
皆さん。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
毎月開催している例会ですが、年が変わると感覚的にとても間があいたような気がしてお

り、凄く久しぶりのような感じがしています。本日の例会は、担当チーム制となってから6回目。
チーム数が6なので、これで全チームの一巡目が終わることになりますが、チーム制になって、
私自身を含めた会員の皆様全員の例会に対する意識が少しずつ変わってきたと感じていま
す。今日は新年ということもあってか、参加者が90名ちょっととなっています。それでもコンスタ
ントに90名を超える例会になってきているのも、チーム制を実施した結果だと思います。皆さ
んには出来るだけ例会に出席していただきたいと思っています。
今例会は、例会担当チーム「そら」が立案した企画で、準会員の方も正会員と同じ条件で

ブース出店もできますし、チラシも配れます。ステージ上でPRもできるという例会になっていま
す。担当チーム「そら」の西村リーダーを始め、チームの皆様は凄く緊張しているのでは無い
かと思いますが、しっかりと例会を運営して頂きたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先月は伊藤リーダーの「チームきぼう」による他社を知る「聴く」をテーマとした例会でした。

「今日の例会でこんなことを言おう。」と思っていた方には、少し物足りなかったかもしれませんが、あまり言葉による表現が得意でな
いという方には、色 と々話しを引き出されて良かったのではないかと思っています。違う視点からの質問もありましたので、違う角度
からの自分の会社の紹介が出来たのではないかと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会から名札が紐で首からぶら下げるタイプに変更になりました。この紐の色について、赤色が正会員、緑色が準会員、
黄色がゲストさん、もしくは代理の方ということで色分けをしています。
バッチについてですが、衣服に穴を開けたくない、自分の会社のバッチを外したくないという方もいらっしゃいますし、バッチを忘れ
たという方については500円をいただいていましたが、これからは紐の色で、正会員、準会員、ゲストさん、もしくは代理の方というこ
とが一目で分かりますので、バッチについては出来るだけ着用していただきたいのですが、絶対ということではなくなりました。この方
が、少しは皆さんの手間の軽減にもなり、分かりやすくなるのではと考えています。ただし、今までかなりの数のネームプレートが無く
なり、毎年、補充分を大量に購入しています。本日から、紐で首からぶら下げるタイプの名札に変わりましたので、例会終了後は、必
ずご返却いただいてからお帰りになられますよう、よろしくお願いいたします。
本日は新年ということもありまして、新たな気持ちで今年最初の例会に臨んでいただきたいと思っています。皆様方の少しでも仕
事のお役に立てる例会になりますよう、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。
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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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車座商談
HP名簿 名刺交換 

正会員  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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○
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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。

『チーム制になってコンスタントに90名を超える例会になってきました！』2013年1月16日例会にて

チームで運営する例会も前回の[チームそら]でひと回りしました。会員全員が例会運営に携わった
事で、例会運営の大変さや世話人の苦労と楽しさを知る事が出来たように思います。車座では、コー
ディネーターをフォローするために砂時計を見ながら時間内で話をまとめたり、時間が残った時は

皆が質問したりと、車座に活気が出てきた様にも思います。来月からはチーム運営による例会も2巡目となります。前回の良
かった事や反省した事を踏まえ、他のグループをヒントに新たな例会が始まるのではないかと、今からとても楽しみにしてい
ます。また、私事ですが、新子焼きの会の運営に関して、多くの皆さまから応援や励ましの声をかけて頂いたり、新子焼きの
会のポスターを貼ってくださったりと、とても感謝しています。ご協力いただきまして、本当にありがとうございます。（丹野）

2・3月の主な予定 現在の会員数 （2/11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

167名
105名
62名
4名
3名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

86名
1名
0名
4名
91名

（85）
（1）
（0）
（7）
（93）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

帯広(120)
札幌北(140)
釧路(250)
札幌南(90)
苫小牧(60)
旭川(90)
稚内(20)
函館(50)
苫小牧青蓮(60)
札幌東(110)
北見(100)
札幌(100)
西いぶり(60)
札幌西(70)
札幌アンビシャス(60)
旭川みらい(20)
札幌創真(50)
函館みらい(20)

2/4( 月 )
2/5( 火 )
2/5( 火 )
2/6( 水 )
2/7( 木 )
2/12( 火 )
2/12( 火 )
2/13( 水 )
2/13( 水 )
2/14( 木 )
2/14( 木 )
2/19( 火 )
2/19( 火 )
2/20( 水 )
2/21( 木 )
2/21( 木 )
2/26( 火 )
2/27( 水 )

18:28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
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
19:00～ ホテルおかべ 汐彩亭　稚内市中央 1-5-16
18:30～ 函館ビヤホール　函館市末広町 14-12
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～ 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
18:30～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
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～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

