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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
今月号の<re:cab>にも掲載されていますが、旭川名物“新子焼き”の会が設立され、
丹野さんが会長に就かれました。皆さんは新子焼きをご存知だと思いますが、旭川の
名物として、“新子焼き”をご存知ない方々にも広く広まったらいいと考えています。
それと、例会場についてのお知らせがあります。11月より例会場がターミナルホテルか
らロワジールホテルに変わります。10月の例会はグランドホテル、11月の例会はロワジール
ホテルを会場に例会が開催されることになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
それでは、今月も冊子「守成クラブを宝の山にするために」について、お話しをさせて
いただきます。
冊子の8項目目に「お客さん扱いをするな・させるな！」というのがあります。
例会は世話人が中心となって運営されますので、会員さんの中で会費を払って例会に
出席しているのでお客様気分になってしまう人もいるかも知れません。
しかし、守成クラブにお客さんはいません。世話人も会員も同じく商売をする場であり、皆さんの会社を発展させる場でも
あります。ともに仲間として会を発展させていきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先月の例会で守成クラブ旭川を6つのチームに分けて運営したいとお話しさせていただきましたが、各チームリーダー
と6つのチーム分けを慎重に決めさせていただきました。
チームの構成については<re:cab>に入っていますので、ご確認いただきたいと思います。来月よりチームごとに順番に例会
を運営していただくことになりますが、例会を運営するためだけのチーム分けではなく、例会運営をとおして守成クラブの
考え方の理解が浸透してほしいと考えますし、会員同士の距離感が縮まり、より一層商売に繋がればいいと願っています。
また、市場活性化の観点から会員拡大（顧客拡大）にも貢献して欲しいと考えています。
ここで各チームリーダーを紹介しますが、来月よりチームによる例会運営になります。早速、来月は金田リーダーの「チーム
きずな」による例会運営になりますので、よろしくお願いいたします。
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
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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。

『守成クラブは商売する場であり、皆さんの会社を発展させる場です！』 2012年7月4日例会にて

来月催される「地酒のまるしん商店」さん
のイベント情報を今号の誌面に掲載させ

ていただきました。今までは、実際にイベントに顔を出すなどして取
材した様子を記事として掲載してきましたが、初めての試みとし
て事前告知になるイベント案内を掲載させていただきました。
賛否が分かれるかもしれませんが、守成クラブは商売をする会ですか
ら、イベントなどの告知で「re:cab」を利用していただくことも可能
だと考えます。今後は皆様からの意見を参考に検討していきます。

編集後記

8/  6（月） ○ 第121回例会（GH）
8/17（木） □ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館
8/20（月） ○世話人会
　　　　　　　　　ときわ市民ホール
8/21（火） □ レディースランチ会
　　　　　　　　　北の富士本店 櫻屋
9/10（月） ○ 第122回例会（TH）
　　　　　　　　　チームゆめ（渋谷R）

8・9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

160名
106名
54名
4名
3名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

64名
2名
3名
69名

（66）
（3）
（4）
（73）

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 

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）
函館みらい（20）
札幌創真（50）
札幌（130）
札幌西（60）
西いぶり（40）
苫小牧青蓮（30）
札幌アンビシャス（50）

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）
8/17（金）
8/20（月
8/21（火）
8/21（火）
8/21（火）
8/24（金）
8/29（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
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～ 函館ビアホール　函館市末広町 14-12
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～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10
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
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
18：00～ ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
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
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7

札幌南（90）
釧路（200）
札幌北（120）
苫小牧（60）
旭川（80）
帯広（140）
北見（100）
函館（50）
札幌東（120）
苫小牧青蓮（30）
札幌創真（50）
札幌（130）
札幌西（60）
旭川みらい（20）
札幌アンビシャス（50）
西いぶり（40）
函館みらい（20）

9/5（水）
9/5（木）
9/6（木）
9/6（木）
9/10（月）
9/10（月）
9/10（月）
9/12（水）
9/13（木）
9/14（金）
9/18（火）
9/19（水）
9/19（水）
9/20（木）
9/26（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～ 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
18：30～ 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～ 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～ 苫小牧ニューステーションホテル　苫小牧市表町 5-7-1
18：30～ 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
17：55～ 札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6丁目
18：20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
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

【9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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9月例会のご案内

【8月】

西村
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9月 第122回例会のご案内です。
日時：9月10日（月） 18:30～
場所：旭川ターミナルホテル
出欠の連絡を忘れないよう早めのご返答
をお願いいたします。

