
皆さんこんばんは。副代表を務めておりますアサヒ通信機の吉尾です。
小滝代表が東京出張のため本日の例会を欠席されるということで、今日だけ私が代わ
りを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の例会に向かう途中、皆さんの前で何を話そうかと色 と々考えながらの道中でし
たが、12月ということで今年1年を振り返ってみますと反省を含めて様々なことがありまし
た。仕事のこと、個人的なこと、私もそうですが皆さんも色々なことがあったことと思いま
す。本日の例会はそれらを全部含めて総括的な例会にしたいというように考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
守成クラブは中小・零細企業の集まりですが、私は旭川の会員は旭川においても底辺
の会社の集まりだと思っています。私たち中小・零細企業が頑張らないと旭川の景気も良
くなりませんし、皆さんの仕事にも繋がってこないと思っています。是非、例会には毎月出
席していただいて仕事に繋げていただきたいと思います。
私自身、守成クラブに入会して7年が経ちます。入会後、1年2年は全く仕事になりませんでした。3年4年5年と皆さんに顔を
覚えていただき、「仕事をいただける」「仕事を出せる」というようになりました。皆さんとの絆が深まったということだと思い
ます。継続は力なりという言葉がありますが、皆さんも例会には毎月可能な限り出席していただいて、仕事に繋げていただき
たいと思っています。
また、来年のことを言うと鬼が笑うかも知れませんが、役員会、リーダー会議の中で来年度の予定なども決めていかなけれ
ばならないと考えています。ここで話すのが適切かどうか分かりませんが、もう1年なんとか来年度も小滝代表に続投してい
ただいて、その後に私も含めてですが、次の代表にバトンをタッチしていただければというように考えています。個人的には若
い方に代表をやっていただいて、より会を盛り上げていってくれたらというように考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
それでは本日の例会ですが平成25年の最後の例会になります。皆さんが楽しく有意義に例会を過ごしていただければとい
うように考えています。そして皆さんお一人お一人が真剣に志事に取り組んで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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車座商談
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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。

『継続は力なり－毎月例会に出席することが大切です！』 2013年12月5日例会にて

先月の例会は「チームきせき（渡邉R）」による「深みケーション」というワードをテーマとして運営
された例会でした。前半の車座商談会では自分の会社や人柄についてのPR、後半の懇親商談会は
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という内容でした。12月らしさもあり、個

人、チームともに大いにコミュニケーションが深まった例会運営だったと感じました。
今月は「チームきぼう（小西R）」による「人と人 仕事を通じて信頼を深め 商売に繋げよう！」をテーマに企画された例会と
聞いています。少人数による車座商談会、懇親商談会と続けて行うことで、中身の濃い商談からお互いの商売に繋げる狙
いがあると感じています。皆さん、今月も参加して良かったと実感できる例会になりますよう、志事に顔晴りましょう！

1・2月の主な予定 現在の会員数 （1/6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

183名
116名
67名
4名
12名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

92名
0名
2名
6名

100名

（93）
（2）
（1）
（7）
（103）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

帯広(130)
札幌北(140)
札幌南(110)
釧路(260)
旭川(110)
苫小牧(40)
札幌アンビシャス(50)
苫小牧青蓮(50)
札幌東(130)
北見(90)
千歳アンビシャス(40)
札幌(120)
西いぶり(60)
札幌西(100)
札幌創真(50)
函館
函館みらい
稚内
旭川みらい

2/3( 月 )
2/4( 火 )
2/5( 水 )
2/5( 水 )
2/6( 木 )
2/6( 木 )
2/12( 水 )
2/12( 水 )
2/13( 木 )
2/13( 木 )
2/17( 月 )
2/18( 火 )
2/18( 火 )
2/19( 水 )
2/20( 木 )
未定
未定
未定
未定

18:28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
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～ 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
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9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
18:00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:30～ 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
18:30～ アルファガーデンホテル　北見市大通東 5丁目 1
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～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:20～ 伊達ホテルローヤル　伊達市末永町 33-3
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～ 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

札幌北(140)
札幌アンビシャス(50)
札幌南(110)
函館(45)
札幌東(130)
旭川(110)
釧路(260)
苫小牧(40)
帯広(130)
苫小牧青蓮(50)
北見(90)
千歳アンビシャス(40)
札幌(120)
西いぶり(60)
札幌西(100)
函館みらい(20)
札幌創真(50)
稚内
旭川みらい

1/7( 火 )
1/7( 火 )
1/8( 水 )
1/8( 水 )
1/9( 木 )
1/9( 木 )
1/9( 木 )
1/9( 木 )
1/14( 火 )
1/14( 火 )
1/16( 木 )
1/20( 月 )
1/21( 火 )
1/21( 火 )
1/22( 水 )
1/22( 水 )
1/23( 木 )
未定
未定

18:20～ 札幌サンプラザホテル　札幌市北区北 24条西 5丁目
18:00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:30～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
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
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～ 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～ 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～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄 2-2-1
17:55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18:20～ 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～ 札幌全日空ホテル　札幌市中央区北 3条西 1丁目 2-9

