
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11月の例会ということで、いよいよ年末という感じになってきました。
先日、守成クラブの北海道連絡協議会の会長である佐々木さんが札幌より旭川に来ら
れました。色 と々2時間くらいお話しをさせていただきまして、来年の3月15日（土）に全道
の代表者会議を旭川で開催することになりました。
また、今年度より佐々木さんが道連の会長になられまして、また、守成クラブが発足し
て10年経ちまして、大きなうねりの中で少しずつ変わってきているんだというように感じま
した。
守成クラブのカタチがより良くなることで、皆さんのご商売にもお役に立てるというよう
に思っていますが、その良くしていこうという過程において、佐々木さんも大変苦慮されて
いるんだということが分かりました。まだ、具体的なことについては話されていませんで
したが、お話しを聞くに徐々に良くなるように変わっていくことを実感いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会ですが、チーム美羽の梅井リーダーのもと「買う」ということをテーマとした例会です。そして先月に引き続き参
加者が100名を超える例会となっています。季節柄、風邪などで体調を崩され急に休むことになった会員さんも数名いらっ
しゃいますが、うまく行けば110名を超える規模の例会になるのではないかと思っています。
また、会員数ももう少しで200名に達するところとなっています。この数に関してですが、商売をする上でマーケットが大きく
なるということは皆さんの商売において絶対に役に立つ、ビジネスチャンスが拡がることだと思っています。
この例会、この時間を大事にしていただき、本日のテーマである「買う」ということで皆さんの商売にお役立につものにな
ればと願っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
それでは本日も短い時間ではありますが、皆さんの志事が十分に発揮されますよう、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。
本日もどうぞ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 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。

『会員、例会参加者が増えてくることでビジネスチャンスが拡がっています！』2013年11月7日例会にて

先月は「チーム美羽（梅井R）」による「買う」をテーマとした例会でした。自分達のマーケットは自分
達でつくる！を念頭に、通常の例会では自社の商品やサービスを売ることが中心となる中で、守成
クラブの仲間から自社に必要なものを「買う」「探す」ということも守成クラブの考え方の1つであ

り、仲間から「買う」「仕入れる」ことの重要性を改めて気付かせてくれる例会だったと感じました。
今月の例会は「チームきせき（渡邉R）」による運営で、前半の車座商談会は「我が社の自慢」というテーマで自分の会社の
自慢や人柄について思う存分PRをする。後半の懇親商談会は「深みケーション」をテーマに、チームごとのコミュニケー
ションの深み具合を表現する内容と聞いています。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！

12・1月の主な予定 現在の会員数 （12/1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
118名
68名
5名
6名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

93名
2名
1名
7名

103名

（94）
（0）
（1）
（6）
（101）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

帯広(130)
札幌南(110)
札幌東(140)
旭川(110)
釧路(260)
北見(90)
千歳アンビシャス(50)
札幌西(100)
札幌
札幌北
札幌創真
札幌アンビシャス
苫小牧
苫小牧青蓮
西いぶり
稚内
函館
函館みらい
旭川みらい

1/6( 月 )
1/8( 水 )
1/9( 木 )
1/9( 木 )
1/9( 木 )
1/16( 木 )
1/20( 月 )
1/22( 水 )
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

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
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～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18:30～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄 2-2-1
17:55～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6

札幌北(140)
札幌南(110)
旭川(110)
釧路(260)
苫小牧(40)
帯広(130)
苫小牧青蓮(50)
千歳アンビシャス(50)
稚内(20)
函館(45)
札幌東(140)
北見(90)
札幌(130)
西いぶり(60)
札幌西(100)
函館みらい(20)
札幌アンビシャス(60)
札幌創真(50)
旭川みらい(20)

12/3( 火 )
12/4( 水 )
12/5( 木 )
12/5( 木 )
12/5( 木 )
12/9( 月 )
12/9( 月 )
12/10( 火 )
12/10( 火 )
12/11( 水 )
12/12( 木 )
12/12( 木 )
12/17( 火 )
12/17( 火 )
12/18( 水 )
12/18( 水 )
12/19( 木 )
12/19( 木 )
12/19( 木 )

18:00～ 札幌すみれホテル　札幌市中央区北 1条西 2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
18:30～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄 2-2-1
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
18:00～ アルファガーデンホテル　北見市大通東 5丁目 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
18:00～ 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
17:55～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目

