
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。
先日の例会は私のスケジュール調整がつかず欠席になってしまい大変申し訳ありま
せんでした。例会に出席できずとても残念でした。そして代わりに挨拶をしてください
ました柳沼前代表には、本当にありがとうございました。
さて、本日は黙祷から例会が始まりましたが、未曾有の大震災から2年が経ち、国自
体も大きく変わったきっかけとなる出来事でした。あれから早2年が経ったんだなとい
う気がしています。
そして、私が守成クラブ旭川の代表になったのもちょうど2年前なのですが、代表の
任期が2年ということで、本来であればもう3月ですから来年度に向けて新しい代表を
紹介しなければならないところなのですが、なかなか人選ができず、来月からも続投
させていただくことになりました。
皆さんが更に商売が繁盛されますよう微力ながら努力していきたいと考えているの
ですが、来月からは次年度の代表を選出することにも力を注ぎながら、会の運営に携
わっていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先月は金田リーダーの「チームきずな」による例会運営でした。残念ながら例会に参加することができなかったのです
が、例会のテーマが「もっと伝わる自社PR」ということで、多くの皆さんが積極的に自社PRをされていたと聞いています
し、多数のゲストの方がご入会いただいたとも聞いています。改めてありがとうございます。
さて本日ですが、天候が非常に悪いこともあり、遅れて来られる方もいらっしゃると聞いています。いつもより少し出席
人数が少ないように感じられるかも知れませんが、隣の方はどのようなご商売をされているのか、深く掘り下げてお聞きす
るチャンスと捉えていただければと思います。
そして、本日の例会ですが、澁谷リーダーの「チームゆめ」による運営となります。「車座営業」というテーマでの例会に
なりますので、皆さんどんどん営業してください。チラシなどをご用意されている方もいらっしゃると思いますが、自分のご
商売の内容を一人でも多くの方に知っていただくよう、努力していただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の出席者ですが、帯広会場からもお越しいただいていますし、天候が悪く遅れておりますがゲストの方も5名の参
加を予定しています。短い時間ですが、本日も有意義な例会をお過ごしいただければと思います。
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。
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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。

『ご商売を一人でも多くのかたに知っていただく努力が必要です！』 2013年3月11日例会にて

先月は[チームゆめ（澁谷Ｒ）]による例会運営でした。「車座営業」「懇親交流会」と、チームの想いを
例会項目の言葉を変えることでも表現されていたことが、とても印象的な例会でした。
個人としての感想ですが、「車座営業」「懇親交流会」ともに、「チームゆめ」のコーディネーターの方

が、十分に打合せをされたことが感じられるような段取りの良いコーディネートをされており、充実した例会を過ごさせ
ていただくことができました。ありがとうございます。
今月は、[チーム美羽（吉尾Ｒ）]による例会運営です。前回に引き続き「買う」をテーマとした例会ということで、とても楽し
みにしています。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！

4・5月の主な予定 現在の会員数 （3/25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

174名
110名
64名
2名
1名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

86名
0名
2名
4名
92名

（83）
（1）
（4）
（10）
（98）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

札幌北(140)
札幌南(100)
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)
北見(100)
札幌西(90)
札幌創真(40)
札幌アンビシャス(50)
旭川みらい(20)
西いぶり(60)
函館みらい(20)
稚内

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 )
4/16( 火 )
4/17( 水 )
4/18( 木 )
4/18( 木 )
4/18( 木 )
4/23( 火 )
4/24( 水 )
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～ ピッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18:20～ 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～ 札幌全日空ホテル　札幌市中央区北 3条西 1丁目 2-9
18:30～ 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～ ホテルサンルート室蘭　室蘭市中島町 2-28-6
18:00～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

苫小牧(60)
帯広(120)
札幌南(90)
釧路(250)
札幌東(110)
札幌北(140)
旭川(100)
苫小牧青蓮(50)
札幌(100)
北見(100)
旭川みらい(20)
札幌西(70)
函館みらい(20)
札幌創真(40)
稚内
札幌アンビシャス
西いぶり
函館