帯広(120)
札幌南(90)
釧路(260)
札幌北(140)
苫小牧(60)
札幌西(70)
旭川(90)
稚内(20)
函館(50)
苫小牧青蓮(60)
札幌東(110)
北見(100)
札幌創真(50)
札幌アンビシャス(60)
西いぶり(60)
札幌(100)
函館みらい(20)
旭川みらい

3/4( 月 )
3/6( 水 )
3/6( 水 )
3/7( 木 )
3/7( 木 )
3/11( 月 )
3/11( 月 )
3/11( 月 )
3/13( 水 )
3/13( 水 )
3/14( 木 )
3/14( 木 )
3/19( 火 )
3/19( 火 )
3/19( 火 )
3/21( 木 )
3/27( 水 )
未定

18:28～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
18:30～ 札幌東急イン　札幌市中央区南 4条西 5丁目 1
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
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18:30～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
19:00～ ホテルおかべ 汐彩亭　稚内市中央 1-5-16
18:30～ ホテル函館ロイヤル　函館市大森町 16-9
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～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
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
18:30～ 室蘭プリンスホテル　室蘭市中央町 1-4-9
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

【2月】 【3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。

2 / 1 2（火） ○ 第127回例会（GH）
　　　　　　　　　チームきずな（金田R）
2 / 1 8（月） ○ 世話人会　19：00～
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
2 / 1 9（火） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
2 / 2 6（火） □ レディースお泊まり会
　　　         2/26～27 花神楽（東神楽町）
3 / 1 1（月） ○ 第128回例会（LH）
　　　　　　　　　チームゆめ（澁谷R）
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3月例会のご案内
3月 第128回例会のご案内です。
日時：3月11日（月） 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。
＊3月の例会はチームゆめ［澁谷R］による
　担当例会になります。

編集後記
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レディースランチ会フレンドランチ会

守成クラブ旭川
チームそら リーダー

（株）アイ・エー・シー 代表取締役
西村 公艶

1月22日（火）レディースランチ会が行われました。
十割の香「和寒雪割そば」にて昼食を頂いてから、会員企業の
『ゆう美堂さん』のお茶室にてお抹茶を頂きました。
柳原さんのお弟子さんである会員企業の『椛』ママがお手伝い
をしてくれました・・・
でもなぜか 失敗続きで!? 皆を和ませてくれるのです(笑)
初め緊張していた皆さんも 静かな空間の中で、ゆっくり五感を
楽しみながら和やかな時間を過ごしてまいりました。柳原さん 
お世話になりました。
今回は10名の参加者があり、ランチ会でも「守成」についての
色々な想いが交されいつもとは又違った盛り上がりになりまし
た。話しは、やはり皆で頭を付き合わせてのお泊まり女子会!! を
したい、という内容に発展し、スケジュール調整も全員ＯＫ！
次回レディース会は、2/26（火）～27（水）、東神楽の『花神楽』
さんへのお泊まり会になりました。
時間は皆さんの都合に合わせてチェックイン、チェックアウトは
自由になります。楽し過ぎるレ
ディースお泊まり会になること間
違いなしと思われます(^o^）
女性の皆さん是非楽しい時間を
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（10名）〉
吉本さん（薬日本堂旭川豊岡店）、高橋さん（美容室結）、馬場さん
（椛）、近藤さん（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）、丸山さん（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

1/23（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7名、
本日は遅れに遅れて13:00の到着となってしまいました。(^-^;
大雪地ビール館の駐車場に着いて「いつもの車が無いぞ」と思いつ
つ小走りで大雪地ビール館の2階へ駆け込みました。すると、皆さ
ん、まだ談笑している最中で、一人だったらどうしようという思い
は無用な心配でした。
今月のフレンドランチ会では、自分が先の例会運営担当チームで
あったこともあり、例会の様子についてお聞きしたのですが、皆さ
んお優しい（？）ので「良かったよ。」というお言葉をいただくこと
ができ、社交辞令であっても嬉しい気持ちにさせていただきまし
た。また、柳原さんより前日のレディースランチ会の様子をお聞き
したのですが、食事の後に柳原さんの茶室でお茶会が行なわれた
とのことで、とても楽しい集まりであったことをお聞かせいただき
ました。フレンドランチ会も魅力をアップさせる工夫が必要かもし
れませんね。(^-^ゞ
それから、丹野さんと「らんまん
の会」の仮想話しで盛り上がりま
した。名札を壁に掛けたり、定期
会をやろうとか...
皆さん、フレンドランチ会に是非
ご参加ください。思わぬヒントが
見つかるかもです。（文：西村）
〈参加者情報（7名）〉
長原さん（北海事務機）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、近藤さん（遊
きりん）、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）
＊先月のフレンドランチ会参加者より近藤さん（遊きりん）の御名前が欠落して
いましたこと、訂正の上、お詫びいたします。

