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皆さんこんばんは。代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本日の例会からロワジールホテルさんを久しぶりに利用させていただくことになりました。
そして、ご存知の方も居られるかも知れませんが、本日は久しぶりに100名を超える例会にな
ります。また、他地区から2名の方が参加されています。１名は札幌東会場から、もう１名は旭
川みらい会場から参加されています。新しい会員の方はご存じないかもしれませんが旭川み
らい会場は今年旭川に新設された会場です。今のところ旭川クラブとの関わりはありません
が、札幌会場の方が一生懸命努力して作っている会場です。現在は20名くらいの会員さんが
所属されていると聞いています。本日初めて参加いただいていますので、積極的に交流して
いただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
連絡事項になりますが、フェイスブックに守成クラブ旭川の公式グループを作成しました。
旭川クラブの会員でフェイスブックをされていると把握できている方をグループに招待させ
ていただいています。もし、フェイスブックをされている方で知らないという会員さんがいらっ
しゃいましたら、私か世話人まで声をかけていただければと思います。フェイスブックのグ
ループでは会員同士の情報交換や交流があり、また、そのことにより連絡事項を確認できる
という利点もありますので、フェイスブックをされている方への積極的な参加を呼びかけています。
それから、ゲスト紹介について説明させていただきます。守成クラブの入会資格として「経営者もしくはそれに準ずる方」という
規定があります。旭川クラブも同様の規定で変わりないのですが、この人は参加資格があるのだろうかとゲスト紹介の判断に迷う
場合がありましたら、是非、世話人までご相談ください。その場で判断できるものはその場で、判断に迷うものは世話人会で検討
させていただいて、ご連絡させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会ですが、チームによる例会運営の4回目になります。先月は吉尾リーダーの「チーム美羽」による「買う」をテーマにし
た例会でした。今月は藤原リーダーの「チームきせき」による「他社を知る」「他社紹介」をテーマにした例会です。よく言われるこ
とに「儲ける」という字は「信者」と書き、自分のことを信用してもらうことが大切だといいます。私は、自分を知っていただく以上
に相手のことをよく知ろうしなければ、自分のことを知っていただくことは難しいですし、もちろん信用もしていただけないと思って
います。本日の例会では他社のことをもっと知っていただく、再認識していただく機会としていただきたいと思います。そして自分は
思ったよりも知られていないということをあらためて気付いていただき、明日からもっと自分を知ってもらえるよう頑張れるきっかけ
にしていただきたいと思っています。
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。
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。

『自分を知ってもらうには、相手のことをそれ以上に知ることが大切です！』2012年11月12日例会にて

チームで運営する例会も4回を重ね、各チームの特徴を出した素晴らしい例会が続いています。
会員の出席率も向上しており、先月の例会出席者数は久しぶりの3桁に迫る勢いでした。
（予定では100名を超える例会でしたが、最終的に惜しくも99名の参加だったと聞いています。）

先月の例会は「チームきせき（藤原R）」による、「他社PR」をテーマとした例会でした。あらためて守成クラブでの自身の行動を
考えたとき、「相手のことを知る」「自分のことを知ってもらう」、そして商売に繋げていくという基本的なことを思い出させてく
れた例会でした。また、他社を紹介するということで、皆さんが他社を紹介するための準備をされたことと思いますし、知ってい
るつもりで知らなかったことが新に分かったという声も聞こえてきています。例会がますます楽しみになってきました。(^-^)

編集後記

12・1月の主な予定 現在の会員数 （11/26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
105名
58名
3名
2名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

92名
5名
2名
99名

（85）
（6）
（3）
（94）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

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)
苫小牧青蓮(60)
札幌東(100)
西いぶり(40)
札幌アンビシャス(50)
旭川みらい(20)
函館みらい(20)

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 )
12/12( 水 )
12/13( 木 )
12/13( 木 )
12/17( 月 )
12/20( 木 )
12/26( 水 )

18:00～ 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
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
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～ ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
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
17:55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【12月】
帯広(140)
札幌北(140)
札幌南(90)
釧路(250)
函館(50)
札幌東(100)
札幌創真(50)
旭川(80)
苫小牧青蓮(60)
旭川みらい(20)
北見(100)
札幌西(60)
苫小牧
札幌アンビシャス
札幌
西いぶり
函館みらい

