）

5/11（金）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

札幌東（180） 5/10（木）17：55 〜 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） 5/10（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）

5/15（火）18：20 〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似 1-3-3-6

西いぶり（40） 5/15（火）18：30 〜 ホテルサンルート室蘭 室蘭市中島町 2-28-6
北 見（100） 5/17（木）18：30 〜 ビッツアークホテル 北見市北 2 条東 4 丁目 7

旭川みらい（20）5/18（金）17：55 〜 ロワジールホテル旭川 旭川市 7 条通 6 丁目
札 幌（140） 5/23（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

【6月】

帯 広（140） 6 / 4（月）18：28 〜 帯広東急イン 帯広市西 1 条南 11 丁目 2
札幌南（90） 6 / 6（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
苫小牧（60）

6 / 7（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

旭 川（80）

6/11（月）18：30 〜 旭川グランドホテル 旭川市 6 条通 9 丁目

函 館（60）

6/13（水）18：30 〜 ベルクラシック函館 函館市梁川町 4-11

釧 路（200） 6/12（火）18：30 〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町 2-5
札幌西（50） 6/13（水）18：20 〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似 1-3-3-6
北 見（100） 6/14（木）18：30 〜 ビッツアークホテル 北見市北 2 条東 4 丁目 7
札 幌（140） 6/19（火）17：55 〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南 7 条西 1 丁目 12-7
札幌東（180）
札幌北（100）

【未定】
【未定】

西いぶり（40） 【未定】
旭川みらい（20） 【未定】

＊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。

２部会に参加しませんか！
1月より始まりました例会後に開
催される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。

編集後記
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守成クラブ旭川 事務局
〒070-0031
旭川市1条通15丁目345-1 サンフレンズ１條102号室
エイエステック（株）内
電話:0166-25-7410 FAX：0166-25-7411
＊電話・FAXは5/15開通予定です
E-mail info@syusei.biz ＵＲＬ http://syusei.biz/

編集発行
守成クラブ旭川広報委員会

ＵＲＬ http://syusei.biz/

代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
４月に入りましたが、旭川ではまだまだ雪が多く、春の実感が湧かないのですが、
東京では桜が開花しているようです。少しずつ着実に春が近づいているようですね。
◇
本日は、皆さんに、報告をさせていただくことがございます。
先日に道連（※守成クラブ北海道連絡協議会）より、旭川にもう一つ別の会場を設
立するとの連絡がありました。新設会場名は「旭川みらい会場」。第１回目の会合
が、この4月20日に予定されているとのことでした。
守成クラブ旭川 代表
その件について、道連の方にこの場で説明いただこうと考え、今例会への出席をお
小滝畜産（株）代表取締役 小滝 達也
願いしておりましたが、どうしても都合がつかないということで、先日私の方で、道連
の平川会長にお会いして、経緯などをお聞きしました。
新会場設立の理由ですが、皆さんの手元に毎月届いている小冊子『守成クラブ』にも書かれている通り、守成クラブ
全体の活性化を狙って地方都市にも第2・第3の会場を、どんどん作って行くという守成クラブ本部の強い意向だとのこ
とです。
例えば、札幌では、当初は一箇所だった会場が、札幌東・札幌西札幌と、複数の会場に分かれることにより、各会場
が活性化。それまで、150社程度で頭打ちだった会員数が、現在は札幌地区全体で1,000社を超えているとのことでし
た。札幌地区では更に年内に新会場を設立することも検討されているようです。
このような状況が、この旭川でどこまで再現できるかは、わかりませんが、道連が中心となって行っている事業です
し、その「旭川みらい会場」が、軌道に乗るまでは、我々旭川会場とは関わりを持たない、という方針だとのことですの
で、我々としては静観するしかありません。そして私は、その「旭川みらい会場」が、軌道に乗った際には、お互いに商売
が出来るようになれば、良いと思っております。この件については、私がしっかりと状況を把握しておりますので皆さん
は、今まで通りこの旭川会場の活性化に取り組んでいただきたいと思います。
先月にも話をしましたが『会員拡大』とは『我々の顧客拡大』です。会員拡大がビジネスチャンスに繋がり市場も大き
くなって行くことは間違いありません。その意識を持って、会員拡大に取り組んで行きましょう！
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、実りある例会となるように、志を持って仕事をして頂
きたいと思います。