新年あけましておめでとうございます。
チームそらのリーダーを務めておりますIACの西村です。
本日の例会は予定では91名の出席を予定していると聞いています。チームでの例会
運営が始まり、ここ数ヶ月の出席者数が100名弱の参加人数で推移していましたので、
チームが例会を運営する最後の番として、また、例年1月の例会は出席者数が少ない傾
向であったこともあり、色々な面で非常にプレッシャーを感じておりました。そのような
中、ゲスト様も数名お連れいただき、本日は91名の出席ということで、例会出席者数に
関してだけは少しプレッシャーから開放された気持ちでいます。
さて、本日の例会ですが、「チームそら」では、「仲間を知る（絆をつくる）」をテーマ
に例会の構成を企画させていただきました。過去5回の例会において、各チーム素晴ら
しい構成で例会運営をされていましたので、その良い流れを続けていく意味合いも含
め、チームにおいて具体案を考えました。
チームの打合せでは様々なアイディアがでたのですが、最終的に、仲間を知るため
には自社PRも必要と考え、多くの皆様に自社PR、自己PRをしていただきたいと考え、
「ちょこっとPR」を復活させました。そして、特別に準会員の皆さまにも「ちょこっと
PR」「ブース出展」、車座全体への「チラシ配布」を可能とさせていただきました。特に、準会員の皆さまには積極的に、
「ちょこっとPR」を行なっていただき、車座商談会への弾みをつけていただき、自社PR、自己PR、商品やサービスのPRに
努めていただきたいと思います。そして、自信をもってゲスト様をお誘いできるようになっていただき、ゲスト様の入会をもっ
て正会員になっていただきたいと願っています。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。
それから、本日はご都合で例会を欠席されているのですが、10月の例会運営を担当された「チーム美羽」の吉尾リーダー
より伝言を預かっています。10月の例会は「買う」をテーマにした例会でした。様々な買いたい情報が出てきて商談の機会
が生まれましたが、その後の商談事例や成約事例などがありましたら、是非、お聞かせ願いたいというものでした。来月の
例会の出欠のご返答にてお知らせいただけると有難いです。
最後になりますが、本日の例会では、「チームそら」のメンバーは胸にオレンジ色のお花をつけています。テーブルコーディ
ネーター、議事録も含め、本日の例会運営に臨みます。不慣れなため、至らない点も多々出てくることとは思いますが、お集
まりの皆さん全員でフォローをしていただきたいと考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の例会が皆さんにとって明るく楽しく有意義であるものにしたいと願っています。本日の例会もどうぞ宜しくお願いい
たします。

2013年1月16日例会にて『仲間を知る（絆をつくる）」をテーマとした例会です！』 表彰・バッチ貸与
2013 年 1月16日例会より

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
URL　http://samoweb.jp/

有限会社 食創造さんだかん
代表取締役　飯田 一民

深川市6条20番8号
TEL 0164-22-2177　FAX 0164-23-3822
URL　http://www.sandakan-co.com/

緑バッチ貸与赤バッチ貸与

株式会社 浅見設備
代表取締役　浅見 仁博

旭川市永山7条8丁目9-8
TEL 0166-47-2070　FAX 0166-47-2086
URL　http://www.asami-setubi.jp/

社会福祉法人湯らん福祉会 軽費老人ホーム ケアハウス忠和
施設長　谷口 丈夫

旭川市忠和3条7丁目2番12号
TEL 0166-61-0366　FAX 0166-61-2181
URL　http://youranfukushikai.jp/chuwa/

障がい福祉サービス事業所 あいねっと
理事長　廣瀬 哲

上川郡愛別町字本町170番地
TEL 01658-9-8787　FAX 01658-9-8788
URL　http://www.npo-ainet.com/

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

第一生命保険(株) 旭川支社 大成営業オフィス
営業部長　林田 卓也

旭川市宮下通7丁目3897-12 旭川第一生命ビル8F
TEL 050-3782-0122　FAX 0166-22-3449
URL　http://www.dai-ichi-life.co.jp/

緑バッチ貸与

ＡＧトレーディング 株式会社
代表取締役　矢田 栄司

旭川市末広2条12丁目7-8
TEL 0166-74-6588　FAX 0166-74-6589
URL　http://www.ag-trading.jp/

株式会社 サポートライフ
代表取締役　越 道弘

旭川市東光8条6丁目3-10
TEL 0166-32-1221　FAX 0166-32-1525

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

Food Consulting Blue Angel
代表　青木 知香

旭川市東光5条8丁目1-17
TEL 0166-85-7077　FAX 0166-85-7078

緑バッチ貸与

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！
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☆

がんばれ盾