1/7( 月 )
1/8( 火 )
1/9( 水 )
1/9( 水 )
1/9( 水 )
1/10( 木 )
1/16( 水 )
1/16( 水 )
1/16( 水 )
1/17( 木 )
1/17( 木 )
1/21( 月 )
未定
未定
未定
未定
未定

18:28～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
18:20～ 札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5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～ 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
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～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
17:55～ 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
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6

【1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。

西村
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12/10（月） ○ 第125回例会（GH）
　　　　　　　　　チームきせき（伊藤R）
12/11（火） □ レディースナイト利き酒忘年会
　　　　　　　 19：00～ 和食処 松井
12/14（金） ○ 世話人会
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
12/17（月） □ フレンドランチ会
　　　　　　　 12：00～ 大雪地ビール
1 / 1 6（水） ○ 第126回例会（LH）
　　　　　　　　　チームそら（西村R）
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1月例会のご案内
1月 第126回例会のご案内です。
日時：1月16日（水） 18:30～
場所：ロワジールホテル旭川
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。
＊1月の例会はチームそら［西村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
11/19（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8
名。いつも少し遅れて参加する自分ですが、今回は一番乗り。誰も
いないところに1人でいると、一瞬、日を間違えてしまったかと錯
覚してしまい、人恋しい気持ちになってしまいました。次回からは
できるだけ遅れないで参加します。m(_ _)m 
今月のフレンドランチ会ですが、やはり例会のことが話題に上って
いました。先月の例会の感想であったり、ここ数回の例会で感じた
ことや行動したこと、これから担当例会を迎える自チームのことな
どが話されていました。
フレンドランチ会は例会の延長
線上にある商談の場にもなって
います。例会をきっかけとしたフ
レンドランチ会での商談もありま
す。また、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。今回はみんなラーメン
だったと梅井支配人が言ってい
たとかいないとか。。。（文：西村）
参加者情報（8名）
山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、長原さん、（北海事務機）、伊藤さ
ん（ラッツ・994）、川辺さん（北日本機械）、佐藤さん（ぱそこんおたす
け本舗）、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
チームきせき リーダー

（有）健康堂薬品 代表取締役
藤原 直樹

第124回守成クラブ旭川例会 ｂy チームきせき（藤原リーダー）第124回守成クラブ旭川例会 ｂy チームきせき（藤原リーダー） 11月27日（火）12時より会員企業の「和のみ」さん（東旭川
北1条8丁目2-1）にてレディースランチ会が行われました。
昔懐かしい家の雰囲気に包まれ、ゆったりした時間を感じな
がらのくつろいだランチ会となりました。
メニューも豊富で、皆さん迷いながらそれぞれに「美味し
い！」を聞きながら、仕事の話しにもフレンドリーで熱が入り
ます。
菅野さんのお母様も、可愛らしくお元気な方で、私たちを迎
えて下さいました。
次回のランチ会は第4火曜日が年末という事もあり12月11日
『レディースナイト利き酒忘年会』（まるしん商店さん協賛）
にしようと話しが盛り上
がりました。
普段ランチ会に参加が難
しいというレディースの皆
さんも、是非楽しい時間
を共有致しましょう。
お待ち致しておりま～す。
（文：久保村）
参加者情報（7名）
駒井さん（ラブミー理美容室）、近藤さん（フォトステージ遊きりん）、
勝田さん（ダイアナ多花木）、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（京呉
服 山新久保村）（順不同）

先ず今回の例会運営において、出席可能なチームきせきのメンバー全員に、何らかの役割を担ってもらい、全員参加の運営
という事をテーマに考えました。
そこでコーディネーターの他に、議事録を取ってもらうためのサブコーディネーターを決めて、各テーブルにチームメンバー
を2名配置する形を取らさせて頂きました。
また、今回は前半に他社PR をする関係で、事前にPR のできそうな方々同士に同じテーブルに座って頂くために、事前に各
会員さんに確認の連絡を取ったり、その中でフォローの必要な事を世話人の方にお願いはしましたが、事前打ち合わせが
不十分で、当日多少の進行の拙さ、慌しさがあった事は反省
すべき点であったと思います。
ただチームメンバーが不慣れなりに頑張ってくれて、また世話
人の方々の協力もあり、賑やかで活気のある例会になったと
は思います。
そして今回他社PR をした事で、そのPR された方や会社、商
品に興味をもって頂いた方が多く居て、その後商売に繋がっ
たという後日談を数件聞けたのがとても嬉しかった事です。
最後にもう一つ感じた事は、チーム内の活気・ヤル気がその
まま例会の雰囲気に反映されるのでは？と思いました。
チーム内の活気が例会の活性化に繋がり、その活性化が最終
的には商売にも繋がるんだ、という事が分かった例会でした。