重要なお知らせ
9月例会は「チームゆめ（渋谷R）」による例会
運営になります。
チームゆめ担当例会では、自社ＰＲ、ちょこっ
とＰＲ、ブースは行いません。
また、新たな連絡事項は仕事バンバンプラザ
御案内にてお知らせいたしますのでよろしく
お願いいたします。



レディースランチ会フレンドランチ会
7/11（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5名と大変少ない人
数でのフレンドランチ会でした。
今回は、いつも早めに来られて早め
に帰られる上林さんの姿も無く、少々
寂しげな感じとなってしまいましたが、少ない人数でも商談があ
りましたよ。大きな声では言えませんが、勝田さんのところでイ
ベントを開催されるらしく、近藤さんに撮影の件で相談されてい
ました。（聞き耳を立てて話しを聞いていたので詳細は不明です
が。。。）
また、山上さんから太鼓チームの話しをお聞きしましたが、夏の
イベント目白押しで忙しくされているようでした。郵便局の小西
さんからは、いつものように沢山の商材チラシで商品やサービス
のご案内をいただきました。
本日のフレンドランチ会は参加人数が多くありませんでしたが、
お昼をご一緒することで、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コミュニケーションの場にもなって
います。お一人でも全然気軽に参加できますので、是非、足を運
んでみませんか。大雪地ビール館のランチをいただくだけでも
参加の価値ありですよ。（文：西村）
参加者情報（5名）・・・山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、小西
さん（東鷹栖十線郵便局）、近藤さん（遊きりん）、勝田さん（ダイア
ナ多花木）、西村（アイエーシー）（順不同）

7月24日（火）19時より、ターミナル
ホテルのビアガーデンにてレディス
ランチ会が開催されました。
いつもは、昼のランチですが、今回は
趣向を変えて、夜の集いにさせてい
ただきました。
あいにく、世話人会と重なってしまっ
たので6人の参加でしたが、とても楽しい集いとなりました。　
お酒の効果か話も弾み、皆さん、最近の嬉しかった事などを楽し
く語り合い、都度、乾杯、乾杯のオンパレード！守成の女性の仲間
の上昇志向には脱帽です！！　そして、素敵！！　たまには、こんな形
もありなのかもしれません。
参加した全員がジンギスカンは久しぶりとのこと。ジンギスカ
ンって、仲間とワイワイいただくのが、最高に美味しいですよね。
お腹も、心も満足のひと時、ありがとうございました。
次回は、8月21日（火）北の富士本店 櫻屋（1条通3丁目）
12時から14時の予定です。
みんなで美味しいランチ、いただきに行きましょう（＾＾）/̃
（文：柳原）

参加者情報（6名）・・・駒井さん（ラブミー理美容室）、清水さん
（地酒のまるしん商店）、高橋さん（Ｎａｉｌｓｔｙｌｅ）、勝田さん
（ダイアナ多花木）、近藤さん（フォトステージ遊きりん）、柳原（ゆ
う美堂）（順不同）

