
皆さん、こんばんは。本日は小滝代表に代わりましてご挨拶申し上げます。
昨今、アベノミクスということで株価が上がり、景気が上向いているという論調もあります
が、我々にしてみますと円安でガソリンや灯油などが値上がりし、商売がやりづらいというよう
な現象も起きていることと思います。さらに来年は消費税も上がるということで、政府により
様々な経済対策が打たれていますが、我々中小零細企業にとっては、なかなかその恩恵が
届かないというのが実感ではないかと思います。
しかし、私たちは１つ１つ毎日の商いを積み重ねていくことで、何とか商売を続けられてお
り、そのような意味からもこの守成クラブを大事にしていきたいと考えています。
さて、先月例会はチームそら（西村R）の企画で、準会員の皆さんにも普段はできない「ちょ
こっとPR」「チラシ配布」「ブース出店」を解禁いたしました。準会員の皆さんはどのような感
想をもたれましたでしょうか。積極的に行動されました方には守成クラブの良さを感じていた
だいたのではないかと思っています。その効果があったのかと思いますが、本日の例会は準
会員6名の方からゲスト紹介をいただき、合計10名のゲスト参加をいただいています。そし
て、予定参加者数も100名となり、100名例会は私の記憶では平成22年10月の100回例会以
来であり、2年3ヶ月ぶりの100名例会となります。これは、2年前より小滝代表の「皆と知り合おう！皆で仲良くなろう！皆で笑顔になって
志をもって志事をしよう！」という方針がカタチになって現れてきたのではないかと思っています。本日、小滝代表は不在ですけれど
も、代わって感謝申し上げます。
久しぶりに登壇させていただきましたので、皆さんにお願いを述べさせていただきます。本日、6名の準会員の方にゲスト様をご紹
介いただきましたが、準会員の皆さんには、是非、ゲスト様お1人以上にご入会いただき、早くに正会員になっていただきたいので
す。また、準会員の方で1年以上在籍されています方は、本来のルールでは準会員の在籍期間は1年となっていますので、至急正
会員になっていただくようお願いいたします。
それから赤バッチの方について、 [re:cab]にも掲載されていますが守成クラブ旭川の正会員は「現に正会員を紹介している方」

と定義されています。紹介された方が準会員の場合には正会員になるようご協力・ご支援していただきたいと思います。また、ご紹
介者が退会してしまって在籍していない方もいらっしゃいます。ゲスト様のご紹介から再度取組んでいただき、真の正会員になって
いただくようお願いいたします。
先ほども述べましたが、私たちのビジネスは世の中の景気とはあまり関係なく、小さいことの積み重ねが大事だと思っています。
顔の見える仲間からモノを買ったり、買っていただいたりということで、守成クラブの中で実践されている方、守成クラブの良さを実
感されている方々がここに来ていらっしゃるのだと思います。この輪を拡げていくためにも会員拡大が必要であり、皆さんお一人お
一人に100名例会が続けられるよう、会員拡大のご協力をお願いしたいと思っています。本日の例会が、皆さんにとりまして少しでも
仕事のお役に立てることを祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。

re:cab
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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。

『守成クラブの輪を拡げ100名例会を続けていきましょう！』2013年2月12日例会にて

先月は[チームきずな（金田Ｒ）]による例会運営で、自社PRに主眼をおいた例会でした。「もっと伝
わる自社PR」をキーワードに運営された例会でしたが、例会案内の添付資料にも自社PRのヒント
が記載されており、資料を確認された方にとっては、とても参考になったことと思います。

また、例会では車座商談会が2回セッティングされており、自社PRを充実させるための時間的な配慮も十分にされていた
ように感じました。今回の例会は食事をお弁当にするなど、自社PRに主眼をおいていることがとてもわかりやすい例会
で、さらには、車座コーディネータを[チームきずな]のメンバーが一生懸命されていたことが印象的な例会でした。
今月は、[チームゆめ（澁谷Ｒ）]による例会運営です。皆さん、今月も実りある例会となりますよう顔晴りましょう！

3・4月の主な予定 現在の会員数 （2/25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

171名
109名
62名
5名
2名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

83名
1名
4名
10名
98名

（86）
（1）
（0）
（4）
（91）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

帯広(120)
札幌南(90)
釧路(260)
札幌北(140)
苫小牧(60)
札幌西(70)
旭川(100)
苫小牧青蓮(50)
稚内(20)
函館(50)
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(50)
札幌(100)
旭川みらい(20)
函館みらい(20)

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

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
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
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
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