【12月】 【1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。

12/  5（木） ○ 第137回例会（ＧH）
　　　　　　　　チームきせき担当（渡邉Ｒ）
12/10（火） □ レディースナイト会
　　　18：00～ ELF（金星町1丁目）
　　　その後、シャルム（ロワージールH 15F）
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）
12/19（木） ○ リーダー会議　19：00～
 1 /  9（木） ○ 第138回例会（LH）
　　　　　　　　チームきぼう担当（小西Ｒ）
 1 /16（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

1月例会のご案内
1月 第138回例会のご案内です。
日時：1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。
＊1月の例会はチームきぼう［小西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。今月11月の例会運営を担当させていただきますチーム美羽のリー
ダーを務めています大雪地ビールの梅井です。
今月の例会の目的としましては、通常の例会で行なわれる自社の商品やサービスを売り
込む「売る」から「買う」ということを目的として例会を進めさせていただきます。
自分達のマーケットは自分達でつくるということを念頭に置きまして、通常の例会では
自社のPRを中心に自社の商品やサービスを売るということを目的として例会を運営してい
ますが、今月は会員企業様の中から自社に必要なものを「買う」「探す」ということを目的
として例会を運営していきたいと思います。
自分達のマーケットをつくり、また拡大していくためには、「自社を知ってもらう」「自社
を売り込む」だけではなく、同じ守成クラブの中で信頼の置ける仲間を知り、仲間から「買
う」「仕入れる」ということに取り組むこともとても重要なことであると考えています。
本日の例会におきましては、守成クラブの仲間を知り、仲間から「買う」「仕入れる」とい
うことを意識して臨んでいただくようお願いいたします。
本日の例会が皆さんにとって有意義なものになるよう「チーム美羽」一丸となり、本日の例会を運営させていただきます。
皆さん、ご協力をよろしくお願いいたします。

『会員企業から自社に必要なものを「買う」「探す」ことを目的とした例会です！！』

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 91 名(12/4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
チーム美羽 リーダー

大雪地ビール(株)　取締役支配人
梅井 幹雄

レディースランチ会
11/14（木）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13名の参加者数で、先月
に引き続きお一人ずつが自社 PRを行いました。
季節柄これから本格的な冬を迎える時期ということもあり、「これか
ら火を使う季節なので、消火器、火災警報機など、大事に至らな
いよう予防をしてくださいね。」と渡邉さんからお話しがありました。
大雪地ビールの梅井さんからは「来週から冬季のメニューに変わり
ます。冬の定番ちゃんこ鍋やります。忘新年会よろしくお願いしま
す。」と自社PRがあり、郵便局の小西さんからは「郵便局でもお歳暮、
クリスマス商品を扱っていますので、是非よろしくお願いします。」
とカタログを配布しての自社 PRがありました。
また、年末年始を迎えるにあたり、「私の季節がやってきました。
お掃除全般、レンジフード、お風呂、おトイレなど、キレイにしま
せんか！」と柳原さんから自社 PRがありました。
その他の皆さんからも自社 PRや仕事の近況などのお話しがあり、
有意義な車座商談会になったのではないかと思います。
さらに今回はクロスワークの佐々木さんが初めての参加でした。
フレンドランチ会については、
これからもお一人ずつより自社
PRや近況報告を行なっていただ
きたいと考えていますので、是
非フレンドランチ会に参加してい
ただき、自社 PRや自己 PRを積
極的に行なっていただきたいと
願っています。そして商売に繋
げていただければ嬉しい限りで
す。（文：西村）
〈参加者情報（13名）〉
吉尾副代表（アサヒ通信機）、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）、渡邉さん（アブル）、嵯峨さん（プラス1）、
佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、佐々木さん（クロスワーク）、近藤さん（遊きり
ん）、柳原さん（ゆう美堂）、江口さん（HWS Clover）、梅井さん（大雪地ビール）、
西村（アイエーシー）