5/2( 木 )
5/7( 火 )
5/8( 水 )
5/8( 水 )
5/9( 木 )
5/9( 木 )
5/9( 木 )
5/13( 月 )
5/15( 水 )
5/15( 水 )
5/16( 木 )
5/21( 火 )
5/22( 水 )
5/23( 木 )
未定
未定
未定
未定

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～ 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
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
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～ 札幌第一ホテル 札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:30～ アルファガーデン　北見市大通東 5丁目 1
17:55～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18:00～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10
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

【4月】 【5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。

4 /  9（火） ○ 第129回例会（GH）
　　　　　　　　　チーム美羽（吉尾R）
4 / 1 5（月） ○ 世話人会　19：00～
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
4 / 1 6（火） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
4 / 2 3（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 三好寿し（3・4仲通り15丁目）
5 /  9（木） ○ 第130回例会（LH）
　　　　　　　　チームきせき（藤原R）
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5月例会のご案内
5月 第130回例会のご案内です。
日時：5月9日（木） 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。
＊5月の例会はチームきせき［藤原R］による
　担当例会になります。

●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

守成クラブ旭川 代表
小滝畜産（株） 代表取締役　小滝 達也



レディースランチ会フレンドランチ会

守成クラブ旭川
チームゆめ リーダー

（有）旭川タイヤサービス 専務取締役
澁谷 崇央

3/26（火）、今月のレディースランチ会は、和食処「月心庵」で行
なわれました。8名の出席で美味しい和ランチと大人気のシュー
クリームをいただいた後、情報交換となりました。
新商品のご紹介として、吉本さん（薬日本堂）より薬日本堂さん
と森下仁丹さんとの共同開発で生まれたスティックタイプの“仁丹
の食養カレー”のサンプルを頂きました。“独自の和漢植物を合せ
てじっくり煮込んだカレー”とのご紹介でした。
また、今月からは、ランチ会の後に会社訪問ということで、「山新 
久保村」さんに伺いました。「日本の着物は世界に誇れる文化であ
り、多くの方々に着物を着ていただくことで受け継がれて欲しい」
というご主人の情熱を感じたひとときでした。短い時間でしたが、
たくさんの華やかな着物を愛でながらのご説明、本当にありがと
うございました。
4月のレディースランチ会は、4/23（火）12：00より三好寿司
（3･4仲通り15丁目右9号 TEL23-5668）さんにて行ないます。
その後、美容室「結」
（3条通17丁目右7号 
TEL24-4445）さん
を訪問致します。
たくさんの方々のご
出席をお待ちしてお
ります。

〈参加者情報（8名）〉
近藤さん（遊きりん）、児玉さん（こだま工房）、吉本さん（薬日本
堂）、丸山さん（さろんど・ぶーけ）、高橋さん（Nail style）、久保村さ
ん（山新 久保村）、馬場さん（JAPANESE BAR 椛 ）、清水（地酒のま
るしん商店）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。
先月が不参加でしたので、今月は何とか時間までに会場入りしよう
と足を運びました。先客に浦野さんがいらしたのですが、来場2人
目ということで参加者が集まるのだろうかと少々不安に感じました
が、徐々に参加者も集まりだし、最終的に13名の方がお集まりに
なりました。
ここのところ参加者が少ない月もありましたが、例会等での声かけ
が功を奏したのか、久しぶりに参加された会員さんもいたりと、大
いに盛り上がりをみせたフレンドランチ会でした。終盤はお一人ず
つ近況報告ということで簡易的な車座を行なうこともできました
し、充実したフレンドランチ会となりました。
みなさんも都合がつきましたら是非フレンドランチ会に参加しま
しょう。
＜追記＞本日はWBC準
決勝とフレンドランチ会
の日時が重なり日本代表
の戦況が大いに気になる
ところでしたが、梅井支
配人のタブレット端末が
大いに活躍してくれまし
たことを付け加えておき
ます。。
〈参加者情報（13名）〉
山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、川崎さん（緑鋼商）、吉尾さん（アサ
ヒ通信機）、柴野さん（北海道健誠社）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本
舗）、浦野さん（森のゆ花神楽）、児玉さん（こだま工房）、近藤さん（遊き
りん）、菅野さん（ヘアーサロンmie）、江口さん（クローバー）、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）