5 May

ＧＷ明けの初日が例会ということで、お休みだった方もお仕事だった方も、大変お疲れのことと存じます。
例会へのご出席ありがとうございます。
今月も無事に守成クラブ旭川広報誌「re:cab」を発行することができ、ほっ としています。
新年度になり、
「re:cab」の制作に関して充分な打合せの時間が取れない状況となっていますが、皆さんのお役に
立てる広報誌を目指し、誌面の充実をより一層図っていきたいと考えています。
「re:cab」については、皆さんにクラブの連絡事項をお知らせする媒体であるとともに、皆さんに参加していただけ
る広報誌へと成長させたいと願っています。今後とも、よろしくお願いいたします。
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『我々の "旭川会場" で、しっかりと "顧客拡大" を推進して行こう！』 2012年4月9日例会にて

準会員

【5月】
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西村

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。
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6 June

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

SUN

3

MON

4

TUE

5

WED

6

THU

7

FRI

SAT

1

2

8

9

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

5/ 7（月）○ 第118回例会（TH）
5/13（日）● 全国大会
5/14（月）□ フレンドランチ会
大雪地ビール館
5/15（火）□ レディースランチ会
炭火焼肉 哲人（てつじん）
5/22（火）○ 世話人会 ときわ市民ホール
6/11（月）○ 第119回例会（ＧH）
6/18（月）□ フレンドランチ会
大雪地ビール館

現在の会員数
会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

159名
109名
50名
2名
0名

先月例会出席報告
正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合
計

（）
内は先々月

71名（70）
0名（3）
2名（2）
73名（75）

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。
事務局委員が変わりました。 島部 080-4040-4131、090-1387-4131 堀 090-9085-9055 早坂 090-2692-2341

フレンドランチ会

表彰・バッチ貸与

2012 年 4 月 9 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。

赤バッチ貸与

緑バッチ貸与

エルム美容室
代表 内田 学

焼肉 matahari terbit
オーナーソムリエ 入江 裕希

旭川市宮下通９丁目 キタノビル
TEL 0166-25-3545

旭川市3条6丁目ユニバーサルビル1Ｆ
TEL 0166-73-5709 FAX 0166-73-5706

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。
緑バッチ貸与

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 多花木
代表 勝田 みき

旭川市1条5丁目 藤グリーンビル1001号
TEL 0166-26-8230 FAX 0166-26-8250

緑バッチ貸与

Rakuu
院長

森

真行

レディースランチ会

4/16
（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
月の参加者は14名。賑わいあるフレン
ドランチ会でした。
当日、島部さんからFacebookにフレ
ンドランチ会のアナウンスの投稿があり、
うっかり忘れていた私
だったのですがギリギリで参加することができました。この場を
借りて
「ありがとうございました。<(̲ ̲)> 」
こういうアナウンスの
あり方もとても効果的なことなので、
FB登録者だけになりますが
引き続きアナウンス手法として検討したいところですね。
さて、今月のフレンドランチ会ですが、札幌から娘さんの挙式帰
りに吉尾社長が立ち寄りで参加されました。娘さんとバージン
ロードを歩いて号泣されてきたという話しもあり、和やかな雰囲
気で皆さんとランチを共にすることができましたよ。
仕事の話しはもちろん、
会員さんの近況や人柄を知ることのでき
る場にもなっています。是非、
足を運んでみませんか。
（文：西村）

