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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、守成クラブ旭川を6つのチームに分けて例会を運営する第1回目となり
ます。ゲストの方はいつもこのような形式で例会を運営されているのかなと思われるかも
しれませんが、金田リーダーの［チームきずな］による第1回目の例会運営ということで、
今までと少し違う形式での例会となっています。
［チームきずな］では、第1回目の例会という時間の無い条件の中、もっと良い例会運
営ができないものかと喧々諤々、検討や議論を重ねながら例会の構成を考え、本日の例
会を迎えたと聞いております。
チーム分けについてですが、チームごとに例会を運営することが目的ではありません。
会員さん同士の関係が密接になり、また、守成クラブというものを皆さんにより理解して
いただき、その活動等をとおして皆さんの商売に繋がっていければ良いと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先日、日本経済新聞社のセミナーに参加してきました。多くの人は商品を売るためにどうしたら売れるかなと考えます。セミ
ナーの講師の方は「お客様は、なぜその商品を買う必要があるのか」という視点に立って考えることが重要だと話されていま
した。
クリーニング店の話しを例にしますが、防水スプレーという商品は冬には必要がありません。店頭に商品を2週間ほど置い
てみたところ1つも売れませんでした。何故、防水スプレーを買わなければならないのかという視点で考え、防水スプレーは
衣服にかけると汚れが取れやすいことを訴求し、「あなたは年末年始、衣服を汚さない自信がありますか」とPRしたところ、
商品が面白いように売れたという話しでした。
お客様の立場になり、どうしたら売れるかではなく、何故お客様が商品を買う必要があるのかということを考え訴求するこ
とが必要だということでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会は80数社の方が参加されます。例会に参加されているお一人お一人が、この機会を商売に繋げていただきたい
と願っています。
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。

『チーム分けの趣旨、守成クラブを理解し商売に繋げていただきたい！』2012年8月6日例会にて

先月よりチームごとで例会運営が行われることになり、第1回目として「チームきずな（金田リーダー）」
によって例会運営が行われました。
例会出欠の取りまとめ、前月の例会受付、担当月の例会プログラムを計画、例会当日はプログラムに

沿って例会を運営することになりますが、第1回目という時間の限られた中で、「チームきずな」としての特徴のある素晴らしい
例会が開催されたと感じました。皆さんはどのような印象を持たれましたでしょうか？
私は、守成クラブの基本方針、旭川ルールの再確認という点で、第1回目に相応しい例会プログラムであったと感じました。
＊あらためてですが、各チーム名を「とき」の子供たちの名前からいただいたことに感謝 ！ m(_ _)m

編集後記

9/10（月） ○ 第122回例会（TH）
　　　　　　　　　チームゆめ（渋谷R）
9/18（火） □ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館
9/18（火） □ レディースランチ会
　　　　　　　勤労者福祉会館 1F和室
10/15（月） ○ 第123回例会（GH）
　　　　　　　　　チーム美羽（吉尾R）

9・10月の主な予定 現在の会員数 （9/9現在）

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

161名
108名
53名
4名
2名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

74名
0名
5名
79名

（64）
（2）
（3）
（69）

道内各地区例会日程 （ ）参加予定数 

札幌北（120）
札幌南（90）
苫小牧（60）
帯広（140）
釧路（230）
札幌東（120）
北見（100）
旭川（80）
札幌（130）
札幌西（60）
苫小牧青蓮（25）
旭川みらい（20）
西いぶり（40）
札幌創真（50）
札幌アンビシャス（50）
函館（50）
函館みらい（20）

10/2（火）
10/3（水）
10/4（木）
10/9（火）
10/10（水）
10/11（木）
10/11（木）
10/15（月）
10/16（火）
10/16（火）
10/17（水）
10/18（木）
10/18（木）
10/23（火）
10/23（火）
未定
未定

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～ 札幌東急イン　札幌市中央区南 4条西 5丁目 1
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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
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
18：30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9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～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
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～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18：00～ ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
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

【10月】
札幌南（90）
釧路（220）
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（25）
札幌創真（50）
札幌（130）
札幌西（60）
旭川みらい（20）
西いぶり（40）
札幌アンビシャス（50）
函館みらい（20）

