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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
チームに分けて運営する例会も本日で3回目になります。先月の例会は「チームゆめ」によ
る運営でしたが、車座商談会が2回おこなわれるという内容で、もっとお互いを知るという意
味でとても良い例会だったと思います。
これからもチームによる例会運営が続きますが、例会をきれいに運営することが目的では
なく、チームの皆が一緒になって例会運営に関わることで、守成クラブというものを皆で理解
し、今まであまり話されたことのない方とも一緒に関わることで、距離感が縮まり、商談が生
まれることを目的としています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先週、釧路会場の例会に、私と島部さん、堀さん、菅野美加さん、森田さん、浅見さんの6
名が参加してきました。私自身あまり他会場に出席できていないのですが、半年前に釧路会
場から世話人数名が旭川に来ていただいた経緯もあり、お伺いさせていただきました。
その釧路会場の例会ですが、過去最大の出席者数ということで関係者の皆さん緊張され
ていました。315名もの参加で、とても熱気があり、どこに誰がいるのか分からないくらいの
様相でした。それだけでも凄いのですが、参加者へのサポート、となり同士の輪を大事にす
るという雰囲気がひしひしと伝わってきました。
そのような中、車座商談会に参加させていただいたのですが、同じテーブルになった方の話しなのですが、その方は店舗デザイ
ン・設計をされる会社の方です。自社PRにおいて「飲食店などを開店されたい場合、是非、私にご用命ください。私に発注をいた
だいたら全て守成のメンバーで手当てをさせていただきます。」と仰っていました。そして、「私にご用命くだされば、全て守成のメ
ンバーで揃えますし、そのことによって集客も期待できます。」と話されていました。
このことが今日の例会のヒントになるのではないかと思うのですが、皆さん、自分の会社はこのような事をしています。とか、この
ような商談実績があります。このような方がいますよ。というところまではあるのですが、この人はどのような仕事をしているのか。
自分とはどのような関わりができるのか。という意識で仲間の話しをよく聞くことで、自社の範囲以外も考えていければ、守成クラブ
の中での商談もまだまだ拡がっていく可能性があるのではないかと思いました。
本日の例会は「チーム美羽」の担当で、「買う」がテーマになっています。商売をしているとどうしても「売る」ということが先行し
ますので、「買う」というのは難しいテーマだと思います。今日の例会では、皆さんの欲しいものを仲間で共有できればいいと思っ
ています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
それでは、本日も例会に参加されているお一人お一人が、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。僅か2時間
の例会ではありますが、皆さんがたくさんの商談ができればいいと願っています。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。
事務局委員です　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。

『仲間の話しをよく聞くことで商談の拡がる可能性があります！』 2012年10月15日例会にて

先月は「チーム美羽（吉尾リーダー）」により例会が運営されました。例会のテーマである「守成クラブの
仲間から【買う】」ことの意義を再認識させてくれる例会だったと思います。
「会員拡大」「例会運営」に汗をかくだけでなく、「会員企業からの購入」や「会員企業への紹介」につい

て、あらためて考えさせてくれる例会でした。当初、例会の構成を聞いた際には【買う】という難しいテーマを企画されたと感じ
ていましたが、終わってみればとても素晴らしい例会だったと自分は感じました。
今月の例会は、「チームきせき（藤原R）」により【他社PR】をテーマとした例会を企画されたと聞いています。本日の例会も実り
ある例会になるよう皆さんと一緒に志事をしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。

編集後記

11・12月の主な予定 現在の会員数 （10/29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

163名
106名
57名
5名
4名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

85名
6名
3名
94名

（88）
（2）
（5）
（95）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

苫小牧(60)
帯広(140)
札幌南(90)
釧路(250)
札幌東(100)
札幌北(120)
札幌アンビシャス(50)
旭川(80)
北見(100)
札幌(100)
札幌西(60)
苫小牧青蓮(35)
函館(50)
旭川みらい(20)
西いぶり(40)
札幌創真(50)
函館みらい(20)

10/1( 木 )
10/5( 月 )
10/7( 水 )
10/7( 水 )
10/8( 木 )
10/8( 木 )
10/12( 月 )
10/12( 月 )
10/12( 月 )
10/14( 水 )
10/14( 水 )
10/14( 水 )
10/14( 水 )
10/15( 木 )
10/15( 木 )
10/19( 月 )
10/28( 水 )

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～ 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
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
18:20～ 札幌サンプラザ  札幌市北区北 24条西 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
18:30～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18:30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
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～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
18:30～ 函館ビアホール　函館市末広町 14-12
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
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
18:55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【11月】
札幌北(120)
札幌南(90)
苫小牧(60)
北見(100)
札幌西(60)
札幌創真(50)
旭川(80)
帯広(140)
札幌(100)
釧路(220)
函館(50)
札幌東(100)
札幌アンビシャス(50)
函館みらい(20)
苫小牧青蓮(35)
旭川みらい(20)
西いぶり(40)