４月のレディースランチ会は、17日に
「おかだ紅雪庭」
さん
（旭川
市5条通16丁目）
で行いました。
旧岡田邸200年財団
（代表理事：高橋冨士子さん）
が中心となって
「旧岡田邸」
の動態保存を目指して活動してきた邸宅ですが、
昭和
初期の建物を長く後世に伝えたいという思いが結集され、蕎麦・
日本料理・お酒が楽しめるお店に生まれ変わりました。
そんな空間の中でゆっくりと時間が過
ぎて行き10名の方々と情報交換をしな
がら、元ウインザーホテルの斉藤さん
がつくられているという
「九割手打ち蕎
麦」
をいただきました。
とても喉ごしが良く美味しかったです。
皆さんも一度味わってみて下さいね！
次回は、
5月15日に
「炭火焼肉 哲人
（てつじん）
（
」オーナー：会員
の高橋千春さん）
旭川市豊岡12条6丁目2-2
（電話35−2929）
で
行います。
レディースの皆さん、
是非ご一緒しましょう。
（文：清水 地酒のまるしん商店）

参加者情報（14名）・・・山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、石田
さん（イーアィテック）、島部さん・島部恵子さん（エイエステック）、
武田さん（旭川シリカ）、上林さん（インテック）、吉尾さん（アサヒ
通信機）、嵯峨さん（プラス１）、川辺さん（北日本機械）、児玉さん
（こだま工房）、近藤さん（遊きりん）、江口さん（HWS Clover）、
丹野さん（焼鳥らんまん）、西村（アイエーシー）
（順不同）

参加者情報（10 名）
高橋さん（美容室 結 ）
、丸山さん（美容室 Salond Bouquet）
、
児玉さん（こだま工房）
、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）
、高橋
さん（Nail Style）
、柳原さん（ゆう美堂）
、久保村さん（山新 久
保村）
、清水（地酒のまるしん商店）
（順不同）

旭川市緑町23丁目 イオンモール旭川西2F
TEL 0166-50-2225 FAX 0166-50-2225

＜鉄男の守成つぶやき日記＞
事務局委員会

委員会からの
お知らせ

今期より、島部（委員長：エイエステック株式会社）・堀（株式会社 翔輝）・早坂（ガイネット）の
3名体制で取り組んで行くことになりました。
不慣れで至らないこともあるかと存じますが、スムースな会場運営に尽力すべく、頑張りますので、皆様のご協力・
ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします！
ご意見・苦情があれば
どんなことでも遠慮なく
私までご一報下さい！（堀）

＜事務局新住所＞
〒070-0031

旭川市1条通15丁目345−1

守成クラブ旭川の円滑な
運営を目指します！（早坂）

サンフレンズ１條102号室

エイエステック株式会社内
電話：0166-25-7410

FAX：0166-25-7411（5/15開通予定）

＊例会出欠回答のＦＡＸ番号も変わりますのでご注意下さい！
Mail：info@syusei.biz（従来と同じです）

＜携帯電話番号＞

島部：080-4040-4131
繋がらない場合は 090-1387-4131
堀 ：090-9085-9055
早坂：090-2692-2341

新年度の世話人です。よろしくお願いいたします！
顧 問
監査役
代 表
世話人

(株)丸金金田自動車 金田和鐘 委員会の紹介を次号以降の〈re:cab〉で
(株)柳沼 柳沼雅彦
紹介していきます。
(株)小滝畜産 小滝達也
(有)旭川タイヤサービス 澁谷崇央
(株)タックスカネタ 金田信貴
(株)ラッツ・９９４ 伊藤勝治
旭川ケーブルテレビ(株) 猿田隆司
ヘアー＆フェイスサロンカンノ 菅野美加 (株)ほくしん 間所俊哉
(有)プラス.１ 嵯峨 学
(有)アサヒ通信機 吉尾悟志
東鷹栖十線郵便局 小西義信
フラワーショップＢＬＯＯＭ 吉本真澄
エイエステック(株) 島部雅央
(株)北雄プランニング 梅野敏雄
(株)アイ・エー・シー 西村公艶
和のみ 菅野雅文
(有)健康堂薬品 藤原直樹
喫茶＆スープカリーふわわ 伊勢ヒロ子
ガイネット 早坂琢弥
イー・アイ・テック(株) 石田八郎
(株)翔輝 堀 義孝
(株)インテック 上林和弘
(株)彩暮 相澤元恵