9/5（水）
9/5（水）
9/6（木）
9/6（木）
9/10（月）
9/10（月）
9/11（火）
9/12（水）
9/13（木）
9/14（金）
9/18（火）
9/19（水）
9/19（水）
9/20（木）
9/20（木）
9/26（水）
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～ とかち館　帯広市西 7条南 6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～ 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～ 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
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

【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。

10月例会のご案内

西村
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10月 第123回例会のご案内です。
日時：10月15日（月） 18:30～
場所：旭川グランドホテル
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。
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８月２１日（火）１２：００より、北の富士櫻屋
（１条３丁目）にてレディースランチ会が
行われました。
今回は、予約なしでも、気軽に皆さんに
参加していただきたいとの趣旨でお店
を選ばせていただきました。それぞれの
時間の都合で、入れ替わりはありましたが、全部で9名の参加で
す。回を重ねるごとに、アットホームな雰囲気になり、話も弾ん
で、楽しいひと時を過ごすことができました。
駒井さんが、8月の「ｒｅ：ｃａｂ」にも掲載されました、ラブミー理美
容室主催の「ヨガ＆エステ」の写真を持ってきてくださり、みんな
で見せてもらいました。見ると意外にも、教えてもらえば私達に
でもできそうなポーズありで、興味が湧いてきました。
そこで、次回は、下記の日程にて、ハピネス(守成クラブ帯広会場
所属)の保科真緒里先生をお招きし、ヨガのご指導を受けてのラ
ンチ会を開催することとなりました。

 9月18日(火曜日)　勤労者福祉会館　1階和室A (6条4丁目)
 午前11時から12時半まで　ヨガの講習
 12時半～ ランチ会(お弁当になります)　参加費2,000円前後

気軽に、ちょこっとヨガに親しむ機会って、ありそうでなかなか、な
いと思います。女性の皆さん、是非、参加して、ポーズを覚えて、
疲れた身体をリフレッシュしましょう。（＾＾）/̃　（文：柳原）

レディースランチ会フレンドランチ会
8/17（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。
今月のフレンドランチ会、所用のため
残念ながら私西村出席できず、参加さ
れた島部さんにコメントをお聞きしま
した。
「8/17というお盆空け（お盆中？）とい
うこともあり、参加人数がいつもより
若干少なかったのですが、逆に参加さ
れた皆さんと更にお近づきになるチャ
ンス！と捉えることもできます。」
「商売をするためにしっかりとした信頼
関係を築く...当たり前のことを当たり
前のように取り組んで行ける雰囲気が
とても重要なことだと改めて感じたラ
ンチ会でした。」
というコメントをいただきました。
島部さんありがとうございます。
それにしても美味しそうなラーメンです☆
皆さんもフレンドランチ会に参加しませんか。（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）、武田
さん（旭川シリカ）、川辺さん（北日本機械）、近藤さん（遊きり
ん）、丹野さん（焼鳥らんまん）、勝田さん（ダイアナ多花木）、藤盛
さん（aroma room HERBA）、梅井さん（大雪地ビール）、島部（エ
イエステック）（順不同）

参加者情報（9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（ダイアナ多花木）、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）、高橋さん(Nａｉｌｓｔｙｌｅ)、柳原（ゆう美堂）（順不同）