皆さん、こんにちは☆ 新崎食品の村田鉄男です。
今月から守成の例会運営が、チームごとでの運営になるという事で、各チームがどのような例会内容にしていくかが、とても
楽しみです♪
ちなみに私は健康堂薬品の藤原社長がリーダーを務める「チームきせき」に配属になりました。先月の例会終了後にはその
チームごとに集まり、チームの皆さんと顔合わせをさせて頂きましたが、普段あまりお話できない方とも色々とお話しさせて
頂き、違う一面を知る事ができてより一層親密度が増したように思いました♪
その時に私の横にいらっしゃったのが色彩ひろばcouleur（クルール) 代表の山岸ひとみさんだったんですが、山岸さんの第
一印象はとても可愛らしくて物静かで真面目な、という方でした。でも山岸さんは皆さんと色々なお話をしていても、どんどん
積極的にお話しされるし冗談も言うし、何より怯まない！とてもパワフルな女性だったんですね！手を見ると小さくてプヨンと
して可愛らしいんですが・・・( 写真参照）
また隣に座らせて頂いたので、山岸さんのお仕事の内容をお聞きしたら、カラーセラピスト育成
のための講師であったり、精神状態が落ち込んだときや体調不良のときに、少しでも回復させ
るための色を、その方に合わせてくれるアドバイザーのお仕事をされているとの事でした。する
と山岸さんは「鉄男さんの性格分析を簡単にしてあげましょうか？」と言って下さったのです！
本来はカウンセリング料を払わなければ診て頂けないのに、簡単とは言え無料とは！さすがに
元看護士さんだけあって、山岸さんは今もまるで白衣の天使のようです！
「え～と鉄男さんは・・・感情が不安定になりやすい上に流されや
すいため、マイナスな流れにもノリノリで乗ってしまいます」
自ら率先して地雷を踏むという事でしょうか？！・・・自分ながら
情けないです。「愛情表現が苦手なので、優しさが伝わらなかった
り、間違った伝わり方により思いもよらない方から一方的に好意
を寄せられる可能があります。お気をつけください！」好意を寄
せられる＝利用される・・・物心ついた時からそうでした。
「え～と、良い部分は・・・」そうです！この良い部分を伸ばせば良
いのです！「多少ありますが、言うほどのものではないので省き
ますね」省きます、と言う言葉に一気に私の両肩が沈みました。
「正式に診てみないと分からないけど、今はほとんど見えないんで！アハハハ
～♪」笑いながら急所を刺してきます！
どうやら山岸さんは白衣の天使ではなく、ブラックジャックのような執刀医
タイプの芯の強い女性でした。でもその後、色々な対処方法も教えて頂いた
ので、これからは私も少しは強く生きていけそうな気がしました。（鉄男）

＜鉄男の守成つぶやき日記＞

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

色彩ひろば couleur(クルール) 
主宰　山岸ひとみ 

旭川市東光6条3丁目2-3アルト8-103号 
http://sikisaihiroba.com/

7 月 18 日（水）13:00 ～ 16:00 の時間帯で、ラブミー理美容室（店長：駒井節子）主催のヨガ＆エステ会がときわ
市民ホールにて開催されました。前半の部にはハピネス（守成クラブ帯広会場所属）の保科真緒里さんを講師にヨガ
をたっぷりと1 時間、その後のエステ会では冷たい「水清水＋ヴィータブル」を飲んでいた
だいて、エステで美を追求されました。
後日、駒井さんにお話しをお聞きしたところ、「参加者全員からご予約をいただけることが
でき、目標額に近い数字を達成することができました。本当に守成クラブに感謝の気持ち
でいっぱいです。有難うございました。」と感謝の言葉を
述べられていました。
今回、ラブミー理美容室さんのエステ会で保科さんがヨガ
の講師をされるという企画イベントということで取材を
させていただきましたが、盛況裡に終了されたとのこと
で、守成クラブの中で色々な協力の可能性があることを気
付かせてくれた気がします。
駒井さん、保科さん、お疲れ様でした。（文：西村）

 ヨガ＆エステ会開催される！－ラブミー理美容室－

『酒蔵五県飲み巡りの宴』開催されます！

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。 

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 7月4日例会より

株式会社 クロスワーク
代表取締役　佐々木　仁

旭川市神居1条3丁目3-4
TEL 0166-85-7966　FAX 0166-85-7967
HP http://www.xwksoft.net/

aroma room HERBA（ヘルバ）
代 表　　藤盛 明美

旭川市末広4条10丁目6-5
TEL 0166-57-4227　FAX 0166-57-4227
HP http://aromacolor-herba.jimdo.com/

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

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。

地酒のまるしん商店さん（清水さん）では、『酒蔵五県飲み巡りの宴』と
題したイベントを旭川グランドホテルで今年も開催されます。
北海道から沖縄までの５つの蔵元さんが来旭され、ご当地自慢の銘酒が
勢ぞろいするイベントです。お料理もお１人ずつ、美味しいお酒とともに
ご堪能ください。
また、当日は津軽三味線の菅野孝山「親子三代揃い踏み」の演奏もある
とのこと。定員100 名につき、お早めにチケットをお求めください。

『酒蔵五県飲み巡りの宴』
9月 8日（土）19：00 ～ 旭川グランドホテル
お1人様 ￥6,000-
　北海道「北斗随想」小林酒蔵
　福井県「常山」常山酒蔵
　長野県「大信州」大信州酒蔵
　沖縄県「請福」請福酒造
　奈良県「ゆず酒」梅乃宿酒蔵

チケットのお求め、お問合せは、地酒のまるしん商店まで
旭川市春光台 3 条 4丁目　TEL：0166-52-2157

9月8日（土）19：00～ 旭川グランドホテル

『 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☆


