
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。
この時期は年度初めということもあり、例年も例会にはなかなか出席し難い時期な
のですが、本日の例会も90名を超える会員の皆さんに集まっていただく例会の予定と
なっています。
先月は澁谷チームリーダーの「チームゆめ」による例会運営でした。澁谷チームリー
ダーが体調不良で途中退席するアクシデントはありましたが、皆さんお一人お一人がご
自分の商品や商材、サービスをPRし営業するということで、とても熱気のある実のりあ
る例会だったと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会は欠席されていますが、新子焼きの会の会長を務められている「焼鳥ら
んまん」の丹野さん、愛称らんまんちゃんですが、4月5日が新子焼きの日ということで
STVテレビの取材を受けられました。放映予定の日に中山峠の崩落事故があり放映が
延期になり、次の放映予定の日にまた中山峠が崩落してしまい延期になりと実際に放
映されたかどうか分からないのですが、ただ、新子焼きの会が発足し、丹野さんが会
長として商売を含めて会の活動を頑張られています。会員の皆さんの中にも同様に頑張られている方が多数いらっしゃる
と思いますが、その取り組みに協力したり応援したりすることも、本日のチーム美羽の例会テーマである「買う」にも繋
がってくるのではないかと思います。
実は私事ですが、来月の連休明けに飲食店を開店することになりました。会員の皆さんにも多くのご協力をいただいて
いるところですが、その中で感じたことは、当クラブの中には多くの職種の会員さんがいらっしゃるということです。業種
的にバッティングしてしまう部分も多々ありますが、会員さん同士がタッグを組むことで、例えば飲食店の開店や建物の建
築などにおいて、1人に相談すると関わる人が集まって全てが手当てできるという体制があるといいなと感じました。また、
飲食店さんも同様にバッティングする部分が多々ありますが、1次会と2次会とでパッケージを組むなど、守成クラブをもっ
と活発に利用してもいいのではないかとも感じました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会ですが、最近100名に近い規模の例会が続いていますので、本日の参加予定が90名ほどと少し少なく感じ
るかもしれません。しかし、決して少ない参加人数ではないと思いますので、皆さん例会の中で本日も活発にご商売をして
いただきたいと思います。
それでは、本日も実りあ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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車座商談
HP名簿 名刺交換 
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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。

『会員同士の協力体制を図るなど、クラブを活発に利用しましょう！』 2013年4月9日例会にて

先月は[チーム美羽（吉尾Ｒ）]による例会運営でした。「買う」というテーマのもとに行われた例会で
したが、会員さん数名の商談事例があり、また、車座では各自が何を買いたいと考えてるか中心に
スピーチするという内容で、車座コーディネーターの方がその情報を聞き出し取りまとめるという

流れでの中で、あらためて守成クラブの本質を感じ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、[チームきせき（藤原Ｒ）]による例会運営です。車座商談会では「売り（他社との違い、セールスポイントなど）」を
テーマに、懇親商談会では「他社PR」を行う例会ということで、準備をして例会に臨まなければ！と考えています(;^_^A 
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！

5・6月の主な予定 現在の会員数 （4/23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

177名
110名
67名
4名
1名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

90名
0名
0名
2名
92名

（86）
（0）
（2）
（4）
（92）

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)
釧路(250)
帯広(120)
稚内(25)
札幌東(110)
旭川(100)
北見(100)
苫小牧青蓮(50)
札幌西(80)
札幌(110)
札幌創真(50)
函館みらい(20)
札幌アンビシャス
旭川みらい
西いぶり
函館

6/4( 火 )
6/5( 水 )
6/6( 木 )
6/6( 木 )
6/10( 月 )
6/10( 月 )
6/13( 木 )
6/13( 木 )
6/13( 木 )
6/17( 月 )
6/18( 火 )
6/19( 水 )
6/25( 火 )
6/26( 水 )
未定
未定
未定
未定

18:20～ ロイトン札幌　札幌市中央区北 1条西 11丁目 1
18:30～ 札幌第一ホテル 札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18:28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
19:00～ 菜好 4F会議室　稚内市大黒 2丁目 1-9 大黒ビル
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～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
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
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
18:00～ 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(100)
函館(50)
釧路(250)
札幌東(110)
札幌北(140)
旭川(100)
苫小牧青蓮(50)
稚内(25)
札幌(110)
北見(100)
札幌創真(50)
札幌アンビシャス(50)
旭川みらい(20)
札幌西(80)
西いぶり(60)
函館みらい(20)

5/2( 木 )
5/7( 火 )
5/8( 水 )
5/8( 水 )
5/8( 水 )
5/9( 木 )
5/9( 木 )
5/9( 木 )
5/13( 月 )
5/13( 月 )
5/15( 水 )
5/15( 水 )
5/16( 木 )
5/16( 木 )
5/16( 木 )
5/21( 火 )
5/21( 火 )
5/22( 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～ 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～ 函館ビヤホール　函館市末広町 14-12
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
19:00～ 菜好４F会議室　稚内市大黒 2丁目 1-9 大黒ビル
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
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～ 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
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18:30～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
18:00～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【5月】 【6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。