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

4/2( 火 )
4/3( 水 )
4/4( 木 )
4/8( 月 )
4/9( 火 )
4/10( 水 )
4/10( 水 )
4/11( 木 )
4/15( 月 )
4/16( 火 )
4/23( 火 )
4/23( 火 )
4/24( 水 )
未定
未定
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～ 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～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18:30～ 五島軒　函館市末広町 4-5
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～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
17:55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
17:55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【3月】 【4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。

3 / 1 1（月） ○ 第128回例会（LH）
　　　　　　　　　チームゆめ（澁谷R）
3 / 1 8（月） ○ 世話人会　19：00～
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
3 / 1 8（月） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
3 / 2 6（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 月心庵（豊岡5条2丁目）
4 /  9（火） ○ 第129回例会（GH）
　　　　　　　　　チーム美羽（吉尾R）
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4月例会のご案内
4月 第129回例会のご案内です。
日時：4月9日（火） 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。
＊4月の例会はチームゆめ［吉尾R］による
　担当例会になります。
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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。
●下記の業種については、ゲスト参加並びに入会を禁止します。
　宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・先物取引業・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、並びに公序良俗に反する商売の方。
※上記以外の業種であっても、入会後に強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレームが発生した場合、世話人会で
協議の上、クラブの退会処置をいたします。また、例会時のチケットの [手売り] は禁止します。チケット販売の告知は、商談会で行ってください。

●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。
●例会出席時には、参加者の属性により、以下の各色の紐付の名札を着用することとします。
　正会員：赤 / 準会員：緑 / ゲスト様：黄 / 正準会員の代理参加者・同行者：黄 / 他会場からの参加者様：青
　上記名札は、受付時にお貸ししますので、例会終了後、必ず返却してください。また、貸与されているバッチの着用を強く推奨します。
●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。
　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。
●参加申し込み後のキャンセルは例会２日前までに事務局へご連絡ください。
●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、 必ずご連絡をお願いいたします。

編集後記

西村



レディースランチ会フレンドランチ会

守成クラブ旭川
チームきずな リーダー

（株）タックスカネタ 代表取締役
金田 信貴

2月26日(火)、森のゆ花神楽にて、レディース懇親会が行われまし
た。今回は、宿泊8名、日帰り3名の合計11名の参加です。題して大
人の修学旅行。皆でゆっくりと温泉につかり、癒しの時間を過ごし
ました。温泉は久しぶりという声もちらほら…、おしゃべりをしな
がらの入浴はまさに大人の修学旅行という感じ。
宴会では、花神楽の支配人さんが、物真似ミニライブを披露してく
ださり思いもかけないサプライズにびっくりです。館内の装飾品も
支配人さんの手作りの作品があると聞き更にびっくり。なかなか、
やります花神楽さん。二次会のカラオケでは、皆さんの新たな一
面も見せていただき、より互いの距離が近づいた感じがしました。
また、皆さん歌がとても上手ですね。
初めての一泊旅行ということもあり、時間がたっぷりあると思って
いたのですが、まだまだ足りなかったように思います。この次の機
会には、もっと上手に時間を使って、もう少し皆さんと交流したい
と思いました。
さて、今後のレディースランチ会ですが、毎回会社訪問をメインに
行っていこうということになりました。次回は、ランチ終了後、久保
村さんのお店を訪問いたします。
女性の皆さん、奮ってご参加くだ
さいね。（文：柳原）
日時：３月２６日（火）12：00～
場所：月心庵　豊岡5条2丁目
会社訪問：京呉服「山新 久保村」
豊岡7条1丁目　TEL33-0841
〈参加者情報（11名）〉
駒井さん（ラブミー理美容室）、勝田さん（ダイアナ多花木）、久保村さん（山
新 久保村）、清水さん（地酒のまるしん商店）、吉本さん（薬日本堂）、児玉さ
ん（こだま工房）、高橋さん（美容室 結）、馬場さん（Japanese Bar椛）、丸山
さん(さろんど・ぶーけ)、高橋さん（nail style）、柳原（ゆう美堂）順不同