11月26日（火）レディースランチ会が開催されました。
神楽岡ジャルディーノさんに於いて美味しいイタリアン料理を頂き
ました。それぞれ注文した食事を、全員がそれを少しずつ口にして
楽しいランチ会は始りました。
遅れてまだ来ていない、ゆう美堂（柳原さん）のお掃除の話しに花
が咲き、ご本人のいない間に他社 PRに熱が入りました !!
その後、さろんどぶーけ（丸山さん）の美容室へ、お休みのところ
をお伺い致しました。
おしゃれなすっきりとした店内のテーブルを囲み、お店の歴史を聞
かせて下さいました。女手一つで子供を育てながらここまで来た苦
労をサラリと話されて、涙を誘うものがありました。
女性の経営者も皆さん夢に向かって頑張っています !!
次回はレディースナイト会になります。
12/10（火）18時～エルフ中川さん（金星町1丁目3-11）へ会社訪
問をし、その後21時まで「Xmasナイトレディースレッスン（ワンポ
イント）」ロワジールホテル（7条6丁目）15Fシャルムにて \3,500
円（飲み物別）開催致します。
できれば自社プレゼント500円
以内（プレゼント交換）をお願い
しています。
また、出席者全員がミニ自社
PRを致します。
いつもはランチに来られない方
もナイト会で交流を深めましょう
ね。お待ち致しております。連
絡は清水、柳原、勝田、久保村
まで。（文：久保村）

〈参加者情報（7名）〉
丸山さん（さろんどぶーけ）、吉本さん（薬日本堂）、大場さん（び華）、清水
さん（まるしん商店）、柳原さん（ゆう美堂）、勝田さん（ダイアナ多花木）、
久保村（山新久保村）（順不同）

フレンドランチ会

2013年11月7日例会にて

★ご連絡お問合せは、事務局もしくは世話人・事務局員までお願いいたします。

事務局を仰せつかって1年半が経過しました。
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」がありますが、その仕事をしていて感じていることを少し書こうと思い
ます。（前号に続いての第2弾ですね）。
現在、会員様のご希望により、FAX又はeメール・携帯メールで例会案内を発信し、皆様からの出欠回答をいただいてい
るのですが、皆様からのeメール／携帯メールを拝見すると、メール本文にご自身のお名前を書かずに返信される方が非常
に多く、少々驚いております( o゚ ;゚;
もちろん、メーラーの設定で発信元メールアドレスにご自分のお名前を入れておけば受信先で名前を認識することも可
能ですし、メールの発信元アドレスを確認して会員名簿上のアドレスと照らし合わせることでどなたから発信されたものか
を特定することは可能なのですが、中には普段と違う発信元アドレスで返信される方もいらっしゃったりして思わぬ時間を
消費することがございます (T-T)
＊私もスグに「どなたですか？」と返信メールを出せば良いのですが本業で出張が多く、夜中にメールチェックする
こともシバシバなのです (o_ _)o
そのような「名無しメール」を拝見していると「守成クラブの出欠だけ」ならば良いのですが、もしかすると皆様のお客様
への連絡メールもそのように？ と勝手ながら心配になります。
皆さん、メールを "郵便物" と考えてみてください。手紙を書く際に封筒の表や裏にご自分のお名前を記載しているから
と言って、手紙本文でご自分のお名前を省略しますでしょうか？ しませんよね？(少なくとも私は書きます)。
＊メールで意思疎通が取れず、思わぬ誤解を生んでしまいトラブルに...という話を聴くこともございます。
ご自分の名前の明記はもちろん、メール発信する際には、今一度文章の内容を確認することをお勧め致します！
※という私もメール発信時に大変な間違いを犯すとこもシバシバ..  皆さんもご注意を！...
自戒を込めて、事務局からのメッセージでした(^^ )　文：島部

■事務局コラム －出欠回答について（その2）ー

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 11月7日例会より

美容室 結
オーナー　高橋 孝子

旭川市3条通17丁目右7号
TEL 0166-24-4445　FAX 0166-24-4445

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

L'ATELUER-K（ラトリエ ケー）
オーナー　大西 由香理

旭川市2条通6丁目66-12 HRビル2F
TEL 0166-25-8101　FAX 0166-25-8101

緑バッチ貸与

千葉総合法律事務所
弁護士　川上 健太

旭川市末広4条6丁目7-8
TEL 0166-73-4477　FAX 0166-73-4478

緑バッチ貸与

UNDERSON保険事務所
代表　下村 和輝

旭川市神居5条10丁目1-10
TEL 080-5592-5867　FAX 0166-47-5946

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


