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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
5月連休明けのお忙しい中、ご出席ありがとうございます。
最近の出来事ですが、守成クラブの会員ではありませんが旭川の老舗企業が倒産
されました。老舗企業であっても厳しいことに変わりありませんし、個人的にとても残
念に感じています。皆さんには守成クラブを大いに利用していただき、より多くのご商
売に繋げていただきたいと強く思うところです。
さて、先月の21日（4/21）、守成クラブの全道代表者会議に出席してきました。今後
の守成クラブの方向性を統一していこうという呼びかけのもと、全道の代表者の集ま
る会議が開催されました。その中で、本部で発行された「守成クラブを宝の山にするた
めに」という冊子があるのですが、その中に記載されている9つの項目（方針）を理解
し、各会場を運営していきましょう。という内容で、議論、意見交換がなされました。
「守成クラブを宝の山にするために」は、昨年発行された冊子なのですが、代表と
して趣旨を理解できていない状態で皆さんへ周知することができていませんでしたが、今後は旭川会場においても「守
成クラブを宝の山にするために」を会場運営の基本とし、皆さんと共に会場運営を行なっていきたいと考えています。
当初、その冊子である「守成クラブを宝の山にするために」を皆さんに無償でお配りしようとも考えたのですが、世話
人会にかけて検討した結果、1冊300円でご購入いただこうということに決定いたしました。必ずご購入いただきたいもの
ですので、何卒、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
今後、「守成クラブを宝の山にするために」を守成クラブの考え方の基本として旭川会場においても運営を行なってい
きますが、内容についてはタイトルだけを見ると誤解が生じる可能性がありますので、1項目ずつ咀嚼して丁寧にご説明
をさせていただき、皆さんにご理解いただけるようにしてきたいと考えています。
例として、1項目目に会員拡大についての記載があるのですが、以前からお話しさせていただいているように会員拡大
のための守成クラブではありませんが、会員が少なくなればマーケットが縮小してしまいます。会員を顧客に置き換え、
顧客拡大によりマーケットを大きくし、それぞれの会員さんがより多くのご商売に繋げられるようビジネスチャンスを拡げ
ていくために会員拡大が必要である。そのような考え方とご理解いただき、タイトルだけを読んで誤解されないようにし
ていただきたいと思っています。
それでは、今日も一日、皆さん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。
本日もよろしくお願いいたします。

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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※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。
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

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。

『「守成クラブを宝の山にするために」を道標として旭川会場を運営していきます ！ 』2012年5月7日例会にて

5/29（火）旭川ターミナルホテルで開催されたイベント「ブラッシュアップ」に参
加してきました。今年で3回目の参加ですが、守成クラブ以外のお店や会社さん
と一緒にイベントをするのは、とても新鮮で刺激も受けて楽しかったです☆
ただ、今回は日中の来場者が少なくて、営業的には苦戦しましたが、夜の部は
120名ほどの来場があり、とても賑やかに終える事ができました！
個人的には血液型相性診断のブースを出展していて、こちらは毎回多数の方
が利用して頂き、とても喜んでくれていたので良かったですよ♪

編集後記 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
6/26（火） □ レディースランチ会
                    喫茶＆スープカリー「ふわわ」
7/  4（水） ○ 第120回例会（TH）
7/11（水） □ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館

6・7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

159名
108名
51名
1名
1名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

79名
1名
1名
81名

（71）
（0）
（2）
（73）

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。

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 
【6月】
帯　広（140）
札幌北（100）
札幌南（90）
苫小牧（60）
旭　川（80）
釧　路（200）
西いぶり（40）
札幌創真（開設）
札幌西（50）
函　館（55）
北　見（100）
札幌東（180）
旭川みらい（20）
札　幌（130）

6 / 4（月）
6 / 5（火）
6 / 6（水）
6 / 7（木）
6/11（月）
6/12（火）
6/12（火）
6/12（火）
6/13（水）
6/13（水）
6/13（水）
6/14（木）
6/15（金）
6/19（火）

18：28～　とかち館　帯広市西 7条南 6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～　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
18：30～　釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18：30～　ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
18：00～　シェラトンホテル札幌　札幌市厚別区厚別中央 2条 5丁目 5-25
18：20～　ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18：30～　ベルクラシック函館　函館市梁川町 4-11
18：30～　ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
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
17：55～　ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6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

