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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本日の例会は70名ちょっとと少し参加者が少ない例会となりましたが、出席だった方が
急用や所用、体調不良でお休みになったり、遅れてから参加される方もいらっしゃると聞
いています。私も先週から風邪で喉の調子が悪かったのですが、やっと声が出るまでに回
復いたしました。それから、本日はいつもより小さい会場となりましたが、これは参加者が
少ないからということではなく、グランドホテルさんの事業の関係でこちらの会場になりま
したことを付しておきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
新たな連絡があります。先月の例会で新しい世話人体制について連絡をさせていただ
きましたが、昨年度の例会活性化委員長でありました高橋富士子さんですが、おかだ紅
雪庭の運営が多忙を極めており、皆さんにご迷惑をお掛けできないとのことで世話人を
辞されるという申し出があり、これを了承いたしました。例会の運営につきましては金田委
員長に代行していただき、昨年からの引き続きの世話人で運営されていていることをご報告いたします。
また、現在世話人会で検討していただいているのですが、旭川クラブを6つの組に分けた組織づくりを行ないたいと考えて
います。組長さんを中心に月ごとに例会を運営していただくなど、皆さんそれぞれに役割を担っていただき、全員が参加して
いただける守成クラブであり、より密接な人間関係を築き商売に繋げていただきたいということを考えています。詳細につき
ましては随時お知らせしていきますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
それから先月の例会でもお話させていただきましたが、旭川クラブも冊子「守成クラブを宝の山にするために」を会場運営
の基本として皆さんと共に会場運営を行なっていきますが、冊子の4項目目に『「法人経営者」の会であることを徹底！』とあ
ります。誤解の無いようにご説明したいのですが、守成クラブの入会資格は「中小企業の経営者およびそれに準ずる方」とい
う規定となっています。既に入会されている会員さんについては全く問題ないのですが、旭川クラブの今後の入会資格として
は「法人経営者」を中心にということで少し厳しくしていこうという解釈です。ただ個人で仕事をされている方でも、同業種の
方がいなければ旭川クラブにとって良い場合もあります。個人の方をお誘いする場合には全体のバランスを考えてお誘いいた
だければと思いますし、判断に迷う場合には事前に事務局や世話人にご相談いただければと思います。
最後になりますが、先月の例会でたくさんの資料が置き忘れされていたと聞いております。あとで事務局より連絡があるか
と思いますが、広報誌＜re：cab＞やチラシ、資料の入った封筒など、置き忘れのないようにご注意をお願いいたします。
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。

『6つの組長を中心とした全員参加型のクラブ運営を検討しています！』2012年6月11日例会にて

今回、旭川名物“新子焼き”の会の記事を掲載していただき、有難うございます。
今までの人生の中であり得なかった、とても大きな役を仰せつかりとても不安
ですが、これをきっかけに旭川の焼鳥も“らんまん”も飛躍できるよう頑張ってい
きたいと思います。
守成クラブ旭川も、小滝代表を中心に新たな取組であるチーム制という新しい
体制にチャレンジすることになります。まずは、チームの仲間と仲良くなり、守成
クラブ旭川と皆様が飛躍できるよう頑張っていきましょう！ （らんまん丹野香織）

編集後記 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
　未　定　□ レディースランチ会
8/  6（月） ○ 第121回例会（GH）
　未　定　□ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館
　未　定　□ レディースランチ会

7・8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
3名
3名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

66名
3名
4名
73名

（79）
（1）
（1）
（81）

8月 第121回例会のご案内です。
日時：8月6日（月） 18:30～
場所：旭川グランドホテル
出欠のご連絡をお忘れのないよう
早めのご返答のご協力をお願いい
たします。多数のご参加をお待ち
しております。

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 

旭川（80）
札幌南（90）
札幌北（120）
釧路（200）
苫小牧（60）
帯広（140）
函館（50）
札幌東（120）
北見（100）
苫小牧青蓮（開設）
札幌西（60）
西いぶり（40）
札幌（130）
旭川みらい（20）
札幌創真（50）
札幌アンビシャス（開設）
函館みらい（開設）