12/4( 火 )
12/5( 水 )
12/6( 木 )
12/6( 木 )
12/10( 月 )
12/10( 月 )
12/10( 月 )
12/10( 月 )
12/11( 火 )
12/11( 火 )
12/12( 水 )
12/13( 木 )
12/17( 月 )
12/26( 水 )
未定
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～ 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～ 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～ 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
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18:28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
17:55～ 札幌ガーデンパレス　札幌市中央区北 1条西 6丁目
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18:30～ イマジン ホテル＆リゾート函館　函館市湯川町 3-1-17
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～ 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

【12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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11/12（月） ○ 第124回例会（LH）
　　　　　　　　　チームきせき（藤原R）
11/19（月） □ フレンドランチ会
　　　　　　　 12：00～ 大雪地ビール館
11/26（月） ○ 世話人会
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
11/27（火） □ レディースランチ会
　　　　　　　 12：00～ 和のみ
12/10（月） ○ 第125回例会（GH）
　　　　　　　　　チームきぼう（伊藤R）

24
31

23
30

12月例会のご案内
12月 第125回例会のご案内です。
日時：12月10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。
＊12月の例会はチームきぼう［伊藤R］に
　よる担当例会になります。



レディースランチ会フレンドランチ会
10/22（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6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、男性3名、女
性3名の参加にて、穏やかな雰囲
気の中、皆さんと一緒にお話しを
させていただきました。
今月のフレンドランチ会ですが、「チーム美羽の例会のここが良
かった。」など、前回例会の感想の話しがあり、例会のこと、所属
チームの取り組みのことなどが話題に上っていました。
私見ですが、今期のチーム分けによる例会運営が多くの商談を生
むきっかけとなるべく、会員同士の距離感が縮まってきているよ
うに感じます。
また、皆さんが話されていた意見として、「最近、守成クラブがま
すます好きになった。」「仕事が好きになった。」など、超ポジティブ
発言も飛び出していました。そのような話しを聞くことだけでも沢
山の元気をいただいた気がしました。もちろん商談や紹介の話し
も出ていました。
皆さん、お一人でも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！（文：西村）
参加者情報（6名）
伊藤さん（ラッツ・994）、江口さん（HWS Clover）、柳原さん（ゆう
美堂）、丹野さん（焼鳥らんまん）、梅井さん（大雪地ビール）、西村
（アイエーシー）（順不同）

守成クラブ旭川
チーム美羽 リーダー

（有）アサヒ通信機 代表取締役
吉尾 悟志

第123回守成クラブ旭川例会 ｂy チーム美羽（吉尾リーダー）

10月23日（火）12:00より居酒屋
「せんや」（5条7丁目）にてレディー
スランチ会が行われました。
ネクタイ姿のサラリーマンが沢山
いらしていて驚きました。ランチメ
ニューの定食も安くてボリュームが
あって美味しい！（どんぶり飯も驚
き！）どっしりした四角いテーブルに
皆で寄せ合って顔を見合わせての食事とコミュニケーションは楽
しい時間となりました。
「ランチ会に来てくれると嬉しい♥」とのお誘いがあって「その言
葉が嬉しくて来ました♥」と丸山さん。ちょっとした嬉しい言葉が、
暖かな人間関係にも繋がりました。
清水さんからの『あまさけ』（糀とお米だけで出来ていて自然の甘
さ）で乾杯し、ご馳走になりました！
レディースランチ会は、とってもフレンドリーでワイワイと美味し
いものを頂きながら話しが弾みます。商談の声もあちこちで聞こ
えてきます。
これからは、特別な事がない限り第4火曜日にして、皆さんに覚え
て来て頂けるようにと話し合いました。是非ふるって御参加下さ
いね。お待ちしておりま～す。（文：久保村）
参加者情報（9名）
近藤さん（フォトステージ遊きりん）、駒井さん（ラブミー理美容
室）、勝田さん（ダイアナ多花木）、藤盛さん（Aroma room ＨＥ
ＲＢＡ）、児玉さん（こだま工房）、丸山さん（美容室さろんどぶー
け）、清水さん（地酒のまるしん商店）、柳原さん（ゆう美堂）、久保村
（山新 久保村）（順不同）

「チーム美羽」吉尾リーダーより（例会を振り返って）
例会の冒頭より「今日は買物をしてくださいよ。」と皆さんを追いこむような話し方をしたつもりでいたのですが、車座になっ
てもその雰囲気が続き、活発な会員交流ができたと思っています。
失敗したと感じている部分は、車座の人数を10 ～12 名に設定したのですが、1人 5 分として計算していたのですが、盛り上
がって時間が足りなくなってしまい、9 名、10 名しか満足に話せなかったテーブルがありました。やはり7･8 名の車座がベスト
かなと思いましたので、次回からはこの反省を生かしていきたいと考えています。
逆に皆さんにお聞きしたいのが、買いたいもののリストを各テーブルで記入していただき取りまとめましたが、記入した情報の
取扱いについて、どのようにすることがいいのか皆さんにお聞きしたいと思います。
出席された会員の方だけにお知らせしている状況ですが、買いたいものに対してメモをする人、見ているだけの人、めぼしいと
ころだけを見る人など様々だったように思います。
今後、買いたいものの情報を2回・3回と発信していければいいと考えています。
例会の数日後、電話にてある社長にお聞きしたところ、早速、見積りを5 件提出させていただいているとのことで、良い例会で
あったし、良い情報を得ることができたと大変喜ばれていました。「決まったら連絡しますよ。」と仰っていただいたのですが、
3ヶ月、4ヵ月後に商談事例（結果）を公表してはどうかという意見もいただきました。