【7月】
旭　川（80）
札幌南（90）
札幌北（100）
釧　路（200）
苫小牧（60）
帯　広（140）
函　館（60）
札幌東（180）
北　見（100）
札幌西（50）
西いぶり（40）
札　幌（130）
旭川みらい（20）
札幌創真（　）

7 / 4（水）
7 / 4（水）
7 / 5（木）
7 / 5（木）
7 / 5（木）
7 / 9（月）
7/11（水）
7/12（木）
7/12（木）
7/17（火）
7/17（火）
7/18（水）
　【未定】
　【未定】

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
18：20～　札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5丁目
18：30～　釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
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
18：30～　函館パークホテル　函館市新川町 29-15
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
18：30～　ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
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
17：55～　札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7

＊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。

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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２部会に参加しませんか！

雨
月
恋
路

『 守成クラブを宝の山に
 するために 』を販売中！
『 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☆



レディースランチ会フレンドランチ会
5月15日12:00より、炭火焼肉職人
「哲人」（豊岡12条6丁目2－2）にてレ
ディースランチ会が行われました。
守成クラブ会員、高橋様（ブルーマリ
ンオーナー）が経営されているお店で
す。普段、昼間の営業はされていない
ということでしたが、今回は特別に開けていただき、昼間からおい
しい焼肉をいただきました。哲人さんには、本当に感謝申し上げ
ます。旭川の醤油を使って、果物だけで甘みを出したというたれ
に、お肉の味は絶品で、おいしい物好きの皆さんには、お薦めの
お店ですよ。参加人数は、8名。伊勢さんのお友達の飛び入り参加
もあり、ランチ会ならではの和やかな雰囲気の中、自社PR、情報
交換が行われました。
ランチ会は例会よりも、ぐっと気軽に気軽におしゃべりのできる場
所です。日頃、頑張っている女性の会員の皆様、自社の宣伝と、息
抜きに、奮ってランチ会にご参加ください。楽しいですよ。　
次回の日時は6月26日（火曜日）12:00～、場所は、喫茶＆スープ
カリー「ふわわ」（3条8丁目左6号サンライズビル2階）さんです。
（文：柳原 ゆう美堂）
参加者情報（8名）・・・近藤さん（フォトステージ遊きりん）、伊勢さ
ん（ふわわ）、駒井さん（ラブミー理美容室）、勝田さん（ダイア
ナ）、児玉さん（こだま工房）、久保村さん（山新 久保村）、清水さん
（地酒のまるしん商店）、柳原（ゆう美堂）（順不同）

