
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。
本日は新しい体制になって第1回目の例会ということで、普段の例会とは少し違い変則的
な例会となります。とは言え車座商談会など、例会の構成として大枠では一緒の部分もあり
ますので、思う存分に自社PR等をしていただき、商売の話しに花を咲かせるような闊達な
車座商談会にしていただきたいと思っています。
先月よりずっと好天の続いている旭川ですが、先週の土曜日に旭川夏祭りも終わり、私の
ことですが、翌日より直ぐに東京出張がありまして先ほど東京より戻ってきました。どれだ
け旭川は涼しいのだろうかと飛行場に降りたったのですが、東京と殆んど変わらない暑さ
で、汗だくになって例会場にやってきました。やはり暖かいと皆さんの動きが違ってきます
ので、皆さんそれぞれ色々なご商売があろうかと思いますが、少し動きが活発になってきて
いるのかなと感じているところです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◇
さて本日の例会ですが、新しいチームごとに席にお座りをいただいています。もしかした
らご存知ない方がいらっしゃるかも知れませんが、多くの方の賛同をいただき各チームの
出席率の対抗にもなっています。まだ出席予定の方でお越しになっていない方もいらっしゃいますので最終的にどのチームが優
勝するかは未だ分かりませんが、結果につきましては後ほど発表させていただきたいと思います。
その中で出席率とは違いますが、丹野チームリーダーの「チームゆめ」については例会案内への返答率が100%とということ
で、未回答の方がいない、返答されていない方が０（ゼロ）でした。チーム全ての方の確認が取れていて、出席される方、欠席さ
れる方、チームメンバーの全ての方から返答をいただくことができました。何人の方が出席されるという出席者数は置いといたと
して、未回答が０（ゼロ）については本当に嬉しく思いましたし、皆さんがきちんと返答することができるという事がお互いの信
頼関係を築き、そのようなことがそれぞれの商売に繋がっていくのではないかと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◇
先月の例会は旧体制の最後の例会で、西村チームリーダーの「チームそら」による「人を知り商売を知る」をテーマとした例会
でした。「人を知り商売を知る」についてですが、守成クラブにおいてはテーマの有る無しに関わらず、先ず「人を知る」ところか
ら商売に繋がっていくものだと思っています。新しいチームの皆さんのことを少しでも多く知っていただけれる例会にしていただ
きたいと思います。
それでは本日も短い時間ではありますが、それぞれの企業が少しでも活発な商談が出来、本日の例会が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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守成クラブ旭川ルール 2013年3月改正
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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

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。

『人を知ることから始まり商売に繋げていくのが守成クラブです！』 2013年8月6日例会にて

先月の例会は新しいチーム体制になってから初めての例会でした。新チームになってから初めてと
いうことで、車座商談会、懇親商談会ともに、新しいチームメンバーごとに座席にお座りいただき、
チームメンバーを知っていただくことを含め、商談に懇親にと交流を深めていただくことに主眼を

おいた例会でした。今後、リーダー、サブリーダーを中心に、チームメンバー間での人間関係、信頼関係を築いていただき、
より活発な交流がなされ、さらには守成クラブの考えでもある仕事に繋げるところまで発展していただきたいと願うとこ
ろです。今月は「チームきずな（児玉Ｒ）」による［会社訪問］とそのプロセスをテーマとした例会です。信頼の絆を深めるこ
とで仕事に繋げよう。ということが目的と聞いています。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！

9・10月の主な予定 現在の会員数 （8/23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

186名
113名
73名
2名
0名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

87名
0名
1名
3名
91名

（92）
（1）
（0）
（4）
（97）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

札幌南(100)
釧路(260)
苫小牧(60)
苫小牧青蓮(80)
札幌北(150)
旭川(100)
函館(50)
札幌東(110)
札幌(110)
北見(100)
札幌西(100)
札幌アンビシャス(60)
西いぶり(60)
函館みらい(30)
札幌創真(50)
帯広
稚内
旭川みらい

10/2( 水 )
10/2( 水 )
10/3( 木 )
10/7( 月 )
10/8( 火 )
10/8( 火 )
10/9( 水 )
10/10( 木 )
10/15( 火 )
10/15( 火 )
10/16( 水 )
10/17( 木 )
10/22( 火 )
10/23( 水 )
10/24( 木 )
未定
未定
未定

18:30～ 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～ ホワイトパークサンシャイン　苫小牧市住吉町 2-7-6
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～ 東京ドームホテル札幌　札幌市中央区大通西 8丁目
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
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
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～ アルファガーデンホテル　北見市大通東 5丁目 1
18:20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
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～ 登別グランドホテル　登別市登別温泉町 154
18:30～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10
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

札幌南(100)
札幌北(150)
旭川(100)
苫小牧(60)
帯広(130)
苫小牧青蓮(80)
釧路(260)
函館(50)
札幌東(110)
北見(100)
札幌(110)
札幌西(100)
札幌創真(50)
札幌アンビシャス(60)
旭川みらい(20)
西いぶり(60)
函館みらい(20)
稚内