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）
7/13（金）
7/17（火）
7/17（火）
7/18（水）
7/19（木）
7/23（月）
7/24（火）
7/27（金）

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～ ロイトン札幌　札幌市中央区北 1西 11-1
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18：30～ 苫小牧ニューステーションホテル　苫小牧市表町 5-7-1
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
17：55～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18：30～ 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
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
17：55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

札幌南（90）
苫小牧（60）
旭川（80）
帯広（140）
札幌北（120）
北見（100）
函館（50）
札幌東（120）
釧路（200）
旭川みらい（20）
札幌（130）
札幌西（50）
西いぶり（40）
札幌創真（50）
札幌アンビシャス（ ）
函館みらい（ ）
苫小牧青蓮（ ）

8 / 1（水）
8 / 2（木）
8 / 6（月）
8 / 6（月）
8 / 7（火）
8 / 7（火）
8 / 8（水）
8 / 9（木）
8 / 9（木）
8/16（木）
8/21（火）
8/21（火）
8/21（火）
 未定
 未定
 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～ 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 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～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18：30～ ベルクラシック函館　函館市梁川町 4-11
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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
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
18：20～ 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～ ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3

【8月】

＊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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8月例会のご案内 『 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☆

【7月】



レディースランチ会フレンドランチ会
6/18（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10名でしたが、勝田
さんが初参加でいらっしゃいました。
事前連絡無しに参加できるフレンドラ
ンチ会ですので、皆さんも気軽にご参加くださいね。
さて、いつものフレンドランチ会の始まりでしたが、いつもと決定
的に違うことに気付きました。なんと、大雪地ビール館さんのラ
ンチメニューが刷新されていたのです。夜のメニューも大幅に変
わったということで、近日中に夜のメニューをチェックせねばと感
じたところです。
肝心のフレンドランチ会での話題ですが、自分の座った席の近辺
で他会場の話しを聞かせていただく機会がありました。山上さん
より西いぶり会場に参加してみて感じたことなどをお聞かせいた
だき、改めて実際に自分自身も他会場に参加して体験しなけれ
ばという気持ちになりました。今年こそはもっとアグレッシブに行
動できるよう取組んでいくぞ！と意気込みアップとなりました。
今回は「鯖の竜田揚げ定食」をいただいた西村でした。（文：西村）
参加者情報（10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）、伊藤さん（ラッツ・994）上林さん（インテッ
ク）、武田さん（旭川シリカ）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、近藤
さん（遊きりん）、丹野さん（焼鳥らんまん）、勝田さん（ダイアナ）、
西村（アイエーシー）（順不同）

6月26日（火）12:00より喫茶＆スープ
カリーのお店「ふわわ」（3条8丁目左6
号サンライズビル2Ｆ）にてレディース
ランチ会が行われました。
定休日でしたが私達のためにお店を
開放して下さいました。
スープカレーのお味はコクがあってマ
イルド、とってもオイシイ♥♥
この日の暑さも、美味しいスープカレーのお陰で身体も心も
シャッキと元気になりました！
フルーツやコーヒーのサービスも頂いて、沢山ご馳走様でした。
初参加の藤盛さんも加わって、世代の違う女性がワイワイと賑や
かでした。
例会にはない女性だけの親近感があり、自社ＰＲと美味しいラン
チに是非ご参加下さ～い！
次回はレディースナイト会　7月24日（火）ＰＭ7:00～
場所はターミナルホテル7Fビアガーデン（宮下通り７丁目）です。
普段ランチ会に来られない方もナイトでお会いしましょうね。
楽しみにしております。（文：久保村）
参加者情報（11名）・・・相澤さん（彩暮）、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）、菊地さん（額
縁のピカソ）、児玉さん（こだま工房）、近藤さん（フォトステージ遊
きりん）、清水さん（地酒のまるしん商店）、丹野さん（らんまん）、
藤盛さん（アロマルームＨＥＲＢＡ）、久保村（山新久保村）（順不同）

