
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。
先月までは気候的にもまだ少し暑いという感じでしたがが、月も替わりすっかり寒く
なってきまして雪虫も飛んでいるという状況になりました。皆さんにおかれましては、どう
かお身体にご自愛いただきたいと思います。
さて、今月の例会ですが、新しいチーム体制になって2回目の例会となります。先月の例
会は、「チームきずな（児玉リーダー）」の運営する例会で「一歩踏み出す例会として、人
と人の信頼のきずなを深める例会を目指します。」ということで、「会社訪問」の重要性を
説いたとても暖かみのある児玉リーダーらしい例会であったように感じました。
今月の例会は、丹野リーダーの「チームゆめ」による例会運営となります。「守成クラブ
旭川の会員が一丸となり、より多くのコミュニケーションが商売繁盛に繋がる例会」とい
うテーマで例会の構成を組んでいます。本日の例会は「車座商談会」「車座懇親会」と
参加者が同じテーブルに着くということになっていますので、小さな絆から大きな発展へ
と繋がっていくよう短い時間ではありますが、大いに商談で語り合っていただきたいと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先月の例会で、例会への遅刻に関することで苦言を呈させていただきました。本日の例会においては数名の方から少し遅
れますということで、きちんと連絡をいただいています。そして多くの方にご出席いただき、本日の例会の出席者数が予定で
は100名を超える例会となっています。どうか1つ大いに盛り上がっていただきたいと思います。
また、本日は6名のゲストの方がお越しになっています。このあときちんと守成クラブ旭川についてご説明し、ご理解いただ
いた上でご入会いただきたいと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
それでは本日も短い時間ではありますが、本日の例会が少しで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。
そして皆さんの志事が活発にできることを祈念しまして、代表の挨拶とさせていただきます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

re:cab
守成クラブ旭川 広報誌　

Vol.31   2013.11.7 発行

第 31 号
編集発行
守成クラブ旭川広報委員会

ＵＲＬ http://syusei.biz/

re:cab 守成クラブ旭川 事務局

第 31 号　2013.11.7 発行
守成クラブ旭川 広報誌　

〒070-0031
旭川市1条通15丁目345-1 サンフレンズ１條102号室
エイエステック（株）内
電話:0166-25-7410  FAX：0166-25-7411
E-mail info@syusei.biz　ＵＲＬ http://syusei.biz/

守成クラブ旭川ルール 2013年3月改正

 1  2  3  4  5  6  7  8  
 マスコミ

優先利用
他地区
商売

ブース
出展

 チラシ
配布

 自社ＰＲ
ちょこっと

 ホームページ
会社案内

車座商談
HP名簿 名刺交換 

正会員  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
準会員  

ゲスト          
○
× ×××××××

××××××  ○  

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 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。

『小さな絆から大きな発展へと繋がっていくよう語り合っていただきたい！』2013年10月8日例会にて

先月は「チームゆめ（丹野R）」による「守成クラブ旭川が一丸となり、より多くのコミュニケーション
が商売繁盛に繋がる例会」をテーマとした例会でした。車座商談会、車座懇親会を同じ座席で行う
ことで、少ない人数からしっかりとコミュニケーションを深めようという主旨のもと、車座で一緒

になった方々のコメントや連絡先をメモするという流れで車座商談会が進められました。また、車座懇親会の終わりには
チーム対抗のクイズがあったりと、同じ座席の方々との交流がより深まったのではないでしょうか。今月の例会は、「チー
ム美羽（梅井R）」による「買う」をテーマとした例会です。「売る」だけでなく、会員企業から「買う」ということも守成クラブ
の意義においてはとても大切なことです。皆さん、今月も実りあるより良い例会となりますよう顔晴りましょう！

11・12月の主な予定 現在の会員数 （10/27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

187名
115名
72名
4名
4名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

94名
0名
1名
6名

101名

（79）
（0）
（3）
（3）
（85）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

札幌北(140)
札幌南(110)
旭川(110)
釧路(260)
苫小牧(50)
帯広(130)
苫小牧青蓮(120)
札幌東(140)
札幌(110)
西いぶり(60)
札幌西(100)
函館みらい(30)
札幌アンビシャス(60)
札幌創真(50)
北見
旭川みらい
稚内
函館

12/3( 火 )
12/4( 水 )
12/5( 木 )
12/5( 木 )
12/5( 木 )
12/9( 月 )
12/9( 月 )
12/12( 木 )
12/17( 火 )
12/17( 火 )
12/18( 水 )
12/18( 水 )
12/19( 木 )
12/19( 木 )
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～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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～ 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
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～ 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～ アール・ベル・アンジェ室蘭　室蘭市宮の森町 3-15-1
17:55～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18:30～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10
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～ 札幌全日空ホテル　札幌市中央区北 3条西 1丁目 2-9