9/4( 水 )
9/5( 木 )
9/5( 木 )
9/5( 木 )
9/9( 月 )
9/9( 月 )
9/10( 火 )
9/11( 水 )
9/12( 木 )
9/12( 木 )
9/17( 火 )
9/18( 水 )
9/19( 木 )
9/19( 木 )
9/19( 木 )
9/24( 火 )
9/25( 水 )
未定

18:30～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:20～ 札幌サンプラザホテル　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～ 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～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18:30～ ホテル函館ロイヤル　函館市大森町 16-9
17:55～ 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～ ピッツアークホテル　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
18:20～ 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～ 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～ アール・ベル・アンジェ室蘭　室蘭市宮の森町 3-15-1
18:30～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10

【9月】 【10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。

9  /  5（木） ○ 第134回例会（ＬH）
　　　　　　　　チームきずな担当（児玉Ｒ）
9 / 1 2（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
9 / 2 4（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
9 /  ☆（☆） ○ リーダー会議　未定
10/  8（火） ○ 第135回例会（ＧH）
　　　　　　　　チームゆめ担当（丹野Ｒ）
10/15（火） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
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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。

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

10月例会のご案内
10月 第135回例会のご案内です。
日時：10月8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。
＊10月の例会はチームゆめ［丹野R］による
　担当例会になります。

編集後記



私、守成クラブ旭川に入会しまして8年目になります。
今回、副代表なる重要な大役を仰せつかり、会員の皆様は大変心配（？）されているこ
とと思います。小滝代表よりお話しをいただいたのは、守成クラブの会員様のつながり、
信頼、協調をより深めるために力を貸して欲しい。とのことでした。これを私は一番の仕
事として頑張りたいと思っています。
今回、伊藤副代表と二人で代表の縁の下の力持ちになることになりましたが、例会で
の各会員様への声掛けはもちろんですが、例会の中での会員様の橋渡し的役割も担い
たいと思っています。顔は知っているけれど商売は何？など、今までいろいろ聞かされた
ことが度々ありました。私も各会員様の業種と顔が一致しないことも度々です。全会員
様の把握をしないで副代表は務まらないと思っています。
また、例会以外のイベントについてですが、催し等、まだ企画段階ですが、相談させ
ていただいている会員様（いっぱいいるよ！）の協力で進めていきたいと思っています。
決まり次第ご報告させていただきます。
最後になります。例会で度々お話しさせていただいておりますが、私自身、守成クラブ
に入会して最初の頃はただただ名刺交換、自己紹介、自社商品の説明、懇親会、、、2年
くらい過ごしました。欠席せず毎回同じことの繰り返しでした。そのうち顔を覚えてもらい・・仕事の話・・これが守成クラブだ
と思います。新会員で例会に出席し、直ぐに会社の仕事内容と顔を覚えてもらい信頼関係を築くことなどできるはずがありま
せん。例会に積極的に参加し、自己PR、仕事内容のPR、これをおこなうしかありません。結果は後からついてきます。

準会員、正会員の皆さん　継続は力です。
例会は積極的に参加しましょう。

まだ、小滝代表とは話していませんが、例会出席の年間皆勤賞の表彰も考えています。
それでは問題児の副代表ですが、1年間宜しくお願いいたします。

－新年度挨拶－『継続は力です。例会は積極的に参加しましょう！』

『 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☆

守成クラブ旭川　副代表
（有）アサヒ通信機 代表取締役

吉尾 悟志

チーム分けをして１年が過ぎましたが、会員の皆さんの意識改革が進んでいるように
思います。守成クラブは居心地が良いと思っている方が多くなって来ているのではないで
しょうか。私もチームリーダーをさせて頂きましたが、チーム間の繋がりが強くなり、会う
機会も増え、信頼感が出来てビジネスに繋がっている事がありました。（仲間意識と絆が
出来ています。）
チームごとにテーマを考え例会を運営する事で、誰かがやってくれる状態が変わって
来たと思います。しかしながらこれからの方もいますので今後のテーマでもあります。守
成クラブの原点に立ち返る例会が多いのも特徴で、入会した時の期待感が感じられま
す。そのような事もあるのか最近はすぐ退会しない会員が少しずつですが増え、退会者
が少ない状態になって来ていると感じています。紹介者の説明がしっかりしているのだ
と思っています。
突然でしたが、小滝代表の下、この度副代表を仰せつかりました。微力すぎて会員の
皆様には大変申し訳なく思いますが、守成クラブ旭川に貢献できるよう努力したいと思
います。
いつも思うのですが、事務局担当の特に島部さんと堀さんには毎月の例会案内や出
欠集計、ホテルとの折衝など頭が下がります。同じ会員ですので同じ様に自社のPRが出来るように改善していかなければなら
ないと思います。（と言う事もあって事務局態勢が変わり増員されました。）
良い意味でこの会が社会的に認められる様になり、会員として誇りを感じ、活気ある守成クラブ旭川として半歩先を見据え
て行けるよう皆さんと努力したいと思います。
その事と退会されて行った元会員の方々の事も常に考えられる会で有り続けたいですね。
今後はこのクラブをどう活用していけばいいのか、皆さんのご意見も頂きながら進めていくお手伝いが出来ればと考えてお
ります。どうぞ宜しくお願いいたします。