5 /  9（木） ○ 第130回例会（LH）
　　　　　　　　チームきせき（藤原R）
5 / 1 6（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
5 / 1 7（金） ○ 世話人会　19：00～
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
5 / 1 9（日） ○ 全国会員大会（札幌）
5 / 2 8（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ お城の鯉寿し（忠和6条7丁目）
6 / 1 3（木） ○ 第131回例会（GH）
　　　　　　　　チームきぼう（伊藤R）
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6月例会のご案内
6月 第131回例会のご案内です。
日時：6月13日（木） 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。
＊6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。

●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。

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

23
30

編集後記



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

皆さん、こんばんは。
アサヒ通信機の吉尾です。チーム美羽のリーダーをしています。
前回、平成24年10月のチーム担当例会では、「買う」をテーマにチームでの1回目
の例会を運営させていただきました。その後の5ヶ月間、皆さん一生懸命に自社PR
をされ行動していただきました。
そして今回、2回目も「買う」をテーマとした例会を運営させていただきます。皆さ
んがどのような商売をされているのかを頭に置きながら、「買う」をテーマに本日の
例会に臨んでいただきたいと思います。
本日は平成25年4月ということで年度も変わりました。近々の購入予定だけでな
く、1年間を通した設備投資の計画など、年間を通して色 と々買うものを考えていた
だいて、本日の車座商談会でスピーチしていただきたいと思います。
巷では「アベノミクス」ということで、景気の良いような話しもありますが、もっと
もっと守成クラブの中で景気浮揚をしていただきたいと思いますので、本日は精一
杯自社の購入物等のアピールをしていただきたいと思います。
そして、本日の車座商談会で皆さんからお話しいただいた「買いたいもの」の情報は、各テーブルごとに用紙に取りま
とめます。それを懇親商談会の席で皆さんのテーブルに配布させていただきますので、その情報をご覧いただきメモを
取っていただくなどして、懇親会、立席のタイミングなどで、アポ取りをしていただければと思っています。もしくは後日あ
らためて商談や営業をしていただくことでも結構だと思いますので、是非、「買いたいもの」の情報を十二分に活用して
いただきたいと考えています。
それでは皆さん、本日は頑張ってください。

2013年4月9日例会にて『本日の例会も「買う」をテーマに運営いたします！』

『 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☆

レディースランチ会フレンドランチ会
4/23（火）、今月のレディースランチ4月例会は、3条15丁目の「三
好寿し」さんで8名の出席で行ないました。
和風庭園を眺めながら美味しいお寿司に大満足！！
自社 PRの中で、女性会員さんならではの“ひらめき”をすぐ実行
に移し行動するという事がいかに大切かという事に気付かされた
ランチ会でした。
その後、今月の会社訪問で美容室「結（ゆい）」さんに伺いました。
前日から芸者さんと舞妓さんの準備をしてくださり着付けの実演
を見せていただきました。今まで見たことの無い華やかな姿と先
生の技の数々はため息が出るほどの感動でした。
神聖な気持ちで一生で一番美しい花嫁さんをつくって想い出づく
りをしてあげたいという気持ちが伝わりました。本当にありがとう
ございました。
次回のレディースランチ会は、5/28（火）12：00より「お城の鯉
寿し」（忠和6条7丁目1
番17号 TEL62-1450）
さんにて行ないます。
その後、フラワーショッ
プ「BLOOM（ブルー
ム）」（忠和5条6丁目 
TEL63-8918）さんを
訪問致します。皆さん、
是非ご参加くださいね。
（文：清水）
〈参加者情報（8名）〉
高橋さん（美容室 結）、近藤さん（遊きりん）、伊勢さん（スープカリー
ふわわ）、柳原さん（ゆう美堂）、丸山さん（さろんど・ぶーけ）、高橋さ
ん（Nailstyle）、児玉さん（こだま工房）、清水（地酒のまるしん商店）
順不同

4/16（火）12:00より、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、今回は18名の方が参加されました。
ちょっとだけ顔を出された方、少し遅れてきた方もいましたが、初
参加の方も数名いらしゃって、参加人数も多くいつも以上に賑わい
をみせたフレンドランチ会でした。
今回のフレンドランチ会は、事務局の島部さんから全国大会のお
知らせがあり、また、各所で商談があったりと賑やかな雰囲気が醸
し出されていました。私の座った席では、隣に初参加の渡邉さん、
目の前には菅野美加さんが座られており、話題はどちらも担当例会
がこれからということもあり、例会に関する話が中心となりました。
ランチ会の終盤には森田さんと城岡さんがひょっりと顔を出され
ました。城岡さん主催のイベントの打合せということで、待ち合せ
て来られたようです。
さらには嵯峨さんも少し
くらいの時間は共有でき
るかもと、会の終盤に駆
けつけていらっしゃいま
した。
今後、ますます盛り上がる
フレンドランチ会を期待し
ています。（文：西村）