皆さん、こんにちは。新崎食品の村田鉄男です。
前々回の守成クラブの例会前でしたでしょうか、突然小滝代表が声をかけて下さったんです！ 「あ！ 村田さん！ どうもお疲
れ様です～♪ 東川の生活、というか、守成クラブはもう慣れました？」やはり上に立つ方というのは、一人一人に気配り目配り
が行き届くようで、こんな冴えない私にでさえ気遣いの言葉をかけて頂き、驚きと共に嬉しさが込み上げてきました！ 「は
い！ お陰様で皆さんにも顔と名前を少しづつ覚えてもらっているようで、本当に感謝しています♪」と私が答えると.「アハハ
～ッ♪ だったらもっと感謝して～☆」と、小滝代表からジョークで返して頂いたのです！
ウケるウケないは別にして、これで少しは守成の仲間として認めて頂いたんだと思うと、更に嬉しくなりました！ただ小滝代表
はお話をしながらも、しきりに手を気にされていたので、どうしたのか？ と聞いてみたら「あ！ これ？ アハ～♪ ネイルケアを
してもらったんだけどピッカピカでしょ！」と自慢げに、ピカピカの爪を見せてきたのです。
私はネイルケア＝男性というイメージがなかったので少しけげんそうな表情で居ると
「村田さんはさぁ、見た目がほら、ね～？、、、だからせめてネイルケアでもしたらいいんじゃない？」
チビ・ハゲ・デブに関しては、十分に承知しています。でも核心を突く言葉を
言わない事が、逆にダメージを増幅させ、先ほどまでの嬉しさと感謝の気持ち
が消えた瞬間でもありました。ただ、本当にキレイな爪だったので、誰にネイ
ルケアをしてもらったのかを聞くと「え～とね、岡本さん！ うちの娘と同い
歳の！ じゃあ！」と、連想クイズのようなヒントだけを言い残し、会場に消えて
いったのです。
「ネイルケア」「岡本さん」「娘さんと同い歳」この３つのヒントを元に、その日
の例会で探してみたら・・・見つかりました！ イオン旭川永山店に入っている
ネイルスタイルさんだと判明したんです！ そして岡本さんは、ネイルスタイル
さんのスタッフさんだという事も！ そこで男性がネイルケアに行って、本当に
恥かしくないのか、という事をオーナーの高橋さんに聞くと、結構男性のお客
さんも来るし、ハンドマッサージのコース(￥１０５０) もあるので大丈夫、との
事でした。
ハンドマッサージはアロマオイルを使ってのマッサージなので、香りでもリ
ラックスできるし気持ち良さそうなので、後日ネイルスタイルさんに行ってみ
たんです！ でも入る前はドキドキです！ 「もし女性しか居なかったら、どうし
よう？！」入ろうか入るまいか。１０分くらい悩み抜いて、そして
意を決して入ろうとしたら、何と、ケーブルテレビの猿田さんが
ネイルケアをしてもらっていました！ 本当に男性のお客さんも
気軽に利用できるお店だったんです♪ そして私はハンドマッ
サージをしてもらいましたが、本当に気持ち良くてリラックス
効果もあり、特に男性の方にはオススメですよ♪ ネイルスタイ
ルさんは、男女関係なく利用できる素敵なお店でした☆（鉄男）

＜鉄男の守成つぶやき日記＞

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

Ｎａｉｌ ｓｔｙｌｅ 
店長　高橋 亜希 

旭川市永山３条１２丁目
イオン旭川永山店内１階 
080-1878-9422スタッフ  岡本さん

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 6月11日例会より

イー・アィ・テック株式会社
代表取締役　石田 八郎

旭川市2条通18丁目866-2
TEL 0166-39-2868　FAX 0166-39-2869
HP http://www.refore.net/

ＭＤＳ株式会社 旭川センター
取締役センター長　南　和寿

旭川市東光4条1丁目1-26
TEL 0166-74-5637　FAX 0166-74-4461

オフィス・プラン株式会社
常務取締役　大路 欣正

旭川市豊岡12条7丁目1－2ウィズビル1F
TEL 0166-74-3158　FAX 0166-38-5170
HP http://www.office-plan.co.jp/