例会の出欠回答は
お早めにお願い致しますね
（島部）

『 守成クラブを宝の山に
するために 』
を販売中！

昨年に刊行された「全連・三役会 推薦！」
「全
会員必携・必読！」という冊子『守成クラブを
宝の山にするために』を販売中です。
（文庫サ
イズ・24ページ・300円）
旭川会場の世話人会でもこ
の 冊 子 の内容を『守成クラ
ブの考え方の 基 本』と認 識
し、旭 川会 場を 運営してい
く上での "道標" とする、と
いうことで意見が一致して
おります。
是非、会員の皆様にも、内容をご理解頂き、
旭川会 場の発展に繋げるべく、購入をお願
い致します！
☆購入に関するお問合せは、事務局まで☆

皆さん、こんにちは。新崎食品の村田です。
私, 新崎食品東川工場の工場長として赴任してきて、早３ヶ月になりました。ようやく生活にも慣れましたし、せっかく工場長
に昇格したので、何か昇格記念になるようなものはできないかな？と思い、小滝代表に相談してみたら「え？ 記念の物？ 別
に要らないんじゃない！ アハハ〜」愛想笑いもできません。
「そうだなぁ・・・あ！ キーホルダー！ じゃ！」ッーッーッ。相変わら
ず何の情報も与えてくれません。
そこで先月例会で幸せの黄色いゴミ袋を販売していた山内ビニー
ル加工㈱の山田さんに相談してみたら「キーホルダーなら、うちで
もできますよ♪」と言って、翌日には、早速見積もりも持って来て頂
き、そのフットワークの軽さに感謝感激でありました！
キーホルダーにはそのまま私の写真を、とも思いましたが、それは
さすがに恥ずかしかったので、写真を基にしてイラストにしてみよう
と思いましたが、誰に相談して良いのか分かりません。そんな時には
やはり小滝 代 表に相 談する訳 で「え？ イラスト？ ゲン ちゃん！
じゃ！」ッーッーッー同じ過ちを繰り返してしまいました。
それから気を取り直して山田さんに聞いてみたら、そのゲンちゃん
という方はグラフィックデザイナーでカギカッコ「」の代表の弦間さ
んの事で、相談をしてみたら快諾してくださり早速私の写真をイラ
山内ビニール加工㈱
デザイン事務所カギカッコ
ストにして頂いたのです。
営業部次長 山田 裕幸
代表 弦間 信
そして出来上がったキーホルダーがこちらです。実物よりもかなり
旭川市永山4条11丁目1-22
旭川市4条19丁目寺島ビル1Ｆ
イイ男に描いてもらって、ちょっぴり照れます♪ それに私は見た目
ＴＥＬ 0166-48-2821
ＴＥＬ 0166-73-6027
には自信はありませんが、背中だけはちょっとだけ自慢なんで、背中
メインのイラストが嬉しいです☆
後日お礼かたがた山田さんとお会いして、色々とお話をさせて頂き
ましたが、年齢が近い事もあり共通項も多く、本当に楽しい時間を
過ごすことができました。それと山田さんは、すぐに謙遜される方で
「いやいや私なんか」とおっしゃるので、私も「いや
いや、五十歩百歩ですよ」と返すと「私は百歩も歩
けません」と飛び切りのジョークで切り返される、
ウイットに富んだとても面白い方でした！
最後には女性のタイプの話題でも盛り上がったん
ですが山田さんに好みの女性のタイプをお伺いし
たら「ルリちゃん♪ 浅丘ルリ子♪」渋すぎます。
更に続けて「でもね？ 本命は野際陽子！」
守成の皆さんから愛される理由が分かりました。
（鉄男）
http://muratatetsuo.blog.fc2.com/