2/19（火）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。
今回は、［チーム美羽］の打ち合わせが13:00から開催された事も
あり、参加者11名といつもより多い人数でした。
自社PRでは参加者の皆さんが一言ずつ近況などを発表していきま
したが、花神楽の浦野さんの宣伝ツールが受けて（画像添付）、続
けて数人の方も「○○のときは、まず私へご連絡ください。」と、
自社の商品に置き換えて話をされ、一同
大笑いとなりました。
ほうゆうの加藤さんのお焚き上げの話か
ら始まり、婚礼はクローバーの江口さん
に…、そして冠婚葬祭のベルコの穂積さ
んへと自社PRが続いたことも不思議な盛
り上がりとなりました。
今回、フレンドランチ会に会員さんをお
誘いしましょうという話を聞き、私も数人
にお声をかけさせていただきましたが、
初参加の浦野さんと加藤さんからは、
「初めて話した方がいたりと、と
ても楽しかったです。次回も、時
間を作って参加したいです！」と
のコメントをいただきました。
皆さんも、お時間と都合がつき
ましたら楽しいランチ会に参加
しませんか?（文：丹野）
〈参加者情報（11名）〉
長原さん（北海事務機）、吉尾さん（アサヒ通信機）、小西さん（東鷹栖十
線郵便局）、嵯峨さん（プラス・１）、加藤さん（法雄）、浦野さん（森のゆ花
神楽）、穂積さん（ベルコ）、立岡さん（エフィー）、江口さん（クローバー）、
梅井さん（大雪地ビール）、丹野（焼鳥らんまん）（順不同）

皆さん、こんばんは。タックスカネタの金田と申します。車屋さんをやっていま
す。車の販売から廃車まで、車のことならなんでもやりますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
いつもより細かく業務内容をPRさせていただきましたが、本日の例会では皆さ
んに車座商談会、懇親商談会において、いつもと違うPRをしていただき、さらに
「自分を知ってもらおう」「自分の会社を知ってもらおう」という意識で本日の例
会に臨んでいただきたいと考えています。それでは本日の例会の趣旨について、お
話させていただきます。　　　　　　　　
皆さんに先ほどよりチラチラと胸の辺りを見られているのですが、新和の大村社
長の会社で取り扱っている軍手をピースサインのカタチにしたものを胸につけてい
ます。各テーブルに1名以上着いていますが、チームきずなのメンバー全員が身に
つけているものです。
例に挙げますと、本日の例会で司会をしている黒縁メガネの優しそうな方が新和の大村社長ですが、例会が終わっ
てしまうと顔や名前は分かっているけれど「何屋さんだったかな？」と、業務内容が思い出せないケースが同様に多々
あるかと思います。
本日から1年間をかけて例会で車座がご一緒になった方にだけでも、自社の取扱い商品やサービス、本人の顔や名前
を覚えていただくことができれば、1年間例会に通っていただくことで、守成クラブ旭川の会員さんほぼ全員に覚えてい
ただけるということになります。
そのためにも本日より「もっと伝わる自社PR」の実践に努めていただき、場合によってはいつもと違うPRの仕方を行
なっていただく、パンフレットや資料を活用しながらご説明いただくことで、「もっと伝わる自社PR」に取組んでいただ
きたいと思います。
それでは本日の例会が、皆さんにとって有意義な例会になりますよう祈念いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

2013年2月12日例会にて『もっと伝わる自社PRに取り組みましょう！』 表彰・バッチ貸与
2013 年 2月12日例会より

カネシン 佐藤商店
代表　佐藤 伸

旭川市神楽6条8丁目2-10
TEL 0166-63-2582　FAX 0166-63-2583

アブル 株式会社
代表取締役　渡邉 正俊

旭川市永山3条24丁目2番29号
TEL 0166-74-4986　FAX 0166-74-4987

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与

株式会社 アグレ
タレント・司会　森田 仁

[旭川事務所] 旭川市宮下通9丁目531-1-315
携帯 090-8493-9837
URL http://moritashoutenkai.com/

有限会社 旭川技研
代表取締役　前 政成

旭川市神居6条15丁目3-3
TEL 0166-62-3362　FAX 0166-73-4699

chum！（チャム）
オーナー　島崎 千鶴

旭川市3条通7丁目 オクノ3F
TEL 0166-27-4566　FAX 0166-27-4566
URL http://www.chum-chum.net/

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

松田歯科クリニック
院長　松田 昌紀

旭川市永山9条5丁目2-1
TEL 0166-49-5573　FAX 0166-49-5574
URL http://www.mama-dent.com/

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☆

フレンドランチ会/レディースランチ会のご案内
【フレンドランチ会】
 日時：3月18日（月）12：00～
 場所：大雪地ビール館（ホール2F）　宮下通11丁目　
 ＊事前連絡不要、駐車場あります

【レディースランチ会】
 日時：3月26日（火）12：00～
 場所：月心庵　豊岡5条2丁目9-14  TEL 33-7170
【会社訪問】
 ランチの後、会社訪問を致します。
 ㈲山新 久保村　東光7条1丁目4-12  TEL 33-0841
 ＊詳細は［清水さん、柳原さん・久保村さん］まで

鬼瓦授与

●