緑バッチ貸与

SHOT&LIVE BAR　INSPIRE
オーナー　高岡 和正

旭川市4条通6丁目吉竹ビル5号館2Ｆ
TEL 0166-24-0025

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。

がんばれ盾 赤バッチ貸与

旭川で古くから親しまれている「新子焼き」をご存知でしょうか？
若鶏の半身焼きのことを言うのですが、この「新子焼き」を売り出そうと飲食店などが合同で「旭川名物＜新子焼き＞の会」を設立さ
れました。6/14（木）加盟 11 社での設立総会が開催され、会長には守成クラブの仲間である「焼鳥らんまん」の丹野香織さんが就任
されました。丹野さんに話しをお聞きしたところ、数年前より新子焼きの会を設立したいという夢を抱いており、守成クラブの仲間にも
話しをしていたとのこと。この度、多くの方が賛同してくださり、小滝畜産の小滝さん（小滝代表）に監査の役に、また、デザインスタジオ
オザキの尾崎さんに、のぼりや店舗の案内マップをデザインしていただくなど、「守成クラブの仲間の協力があって夢の第一歩が踏み出
せた。」と丹野さんは話してくれました。以下に丹野さんのコメントを掲載します。皆さん、応援をよろしくお願いいたします。

「新子焼き」って何？ というお客様の一言がキッカケで、「新子焼き」の
ルーツを調べようと思い立ちました。
「らんまん」は私の代で三代目ということもあり、子供のころから慣れ親しんだ料理
である「新子焼き」を知らないことを不思議に思い調べてみました。すると旭川以
外の地域ではメジャーではないということを知り大変驚きました。旭川の方でも知
らない方がいらっしゃると思います。串に刺している焼鳥とは違う新子焼きの
ジューシーな美味しさ、仲間と分け合いワイワイと食べる楽しさをもっと知って欲
しい！ 道内外の方にも旭川の名物である新子焼きの美味しさと醍醐味を知って欲
しいという思いから、この度「旭川名物＜新子焼き＞の会」を発足しました。
会長としてはとても非力な私ですので、皆様のご支援ご協力をいただきながら
「新子焼き」をとおして、地元旭川のPRに貢献できれば良いことと考えています。
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。　（焼鳥らんまん　丹野香織）

 「旭川名物 “新子焼き”の会」設立される！

先月の例会で代表から話しがありましたが（今月号の代表コメントをご参照ください。）、旭川クラブを6 つのチームに分け、チー
ムリーダーを中心とした「全員参加型」のクラブ運営、「より密接な人間関係を築き商売に繋げる」という目的を実現すべく世話
人会で検討させていただき、以下のとおりチーム分けをさせていただきましたのでご報告いたします。
【チーム分けの目的】
1. 守成クラブの基本ルール、考え方の啓蒙
2. 例会運営を通して、お互いに信頼の出来る公正な取引の示唆
3. 市場活性化（会員拡大）に対する意識の向上
【チームの構成】
1. 例会運営を担う6つのチーム（基本的に全会員が所属）
　名称（愛称）：きずな・ゆめ・美羽・きせき・きぼう・そら
2. 専科チーム ～ 情報共有・運営バックアップ、事務局運営
＊別途「re:cab」制作委員会もあります（委員長：西村）

【リーダー　チーム名　例会担当月】
金田(信)　きずな　　　　8月： 8/ 6( 月) 
澁谷　　　ゆめ　　　　　9月： 9/10( 月) 
吉尾　　　美羽（みう）　10月：10/15( 月) 
藤原　　　きせき　　　11月：11/12( 月) 
伊藤( 勝)　きぼう　　　12月：12/10( 月) 
西村　　　そら　　　　　1月：  1/16( 水) 
専科チーム ～ 小滝代表、島部、堀、梅野
＊各チームのメンバー構成は、挟み込みの別紙のとおりです。

守成クラブ旭川 6つのチーム分けによるクラブ運営について