5/14（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9名。いつもより参加人
数の少ないフレンドランチ会でした
が、楽しくもあり、時には「へぇー」とい
うような気付きのある話しがあったりと、それはそれで和気藹々
とした中で会話が弾んでいましたよ。
今回の話題として、森田さんより映画の出演が決まったとのお話
しがありました。剣淵町を舞台とした映画だそうで、大地康雄さ
ん、中井貴恵さん、阿部　寛さんなどが出演されるとのことでし
た。来年の今時期に公開される予定とのことで、今から公開が楽
しみです。ちなみに配役は未だ未定とのことでした。
今月のフレンドランチ会もそうですが、世間話から始まる商談が
あったり、出席された方の近況や人柄を知ることのできる場にも
なっています。お一人でも全然気軽に参加できるフレンドランチ
会ですので、是非、足を運んでみませんか。大雪地ビール館のラ
ンチお奨めですよ！ラーメンも美味しいですが、今回は日替わり
ハンバーグランチをいただいた西村でした。（文：西村）
参加者情報（9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）、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）、森田さん（アグレ）、八尾さん（金田
自動車）、近藤さん（遊きりん）、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。
先月のゴールデンウイークでは気温が30℃になったり、連休明けには雪が降ったりと、こちらの気候にはまだまだ驚かされる
事がたくさんあります。
妻の幸子にも「何で桜が咲いたあとに雪が降るのよ！」と責められたので、これは例年の事なのかを東川の地元のデザインス
タジオ・オザキの尾崎社長に聞いてみたんです。「僕の出身の紋別ではね・・・」と、東川とは関係のない土地の話を１時間くら
い聞かされて、最後に「東川でも珍しいよ」と、私の聞きたかった答えを３秒でまとめてもらいましたが、質問する相手を間違っ
たようです。
ただ、私たち家族は、みんな太っていて暑がりの汗っかきですが、さすがに雪が降って寒い日には、体が温まるものを食べたく
なるので、グルメレポーターでもある尾崎社長にオススメのお店を聞いてみました。おでんの話が15 分。ラーメン屋さんの話
が2 軒分で30 分。蕎麦の話が15 分。「ご飯もので温まるものを」と最初に聞いたにも関わらず、最後までご飯もののお店は登
場しませんでした。尾崎社長から聞き出すのは諦めました。でもどうしよう・・・あ！そうです！困った時の小滝代表でした！
早速電話で聞いてみる事に！「あ、ど～も♪小滝です♪　え？体が温まる？　ふわわさん！　じゃ！」 ッーッーッー
尾崎社長とは相反して用件が短くて助かりますが、あまりにも情報
不足すぎます。
でも「ふわわ」さんの名前に聞き覚えがあったので、名刺交換で頂い
た名刺を調べてみると・・・ありました！旭川市 3 条 8 丁目　サンラ
イズビル2Ｆにあるスープカリーのお店で伊勢ヒロ子さんがオーナー
でした！私はスープカリーは食べた事がなかったので、早速お店に
行ってスープカリーの初体験です♪チキンと野菜たっぷりのカレー
を頂きましたが、チキンは柔らかくて、野菜はそれぞれの味がボケる
事なく、ちゃんと主張していて、スープはシッカリとしたコクがあり、
本当に体が温まる美味しいスープカリーでした！
美味しかった、と言うと「嬉しい～♪」と飛び切りの笑顔で喜んでい
る伊勢さんは、とてもチャーミングで素敵な女性でした♪ただ帰り
がけに「あら？村田さんていうお名前でしたよね？私のお友達にも
村田って居るんだけど、親戚か何か？」と聞かれました。
村田という苗字はそんなに珍しくないと思います。
何故苗字だけで親戚つながりになるのか分かりません。
伊勢さんは不思議な魅力の方でした。
あ！忘れておりました！私が東川に転勤になる前までの
ブログのお話が１冊の本になりました！総北海の今さ
ん、アイエーシーの西村さん、カギカッコの弦間さんなど
のご協力を頂き完成した本です。皆さん、どうぞお手に
とってご覧下さいね！宜しくお願い致します☆（鉄男）

＜鉄男の守成つぶやき日記＞

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

デザインスタジオ・オザキ
代表　尾崎 満範

上川郡東川町西11号北30番地
0166-82-6633 

喫茶＆スープカリーふわわ 
オーナー　伊勢ヒロ子
旭川市3条通8丁目左6号
サンライズＢ2Ｆ

ＴＥＬ 0166-27-5353

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。 

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。

2012 年 5月7日例会より

株式会社 小滝畜産
代表取締役　小滝 達也

旭川市旭川市錦町19丁目
TEL 0166-52-2393　FAX 0166-52-2329
HP http://www.kotaki.biz/

アブル株式会社
代表取締役　渡邉 正俊

旭川市永山3条24丁目2番29号
TEL 0166-74-4986　0166-74-4987

緑バッチ貸与がんばれ盾

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。

今年で3回目となるイベント「ブラッシュアップ」が5/29（火）13:00より旭川
ターミナルホテルで開催されました。心と体を磨きたい女性のためのサー
ビスや商品が一堂に集結するというイベントで、守成クラブ旭川の会員
さんも数多く出展され、また、多くの会員さんが来場されていました。
守成クラブ旭川の会員さんからは、司会を森田仁さんが務められ、和の
みさん、くすりの健康堂さん、美容室はやしさん、Salond Bouquet さん、
Nail Styleさん、フラワーショップBLOOMさん、旭川ターミナルホテルさ
んがブースを出展されていました。
夜19：00からのパーティーの部は、「繋がろう、もっと、もっと」と題した東日
本大震災応援パーティーとして開催し、収益の一部を義捐金としてお
送りするとのことです。