帯広(130)
札幌南(100)
釧路(270)
札幌北(140)
旭川(110)
苫小牧(50)
苫小牧青蓮(50)
北見(90)
函館(45)
札幌東(140)
札幌(110)
西いぶり(60)
稚内(20)
札幌西(100)
札幌創真(50)
札幌アンビシャス(60)
旭川みらい(20)
函館みらい(30)

11/5( 火 )
11/6( 水 )
11/6( 水 )
11/7( 木 )
11/7( 木 )
11/7( 木 )
11/11( 月 )
11/13( 水 )
11/13( 水 )
11/14( 木 )
11/19( 火 )
11/19( 火 )
11/19( 火 )
11/20( 水 )
11/21( 木 )
11/21( 木 )
11/21( 木 )
11/27( 水 )

18:28～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
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～ 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
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18:30～ 函館ビヤホール　函館市末広町 14-12
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～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
19:00～ ホテルおかべ 汐彩亭　稚内市中央 1-5-16
17:55～ 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～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10

【11月】 【12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。

11/  7（木） ○ 第136回例会（LH）
　　　　　　　　チーム美羽担当（梅井Ｒ）
11/13（水） ○ リーダー会議　19：00～
11/14（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
11/26（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ ジャルディーノ（神楽岡4-5）
12/  5（木） ○ 第137回例会（ＧH）
　　　　　　　　チームきせき担当（渡邉Ｒ）
12/12（木） □ 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

12月例会のご案内
12月 第137回例会のご案内です。
日時：12月5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。
＊12月の例会はチームきせき［渡邉R］による
　担当例会になります。

編集後記



皆さん、こんばんは。チームゆめのリーダーを務めています焼鳥らんまんの丹野香織
です。
今回、私たち「チームゆめが」企画した例会の運営テーマとして、「旭川守成クラブ会
員が一丸となり、より多くのコミュニケーションや商売ができる例会」にしたいと考えてい
ます。
守成クラブの会員となり、多くの方 と々の出会いがあります。色々な業種の方と出会え
たチャンスを大切にするためにコミュニケーションをとる例会を提案いたします。
上手にコミュニケーションをとれる方、そうでない方がいらっしゃると思います。先ずは
少ない人数からしっかりと交流を図ることを重要視し、今回の例会は相手をよく知るため
に、車座商談会、車座懇親会の座席を変えずに行ないます。
相手の話しをしっかりと聞き、相手を知るために質問をして会員同士の距離を縮めら
れたらいいと考えています。
今回の例会運営にあたり、多くの方々にご指導ご鞭撻をいただきましたこと、「チーム
ゆめ」一同を代表し、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。
「チームゆめ」一丸となり、本日の例会を運営させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

『「会員が一丸となり、より多くのコミュニケーションや商売ができる例会」を目指します！』

事務局からの連絡です！
1. 例会の出欠回答の期限を遵守してください。　[例会運営に支障が発生します]
2. 例会の開始時間前の着席を厳守してください。 [受付を担当している仲間の商売の時間が削れてしまいます]
3. やむを得ず遅れる場合は、必ず連絡してください。
4. 会社住所、電話番号、役職等、守成クラブへの登録情報に変更がある場合は速やかにご連絡ください。
5. 守成クラブ旭川の 「fecabook」 ページを運用しています。
　　「こんなことをお願いできる方はいますか？」「この方にお願いしたらこんなに凄い仕事をしてくれました！」
　　「このお店にいったらこんな素敵なことが…」「チームではこんな活動をしているんですよ！」等 .々...
　会員間の有効な情報共有ツールとして利用者も徐々に増えてきております。現在の登録者数は 90 名(10/7現在)です。
　facebookのアカウントをお持ちの方で、守成クラブ旭川のfacebookページに未参加の方は是非お声がけ下さい。

守成クラブ旭川
チームゆめ リーダー

焼鳥らんまん　店長
丹野 香織

レディースランチ会
10/22（火）会員のレストラン＆パティスリーamie工房さんにてレディー
スランチ会が開催されました。暖かなパンと女性らしいセンスの良いラ
ンチに感激しながら評判の良いデザートも美味しく頂きました。オー
ナーの井上さんからは設立にあたって、想いのお話をお聞きし、ご両
親の思い出のお家を大切にされてのオープンでした。
その後は近くのこだま工房さんへ会社訪問にお伺いしました。
ご主人でもある社長さんの沢山の作品集を、写真を通して見せて頂い
た時には皆で「こんな事もしてくれるんですか !？」「これ、すご～い !!」
の声が響いていました。その上にあつかましくご自宅まで訪問し、工
夫されたお部屋や、奥様への愛情いっぱいのアイディアの物にＴＶでは
おなじみ「何ということでしょう!!」と驚嘆の声を上げていた私達です。
会社訪問というのは本当に目に訴えて来るものですね。
次回レディースランチ会は11/26（火）12時～「ジャルディーノ」（神
楽岡4条5丁目1-1TEL66-7009）その後、会社訪問は「さろんどぶーけ」
さんにお伺い致します。会社訪問をして、刺激を受けて、周りにお伝
えして行きましょう!!
そして、12月のレディースランチ会はお昼から夜へ。
12/10（火）18時～エルフさんへ会社訪問をし、
その後21時30分まで「X'masナイトレディース
レッスン（ワンポイント）」としてロワジールホテ
ル15Fシャルムにて3,500円（飲み物別）で開
催します。できれば自社プレゼント500円以内
（プレゼント交換をします。）をお願いしていま
す。また、出席者全員がミニ自社 PRという形
を取ります。いつもはお仕事でランチに来られ
ない方も是非この機会に交流を深めて参加でき
ると良いですね !!お待ち致しておりま～す。
レディースランチ会等の連絡は、清水・柳原・
勝田・久保村まで。（文：久保村）
〈参加者情報（9名）〉
井上さん（amie工房）、児玉さん（こだま工房）、近藤さん（遊きりん）、大場
さん（び華）、丸山さん（さろんどぶーけ）、中川さん（エルフ）、高橋さん（美
容室 結）、柳原さん（ゆう美堂）、久保村（山新久保村）（順不同）