〈参加者情報（18名）〉
島部さん（エイエステック）、堀さん（翔輝）、長原さん（北海事務機）、岡田
さん（北光）、早坂さん（ガイネット）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、小西
さん（ニッセイ旭川）、渡邉さん（アブル）、石川さん（トラストコーポレー
ション ）、柳原さん（ゆう美堂）、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）、森田さん（アグレ）、城岡さん（華月）、
嵯峨さん（プラスワン）、梅井さん（大雪地ビール）、西村（アイエーシー）
（順不同）

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。

2013 年 4月9日例会より

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。

有限会社 山添自動車学園
総務部長　山添 みずほ

旭川市緑町15丁目3088-4
TEL 0166-53-5577　FAX 0166-53-5487
URL http://www.yamazoe.co.jp/

ＹＭホームズ
代表　岩鼻 徳夫

旭川市末広2条7丁目2-27
TEL 0166-76-1247　FAX 0166-76-1248

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

SNSと言われるコミュニケーションツールの一つ [facebook]。利用者数
の増加はピークは過ぎたと言われておりますが、現在も情報交換ツールと
して多くの方が利用されております。
実は守成クラブ旭川でも [facebookページ]を開設しており、facebook
既ユーザの会員の皆様の間での情報交換が活発になりつつあります。そ
こで『facebookって何？』『facebookには興味があるけど...』『facebook
に登録をしてみたけどよくわからない・・・』 と言った方々を対象に 
"facebook講習会" を開催することとしました。ご興味のある方は是非ご
参加ください！
【参加可能な方】
　守成クラブ旭川の正・準会員の皆様、そのご家族
　（会員様の企業に所属する社員の方もOKとします）
【講習会実施スケジュール】
・第1回 5月13日（月）ときわ市民ホール　19:00～20:30 くらいまで
　facebook入門　一般の携帯電話(ガラケー)編（講師：山岸ひとみさん）
　パソコン編（講師：早坂琢弥さん）
・第2回 5月27日（月）ときわ市民ホール　19:00～20:30 くらいまで
　facebook入門　スマートフォン編（講師：未定です）
　パソコン編（講師：早坂琢弥さん）
※ 第一回目に参加できなかった方向けにパソコン編は２回開催します。 
  パソコン編に参加希望でノートPCをお持ちの方は是非お持ちください。
【参加費用】
・500円　参加者１名あたり・会場代、お茶代として
             （当日会場にて申し受けます）
【参加方法】
・以下の内容をメール、FAX等によりお申込み願います。
１．参加を希望される facobook講座
　第一回・第二回（もちろん両方の参加も可能です）
２．参加者情報
　御社名・参加者名
■会場の準備の都合もございますので、
　返信期日　２０１３年５月１１日（土）必着にてご連絡ください。
　ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。

　4月の例会の企画・運営を担当しましたチーム「美羽(みう)」より皆様
へお願いがあります。お忙しい中、大変申し訳ございませんが、皆様の
ご協力を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。

◆守成クラブ旭川会員の皆様へ
　チーム「美羽」(みう) からのお願いです 。　リーダー 吉尾悟志
　皆様にはいつもお世話になりありがとうございます。
　チーム美羽で担当した前例会では、昨年10月の担当例会と同様に
『買う』ことをメインテーマに掲げて開催させていただきました。
　そこで、前回同様にみなさまにお願いがあります。美羽担当の前例会
（4月例会）をきっかけに、実際に商売に繋がった方はいらっしゃいます
でしょうか？ もしいらっしゃれば、内容を是非お聞かせ下さい。

　あの例会をきっかけに・・・
　『 こんな商品がこれだけ売れた 』『こんなサービスの契約が取れた』
　と言った具体的な内容はもちろん、
　　『 守成の仲間の紹介でこんなお客様と出会うことができた 』等々
　ご自分の商売にメリットが生じた内容をお知らせください！！
 ※今後の例会運営を検討していくにあたり、皆様からの貴重な情報を
　  参考にしたく、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。
　（4月の例会に不参加の方はご意見のみの返信でもOKです！）

【アンケートの回答方法について】
　返信期限：5月15日（水）
　返 信 先 ：守成クラブ旭川 事務局
　（別紙にご記入の上、FAX又はeメールにてご返信下さい）
　FAX：0166-25-7411　メール：info@syusei.biz
　ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください

　守成クラブ旭川事務局
　旭川市１条通１５丁目３４５番１号　エイエステック(株)内
　電話　0166-25-7410　FAX  0166-25-7411
　携帯　080-4040-4131 （シマベ）
　ＰＣメール　info@syusei.biz
　携帯メール　smasasmasa0311@softbank.ne.jp
　守成クラブ旭川ＨＰ　http://syusei.biz/

■ facebook（フェイスブック）講習会を開催します！ ■ チーム美羽より4月例会のアンケートのお願い