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 8月6日例会より

株式会社 平成代行社
代表取締役　石馬場 昭雅

旭川市2条通8丁目 NKビル3F
TEL 0166-25-6002　FAX 0166-24-7133

株式会社 北海道ボレイ
代表取締役　榎　孝徳

鷹栖町7線11号2番地（鷹栖工業団地）
TEL 0166-49-0255　FAX 0166-49-0256
HP http://www.volei.co.jp/

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。

輝 樹
代表　田沼 正樹

東川町西10号北26番地
TEL 0166-73-3088　FAX 0166-73-3088

株式会社 丸櫻
代表取締役　白取　純

旭川市8条通18丁目94-9
TEL 0166-33-6986　FAX 0166-73-4031

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

有限会社 システム企画
代表取締役　北口 誠二

旭川市新富2条2丁目96-9
TEL 0166-25-6743　FAX 0166-26-9941

緑バッチ貸与

赤バッチ貸与

株式会社柳沼の柳沼です。
守成クラブ旭川の発足の経緯についてお話しさせていただきます。
10年前、商工にっぽんという月刊誌を購読していた私達に届いた FAXには、「今まで
にない全く新しい営業」の説明会開催案内という趣旨が書かれておりました。
好奇心から参加した説明会兼発起人会では、守成クラブの創設者である伊藤小一氏
より「会社を潰さないために中小弱企業が、力を結集して、新しい市場を作ろう」「優れ
た営業マンであっても新規開拓で相手先の社長の名刺1枚をいただくのに5,000円から
10,000円のコストがかる。ならば購入権限のある経営者が集まって名刺交換をし、食事
をしながら、人間関係を深めビジネスをバンバンやろう」「そのためには、マーケットを拡
大し、会員を増やそう」というもので、なるほど、経営者の集う会はたくさんありますが、
これだけ商売を前面に打ち出した会はありませんでした。
この主旨に賛同した金田自動車の金田和鐘社長、北日本機械の川辺康世社長と私の3名で守成クラブ旭川がスタートし、
それぞれがゲストをお連れし、第1回目の例会が10名ほどの規模で開催されました。その後、30～40社の例会が続きました
が、2年後に60社、3年半後には120社の例会を開催するほどになりました。また、ピーク時には300社を越える会員がいまし
たが、現在は会員数160社でおおよそ半分になりました。
3名からスタートした旭川会場が、300会員を達成する事ができたのですから、現在の160会員から、300社を目指す事は、
必ずできるはずです。そのためには、先ずは緑バッチの準会員の方が正会員になっていただきたい。そのことを通じてしか、
守成クラブの繁栄はありません。
［re:cab］の裏表紙に守成クラブ旭川ルールが記載されていますが、「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。」とありますように、赤バッチの方であっても紹介者が退会していた
ら、正会員とは認めていないのです。まず、お一人ご紹介いただき、正会員に「復活」していただきたいのです。
守成クラブ旭川は正会員の会である、というルールは発足当時から変わらないものです。皆さんがゲストを紹介していた
だき、そのゲストの方が入会していただければ、守成クラブ旭川というマーケットが大きくなります。準会員のままで、ご商売
になっているとすれば、正会員が作り上げてきたマーケットを利用させていただいたのですから、恩返しして下さい。たった
一人でいいですから、社長さんを紹介していただき、正会員になっていただきたいのです。
今回、話をさせていただくにあたり、創友塾のビデオを見直したのですが、「最初に井戸を掘った人のことを忘れるな」と
いうフレーズがありました。井戸はルールを守って大事に使っていけばずっと使えます。ルールを守らなくなると水が汚れた
り、井戸が枯れてしまいます。これは守成クラブ旭川のルールにも当てはまることだと思います。皆さんの人脈の中から、お一
人ずつゲストを紹介していただき、マーケットが大きくなっていくことが守成クラブ旭川を宝の山にするのです。
皆で頑張っていきましょう。

『守成クラブ旭川の10年を振り返り－今やるべきことは！－』 2012年8月6日例会にて

守成クラブ旭川 監査役
（株）柳沼　代表取締役　柳沼 雅彦

第121回守成クラブ旭川例会 ｂy チームきずな（金田リーダー）
8 月の例会は、チームによる例会運営の第 1回目ということで、限られた時間の中、「チームきずな（金田リーダー）」
によって守成クラブ旭川１２１回目の例会が開催されました。
「チームきずな」の例会プログラムの重要方針は、「守成とは！」と題して「守成クラブ旭川ルール」「守成の基本方針」
を会員の皆さんに再認識・再徹底していただくことです。
主なものとして、柳沼監査役による講和（同ページ上部）、各チームリーダーが登壇しての座談会が行なわれました。

「チームきずな」金田リーダーより
「チームきずな」での打合せの中では、例会に参加される
会員の皆様の貴重な仕事の時間を使わせていただくこと
を意識し、いかに有意義な時間を創るかをチームメンバー
ともども頭を悩ませ考えました。
メンバーで話している中で、共通なのは仕事をするために
守成クラブに入会したという事がありました。
もちろん当然仕事をしに来ているのですが、回数を重ね
て行くうちにマンネリになり・・・ということに焦点をあて、
入会当初の初心を思い出してもらおうと今回の「守成と
は」という企画で例会の構成を決めました。
「皆さん少しは初心に戻ることが出来ましたでしょう
か？？ まずは毎月の例会でお会いしましょう！！」

「チームきずな」金田リーダーの挨拶 柳沼監査役の講話

座談会 左より 金田・西村・渋谷 座談会 左より 伊藤・吉尾・藤原