10/15（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。今月は8名の参加者数と少し寂し
い感じのフレンドランチ会の予感でしたが、参加者が少なくても常
連さんが多く、いつものように熱い会話が繰り広げられました。
今回は北海道テレワークの山本さんが初参加ということで、「少し
でも皆さんに顔を覚えていただきたい！」との思いで参加されたと
のことでした。ぱそこんおたすけ本舗の佐藤さんも久しぶりの参加
ということで、新しく始められた屋根や窓ガラスに塗布する塗料の
代理店になったとのことで新事業の紹介がありました。
それから、東鷹栖十線郵便局の小西さんからは「郵便局が三越と提
携したので新しいカタログをお持ちしました。お年玉キットカットも
扱ってます！」、遊きりんの近藤さんからは「来月に500人規模の集
合写真の撮影があります。今日も遺影写真の納品のお届けをして
からの参加です。」、大雪地ビールの梅井さんからは「来月から冬用
メニューになり鍋物が登場します。是非、よろしくお願いします！」
など、各自が自社 PRや近況報告をそれぞれ順番に行いました。
その他の皆さんからも自社 PR介や近況報告などがあり、フレンド
ランチ会ならではのより身近に
感じる車座商談会を行なうこと
ができました。(^-^)
皆さん、フレンドランチ会に参
加して、自社 PRや自己 PR、
各種 PRをしてみませんか！今月
は久しぶりに「チキンカツカ
レー」をいただいた西村でし
た。（文：西村）
〈参加者情報（8名）〉
山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、武田さん（旭川シリカ）、小西さん（東
鷹栖十線郵便局）、近藤さん（遊きりん）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本
舗）、山本さん（北海道テレワーク）、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

2013年10月8日例会にて

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 10月8日例会より

石焼料理 菊善
店長　本庄 真幸

旭川市3条通7丁目ソシアルビル3F
TEL 0166-25-1635　FAX 0166-25-5518

緑バッチ貸与

株式会社 裕貴
代表取締役　中村 裕治

旭川市東鷹栖4線14号688-3
TEL 0166-73-6567　 FAX 0166-73-6589

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。

★ご連絡お問合せは、事務局もしくは世話人・事務局員（左ページ表参照）迄お願いいたします。

事務局を仰せつかって1年ちょっとが経過しました。
会員の皆様には、ご迷惑・ご心配をかけてしまうことが多々ございますが、皆様の協力、アドバイスで何とかここまで
事務局を続けることができております。
本当にありがとうございます。そして今後とも何卒よろしくお願いいたします！
本題です。
事務局の大切な仕事の一つに「例会の出欠確認」があります。
その例会出欠を取っていてよく
『なかなか出席できずに申し訳ございません』『すみません。ごめんなさい。』と言ったお詫びに近いお言葉を頂戴す
ることがあるのですが、私は少し違和感を感じています。
例会よりも重要な用事・仕事があるのであれば、遠慮無く堂々と「欠席」とご連絡頂ければOKです！
『欠席なんだからわざわざ連絡が必要無いでしょ』とか
『そんなことで連絡してくるなよ！！』的な話を聴くと、本当に悲しく、残念な気持ちになります(T-T)
守成クラブ旭川の例会『仕事バンバンプラザ』は、仕事の場です。
その場を欠席するということは『参加権利を放棄する』ということなのです。
出欠回答状況により、例会場の準備に大きな影響があるのは事実ですが、出欠回答とは『全ての会員様の例会参加・
不参加の意志確認をしている』ということをご理解いただき、回答期限内での出欠回答を賜りたく、何卒よろしくお願
いいたします。（文：島部）
＊追伸＊
出欠回答のFAXやメールの片隅に「いつもご苦労様です」的なことが書いてあると本当に嬉しいものです。ありがと
うございます！ (あ、そのようなことを書いて下さい...という督促ではありません...念のため...汗)

■事務局コラム －出欠回答のことー

『 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☆