「チームきせき」藤原リーダーより（例会を振り返って）

表彰・バッチ貸与
2012 年 11月12日例会より

法 雄
店長　加藤 昌士

旭川市春光5条8丁目7番9号
TEL 0166-59-5558　FAX 0166-59-5678
URL http://hou-you.jp/

森のゆ 花神楽
営業課係長　浦野 友紀也

上川郡東神楽町25号
TEL 0166-83-3800　FAX 0166-83-7755
URL http://www.hanakagura.co.jp/

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

焼肉倶楽部 ふとっぱらや
代表　山本 英樹

旭川市3条通6丁目アークヒルズビルB1F
TEL 0166-24-5366　FAX 0166-24-5366

緑バッチ貸与

皆さんこんばんは。チームきせきの藤原です。
先ほど、小滝代表からもお話しがありましたとおり、本日は久しぶりの100名を超える例
会ということで、私も身の引き締まる思いで壇上に立っております。本日の例会では、チーム
きせきのメンバーは胸にオレンジ色のガーベラの花をつけています。テーブルコーディネー
ターも含めまして、本日の例会はチームきせきのメンバーが皆さんのお世話させていただき
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の例会ですが、多数のゲストさんにお越しいただいております。ありがとうございま
す。そして、ゲストさんをご紹介していただきました会員の皆さん、本当にありがとうござい
ます。また、他地区からも２名お越しいただきまして、現会員と合わせまして、本日は100名
規模の例会になります。暫くぶりに出席される方も何人かいらっしゃいますが、どうぞよろし
くお願いいたします。
8月からチーム分けになり、各チームが例会運営を担当するようになりました。1回目は金
田リーダーの「チームきずな」による例会運営で、「守成クラブとは」というテーマで、守成
クラブの基本に戻り、守成クラブとはどういうものかというお話しを頂戴しました。2回目は
澁谷リーダーの「チームゆめ」による例会運営で、車座商談会を2回行なうという試みで、自
社PRをしっかり行ない自社を知っていただくこと、そして、準会員の方や出席回数の少ない
方との交流をより深める場をつくっていただきました。そして、前回は吉尾リーダーの「チーム美羽」による例会運営で、「買う」を
テーマにした例会でした。守成クラブとは売り買いをするクラブですが、ただ、先にモノを売るのではなく、先ずは皆で買うことか
ら始めて、クラブを盛り上げていこうというのが主旨でした。
そして今回の例会は前半の車座を「他社PR」をテーマとさせていただいております。通常であれば皆さん車座で自社PRをされ
るのですが、消費者の声と言いますか、ここの商品を使ったらこういうメリットがあった。どこどこの社長さんとこういうお付き合い
をしたらこんな素敵なことがあった。どこどこの会社と関わるようになってこれだけ経費が下がった。そういったお話しを購入先か
ら直接ではなく、利用されている方の声を聞くことによって、より理解していただけるのではないかと考え、今回のテーマ「他社PR」
を企画させていただきました。
また、今回の例会は100名ほどの出席者で、登録の会員数は160名ほどいますが全員と関わることはなかなか難しいと思います
し、今さらこの方の仕事を聞きにくいと思ってる方も正直いらっしゃると思うのです。今回、他の方からのお話しを聞くことで、一人
でも多くの方と交流を深めていただきたいという意味もこめて「他社PR」を企画させていただきました。なお、後半の懇親商談会
では、通例の自社PR、イベントのPR、商品のPR、会社の宣伝を積極的に行なっていただきたいと思います。
今回の例会では、できるだけ時間を多くとり有効に使っていただきたいと思い、初めてお食事をお弁当にさせていただきました。
第1回目の開催であるロワジールホテルさん、そして事務局には食事の手配で大変ご苦労をおかけしましたが、こういった趣向もど
うかなと思い初めてお弁当にさせていただきました。例会が終わったあとにでもご意見をいただければ、次回からの参考にさせて
いただきたいと考えています。
最後になりますが、本日は100名の例会になりました。明るく楽しく有意義な時間を過ごしていただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

2012年11月12日例会にて『［他社PR］をテーマとした例会を行います！』

赤バッチ貸与

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。

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。

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。

『 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☆