【 イベント参加者の声 】
ブラッシュアップには沢山の方に参加していただき、誠にありがとうございまし
た。今年はサロンドブーケの丸山さんと一緒に出展させていただき、ブースでは
美白パックと頭皮チェック、ヘアメイクアドバイスを行い、ご年配の方からお若い
方まで幅広くきてくださり、女磨きをさせていただきました。夜のパーティーで
は、自分も綺麗？ な女性に変身し、女磨きをしてしまいました。綺麗でしょ？（笑）
女性は太陽ですのでいつまでも綺麗に輝いていてほしいです。
本当にありがとうございました。〈アクアフォレスト  林〉
ブラッシュアップに参加し、女磨きをさせて頂きました♪
この私 何をさせて頂いたかと言うと・・・ワンポイント♪ヘアメイク～アドバイス！！
朝イチの方。。 素敵なご年配の女性♪ 色 ブ々ースを見て回り・・遺影の写真を
撮っておきたい・・とアップとメイクをし写真館へ♪ とても喜んで頂いた。
そして二人目の方は 今を写真に残したくてヘアメイク♪ なんだか楽しそう♪
そして・・まだまだメイクの慣れていない若者♪ こんなに可愛くなると喜んでい
る。。。 私 ちょぴり自信がつきました！！ それは子供の頃から鏡は神様と教えられ
て来ました。鏡の前ではウソをついちゃいけないと。 今回 鏡を通さなくても こ
んな私になりたい♪と皆さん言って頂いた事。 始めて会った私に素直にこうし
て欲しいと。。。 本当の美しさとはその人を引き出させる事のように想う。 誰し
も「私なんか・・」って思う部分持っているんです。。。 それを解除出来た時 本当
に嬉しい＼(^o^)／♪ お役に立てた事が嬉しい♪ だから究極 歳を重ねるって
事が益々美しくなる♪ と言う事。。。 女性に生まれて本当に幸せだと思う♪ 
確かな事は大切にされる分だけパワーを注げる。。。 あげまんの底力には愛が
必要♪ 見えないものを大切に出来る♪ 綺麗な言葉を使う♪ 女磨きの旅は続
く(^。̂)y-.。o○ 男性諸君！！美しい女性を連れて歩いて下さいね♪ 何倍にも男
が上がりますよ♪ ありがとう。 感謝。 LOVE(^_-)-☆
〈Salond Bouquet 丸山 真紗恵〉

 「ブラッシュアップ～オンナみがきしたくなる日」

著書にサインを書く
雨月恋路さん

司会者（今は俳優）の森田さんと
Nailstyleの高橋さん

主催者の菅野さんと長い髪を
自慢げに晒すヒデバヤコ

5/13（日）第11回守成クラブ全国会員大会が京王プラザホテル札幌に
て開催されました。全国から350名を超える方々が結集し、旭川会場か
らは10名の方が参加されました。
開会冒頭の創設者からのお話しの中で、「10万社結集！という目標が
滞っている。」「350名の参加人数は少ない、札幌ドームを貸し切るくらい
でないと。」「全連新会長と共に1年で30会場設立を目指す。」「今まで10
年かかったものを3年でやる。（私にはあまり時間が無い...年齢的に）」と
の激が飛ばされました。
また、今年度より全国連絡協議会の会長に就かれた小林会長（大阪）か
らは、「絆を大切にした地域社会」「守成クラブ ジャンプ 2012 → "拡大
と親睦"」をキーワードに、「毎回10社以上のゲストが必須。楽しい例会で
無いと会員になってもらえないし会員も来なくなる。適切な親睦で信頼
関係を築く。そうして活性化していけば100社例会等の数は後から付い
てくる。」とのお話しをいただきました。
我々旭川会場も全連会長が言われるように「例会の充実・信頼関係の構
築」に重点を置いて取り組んできています。さらなる活性化を追求した取
り組みにより、より良いクラブを創っていこうではありませんか。

【 イベント参加者の声 】
先日、札幌で開催された守成クラブ全国大会に出席させて頂きました。
また、ブースも出店し当社オリジナルの味噌ホルモンも販売させて頂き
ました。自分にとっては何もかも初めての体験で戸惑いもありましたが、
本来であれば知り合う接点のない沢山の方 と々名刺交換させて頂き、
味噌ホルモンも予定通りの売上げを確保する事が出来ました。
全国大会に出席して改めて感じた事は、やはり守成クラブは積極的に
自分から参加しなければならないと言う事です。それは通常の例会でも
同じですが…今後も全国大会はもちろん、他の会場にも参加できればと
思います。
また、今回の味噌ホルモンの販売にあたり、ご協力頂いた皆様にこの場
を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
〈ライフリンク 越湖〉

 「第11回守成クラブ全国会員大会」開催される！