世話人会コメント（抜粋）
・ 守成の仲間から買うという意識が高まった例会であり大変良かった。
・ 「毎月やってもいい」という意見を聞いた。逆に準会員さんから「自社PRをしたかった」という意見もあった。
・ 3ヶ月、4ヵ月後の商談事例（結果）を後追いしたい。
・ 今後、買いたいものの掲示板を会場に開設してはどうか。2ヶ月に1回、半年に1回とかの頻度で実施することで、
　会員企業から購入しようという意識がより高まり定着するのでは。
・ 今後、会員の皆さんにどのように情報をお知らせしていけばいいのか、例会に出席すると情報が得られるという
　運営を目指したい。是非、例会に出席してください。とお伝えしたい。－出欠案内に記載してはどうか。

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 10月15日例会より

株式会社 トーワ建設
営業課長　西川 正樹

旭川市東光19条7丁目4－12
TEL 0166-34-9673　FAX 0166-34-9770
URL http://www.towa-kensetu.co.jp/

手づくりや
代表　高貝 年擴

旭川市緑が丘東4条2丁目1-6
TEL 0166-66-3357　FAX 0166-66-3357

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。

サモウェブデザイン工房
代表　早坂 賢治

旭川市東旭川町下兵村409番地
TEL 080-3234-2299　FAX 0166-36-2725

MINAMI KANAKO 音楽アカデミー
代表　南 加奈子

旭川市1条通6丁目 フィール旭川 3F
TEL 080-3230-7697

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

有限会社 塗善塗装
現場主任　中嶋 昌則

旭川市旭神1条3丁目1-11
TEL 0166-65-8335　FAX 0166-65-8821

緑バッチ貸与

がんばれ盾 赤バッチ貸与

こんばんは。チーム美羽の吉尾です。
本日の例会出席者がゲストを含め93名と聞いています。近年になく人数が多いというこ
とで、これもひとえに私の人となりだと思います（笑）。
本日の例会につきましては、大変有意義な例会にしたいと思いますので、皆様、どうぞよ
ろしくお願いいたします。それでは簡単に本日の例会についてご説明させていただきます。
本日、チーム美羽のメンバーは胸にお花のバッチをつけています。実は今買ってきたので
すが、ちょっと個数が足りなくて私と梅井支配人はつけていません。他のチームメンバー、
各テーブルのコーディネーターは胸にお花をつけていますので、ご覧いただければ分かっ
ていただけるものと思います。
それと各テーブルコーディネーターに用紙を渡しています。例会案内の出欠の際にいただ
いた皆様からの買いたいもののリクエストを記載しているのですが、車座でお話しいただく
皆様からの買いたいものの情報を記入していきます。
そして、車座が終わったあとの懇親会の始まりで、お一人1分間ずつの感想をお聞きいた
します。本日はブースはありますが立席なしの懇親会にしますので、ご自由にご歓談いただ
ければと思います。その間、本日出席されている会員の皆様に、車座の中で出た買いたいも
のの情報をお知らせするべく、会場の壁面に買いたいものの情報を記載した一覧を掲示いたします。
会員の皆様は、掲示してある買いたいものの情報を目で確認いただき、取り扱っている商品やサービスがあればメモにとってい
ただき、後日のアポとりに繋げていただければ最善と考えています。色 と々情報開示のことについても考えたのですが、折角です
から本日ご出席された皆様に情報を提供したいということで、先に述べさせていただいたカタチをとります。
また、本日ご出席された方で何か聞きたいということがありましたら、事務局に今回の情報を預けておきますので、不明な点は事
務局にお聞きいただければご商売ができるようにしておきます。折角の守成クラブです。先月は車座と自社PRが2回ありました。今
回のテーマの「買う」という商談に繋げていただき、皆さんに積極的に参加いただいて、会員の中での繋がりを十二分にとっていた
だきたいと思います。
最後になりますが、チーム美羽のメンバーは気が小さなものばかりです。あまり苛めないようにお願いいたします。各テーブルに
は世話人も配置されていますので、フォローを何卒よろしくお願いいたします。

2012年10月15日例会にて『会員企業からの［買い］をテーマとした例会を行います！』

毎月、例会の１･2週間後に「世話人会」を開催しています。例会運営に関する総括も行っ
ていますが、10 月の「買い」をテーマに運営された例会について、世話人会で話され
た内容についての一部を誌面を借りてお知らせいたします。ご意見・ご質問等ありま
したら、世話人・各リーダーにお尋ねください。