皆さん、お疲れ様です。チームゆめのリーダーをしています
旭川タイヤサービスの澁谷です。
本日の例会運営に際して、チームゆめでは守成クラブ旭川が目指しているところは
どこかを考えました。会員の皆さんの多くが目指し望んでいることは、自分達の力で
創り上げたマーケットをさらに活力ある魅力的で強いマーケットにすることだと考え
ました。
そのために何をすべきかを考えなければならないと思い、例会のあり方も例会の
ための例会ではなく、目指すところへ近づけるためにはどのような例会にすべきか
を第一に考えました。
本日の例会につきましては、私たちが考えた思いを表した一つの形だとお考えい
ただければと思います。
その1つとして、「車座商談会」を「車座営業」に、「懇親会」を「懇親交流会」へ
と、いつもと違う名称に変えさせていただきました。
そしてもう一つの思いは、準会員の皆さんに1日でも早く正会員になっていただくことです。この思いは会員の皆さん全
員が願っていることだと思っています。
自分たちの担当例会だけでなく、全ての例会をとおして正会員の方が準会員の方へアドバイスをし、バックアップをし
て背中をちょっとだけ押して上げる。そのような行動がいつも自然にできる例会であることを願っています。正会員の皆
さんには、この思いをご理解いただき、これからもお力添えをいただきますよう、よろしくお願いいたします。
本日の例会ですが、前回の担当例会同様「ちょこっとPR」「自社PR」「ブース出店」は無しとさせていただいています。
そして会場内を禁煙とさせていただいています。喫煙される方は、立席後にロワジールホテルさんで用意されているホー
ルの喫煙コーナーにて、喫煙と同時にちょっとした交流会をしていただければと思います。 
今回の例会が、新たな繋がりのキッカケになり、会員同士の交流の輪が広まり、深まると共に守成クラブ旭川が更に活
力ある魅力的で強いマーケットになると信じています。
本日はよろしくお願いいたします。

2013年3月11日例会にて『活力ある魅力的な強いマーケットを創りましょう！』
表彰・バッチ貸与

2013 年 3月11日例会より

有限会社 いとう印刷
代表取締役　伊藤 吾郎

旭川市新星町887-37
TEL 0166-26-3233　FAX 0166-26-3234

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。

株式会社 クロスワーク
代表取締役　佐々木 仁

旭川市神居1条3丁目3-4
TEL 0166-85-7966　FAX 0166-85-7967
URL http://www.xwksoft.net/

aroma room HERBA(ヘルバ)
代表　藤盛 明美

旭川市末広4条10丁目6-5
TEL 0166-57-4227　FAX 0166-57-4227
URL http://aromacolor-herba.jimdo.com/

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与

タナカ総研(株)補聴器館旭川店
店長　加藤 知子

旭川市1条通7丁目左1号エンドレス17 1Ｆ
TEL 0166-23-2933　FAX 0166-23-2934
URL http://hochokikan.com/

有限会社 ハートサービス
事務長　菅野 真敏

旭川市宮下通1丁目23-4 シャルム宮下306
TEL 090-2699-7945

有限会社 トラストコーポレーション
代表取締役　石川 陽三

旭川市東光10条1丁目3-15
TEL 0166-34-7087　FAX 0166-34-7087

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/

三好久美 鍼灸院
院長　三好 久美

旭川市忠和6条6丁目5-6
TEL 0166-62-5152　FAX 0166-62-5152

医療法人 恵心会 北星ファミリークリニック
院長　八藤 英典

旭川市錦町19丁目2166番地287
TEL 0166-53-0011　FAX 0166-53-2821
URL http://www.keishinkai.jp.net/

株式会社 井原園芸
代表取締役　長内 直樹

旭川市東旭川町上兵村520番地
TEL 0166-36-2063　FAX 0166-36-2297

がんばれ盾

赤バッチ貸与

赤バッチ貸与 緑バッチ貸与 緑バッチ貸与

緑バッチ貸与 緑バッチ貸与緑バッチ貸与