－新年度挨拶－『半歩先を歩く守成クラブ旭川に！』

守成クラブ旭川　副代表
（株）ラッツ９９４ 代表取締役

伊藤 勝治

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 8月6日例会より

らっく 株式会社
代表取締役　青柳 秀樹

旭川市永山北1条10丁目4-6
TEL 0166-73-6861　FAX 0166-73-6862

あさひかわデジタル 株式会社
代表取締役　加藤 和彦

旭川市神楽岡5条6丁目3-10
TEL 0166-73-5067　FAX 0166-73-5068
URL http://www.asadigi.jp/

amie工房
店主　井上 幸子

旭川市旭町2条12丁目98
TEL 0166-74-8484　FAX 0166-74-8484
URL http://locoplace.jp/t000235568/

緑バッチ貸与

株式会社 東和
常務取締役　宮本 憲二

旭川市曙北3条7丁目3-3
TEL 0166-24-1416　FAX 0166-24-1419
URL http://www.towa-eco.jp

緑バッチ貸与

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。

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与

レディースランチ会
今月は場所と時間帯を変えまして夜のビアガーデンでレディースナイ
ト会となりました！！
連日の暑さからは少し逃れたかのような8/20(火 )19:00からカンダ
ホテルさん 7階のビアガーデンでの開催となりました！
雨でも決行できますビニール屋根のビアガーデンに集まりましたレ
ディー達は「美味しいビール～柔らかいお肉ね～…」等と口々にしな
がら、ジンギスカンやホルモン、枝豆やサラダ、お新香などメニュー
も豊富で大満足！！
食事の後は恒例になりました自社 PRや近況報告などがあり「満足して
頂ける接客について」がテーマかのような話題が広がりあっと言う間
の 1時間半でした！
お腹は一杯でも参加者ほぼ全員飲み足りず二部会へ…！！
今年リフォームされ更にプレミアムな雰囲気を味わえる 
JapaneseBAR椛さんで美味しい
お酒で会話も弾み名残り惜しくも
お開きとなりました！
次回、9月のレディースランチ会は
9/24(火 )  12:00～
大雪地ビール館  宮下通り11丁目
で行います！
会社訪問は大雪地ビール館内で
「HWSクローバー」を経営されて
ます江口代表にお話しをお聞きい
たします！
その後は3条22丁目1943-14西
屋ビル2F ヘアサロンmieさんに
お邪魔します（＾_＾）
回を重ねる度に充実のレディース
ランチ会です…！！
女性会員の皆さま是非お誘い合わ
せの上ご参加下さい^ （̂文：勝田）
〈参加者情報（7名）〉
柳原さん（ゆう美堂）、馬場さん（JAPANESE BAR椛）、久保村（山新久保
村呉服店）、駒井さん（ラブミー理美容室）、山添さん（山添自動車学園）、
大場さん（エステサロンび華ＢＩＫＡ）、勝田（ダイアナ多花木）（順不同）

8/20（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ました。
今回はいつもと違い例会2週間後の開催だったためか参加者が 5人と
人数的には参加者の少ないフレンドランチ会でした。お盆明け早々で
足を運び難かったためかも知れませんね。
わたくし、今日こそは時間に遅れまいと鼻息荒く大雪地ビール館さん
に駆け込んだのですが、あれ。。。日にちを間違えてしまったのかなと
錯覚してしまいました。よもやの 1人自社 PRを行なわなければなら
ないのか (･_･）。と覚悟を決めた瞬間でした。が、そうこうしている
うちに梅井支配人も加わって5人のフレンドランチ会が始まりました。
話しの話題としては、「スマートフォンの画面に手を触れたときの指紋
の痕が気になる。」「逆に手が乾燥してタッチパネルが反応しない。」
といった新しい機器に関する
話しから、「ジャンプをしたさ
いに着地がきちんとできなく
て膝に怪我をしてしまった。」
といった年齢的な衰えを感じ
るときがあるというような話
など、普段の例会ではなかな
かお聞きできないような話し
もありましたよ～。こういった
話しも人を知る上で大切なこ
とですよね。(^-^)
皆さん、仕事の話しから世間
話まで、気軽に色々な話しが
できるフレンドランチ会に参
加しませんか～。
今月は「ハンバーグプレートラ
ンチ」をいただいた西村でし
た。（文：西村）

〈参加者情報（5名）〉
近藤さん（遊きりん）、嵯峨さん（プラス.1）、丸山さん（Sa lond 
Bouquet）、梅井さん（大雪地ビール）、西村（アイエーシー）（順不同）

フレンドランチ会