【1月】 【2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。

 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）
 1 /17（金） ○ リーダー会議　19：00～
 1 /28（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ マチバル（2条買物公園）
　　　その後、シャルム（ロワージールH 15F）
 2 /  6（木） ○ 第139回例会（GH）
　　　　　　　　チームそら担当（柳原Ｒ）
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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 副代表
（有）アサヒ通信機 代表取締役　吉尾 悟志

2月例会のご案内
2月 第139回例会のご案内です。
日時：2月6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。
＊2月の例会はチームそら［柳原R］による
　担当例会になります。

編集後記



皆さん、お疲れ様です。本日の例会運営を担当させていただきますチームきせきのリー
ダーを務めていますアブル(株)の渡邉です。
本日の例会のテーマは「よりコミュニケーションを深める」ということで例会のプログラム
を組ませていただいています。
例会の前半と後半とで少しメリハリをつけさせていただいていまして、前半の車座商談
会では通常は自社PRを行なっていただいていますが、より一歩進んだPRということで、
「我が社の自慢」ということを盛り込んでいただき自社PRをしていただきたいと思います。
そして、後半の懇親商談会ですが、「よりコミュニケーションを深める」というテーマに沿
いまして、チームごとのPRタイムを設けさせていただいています。チームが1つになってPR
を行なうことによって、またその過程において、よりコミュニケーションを深めていっていた
だければと思っています。
以上、「チームきせき」が本日の例会を運営させていただきます。
皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

『「よりコミュニケーションを深める」例会にします！』

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 93 名(1/8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
チームきせき リーダー
アブル(株)　代表取締役

渡邉 正俊

レディースランチ会
12/12（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11名の参加で初めて参加され
た方が 2名いらっしゃいました。
今回、開催日の前日にFBでもアナウンスを行なったのですが、「FB
のアナウンスにより今日の開催を確認できたので忘れず参加できて
よかった。」という声を数名の方からいただきました。今後も前日の
FBでのアナウンスを継続していこうと思います。(^-^)
さて、今月のフレンドランチ会ですが、今月もお一人ずつの自社 PR
を行いました。初参加の長内さんからは、しめ飾りのチラシをお配
りしながらの自社 PRがありました。造園業ではありますが年々土木
工事が多くなっていること。守成クラブに入会して約1年、今のとこ
ろ無遅刻無欠席で参加しているというお話しもいただきました。
もう1人の初参加は高貝さんです。緑ヶ丘で手づくりやというお店で
チョコレートなどのお菓子を販売していますが、守成クラブの方には
2割引で販売していること。サンロクに出店しているBARについて
も飲み放題で対応させていただいています～　といった自社 PRを
行なっていただきました。その他の皆さんからも自社 PRや自身の近
況のお話しなどをいただき、多い人数の参加ではありませんでした
が、参加した者同士、お互いに少しずつでも理解しあえる場になっ
たのではないかと感じました。それから、南さんからお知らせがあり、
来年の 3月に札幌 kitaraと旭川大雪クリスタルホールでリサイタル
を催されるとの告知をいただきました。詳しくはご本人にお聞きい
ただくか、焼鳥らんまんにコンサートのチラシが貼ってあるとのこと
ですので、直接ご確認くださいね。
そういえば焼鳥らんまんの店内を
プチ改装したというお知らせも聞
いたような ...詳しくは直接お店に
て確認されたし。（笑）（文：西村）

〈参加者情報（11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）、嵯峨さん（プラス1）、長内さん（井原園芸）、高貝さん（手づくりや）、
近藤さん（遊きりん）、丹野さん（焼鳥らんまん）、南さん（MINAMI KANAKO 音
楽アカデミー）、梅井さん（大雪地ビール）、西村（アイエーシー）（順不同）

2013年度の締めはレディースナイト会で盛り上がりました。
いつもランチ会に来られない方の参加もあって嬉しかったですね！
まず、美容室結先生とポーラ化粧品メイクアーティストの大場さん
とのコラボで大変身。モデルは清水さん、大場さん、椛ママ。美
しい女性に変身されて本当にタマゲましたわ !!!
6時にＥＬＦさんへ会社訪問。Xmasからお正月商品まで素敵な雑貨
が沢山で、ワクワクした時間でした。皆さんでお買い物を楽しみま
したね。その後ロワジールホテル15Fシャルムに於いて、美しい夜
景を眺めながら美味しいディナーとなりました。まるしん商店さん
からは珍しいリキュール、日本酒を提供して頂いてXmas気分を満
喫 ? 清水さん沢山有難うございました<(_ _)> ナイトは、結先生
によるダンスタイム♪も有り、マンボ、チャチャチャ、ハローMrモ
ンキー等、懐かしい曲も楽しみました。ダンスのラストは13名によ
るエグザイルのぐるぐるダンス !?盛り上がりも最高潮でした !!! 自社
プレゼント交換では音楽が止まった所でプレゼントゲット。プレゼン
ト説明を聞かせて頂きました。
2次会は Japanesebar椛さんでも楽しいお話は尽きないですね。
今回も楽しく相手を知る事の出来たレディースナイト会でした。ナ
イトならではの交流に皆さん絆も深まったようです。
1月のレディースランチ会は1/28（火）12時からマチバル（2条8丁
目）の後、会社訪問はオクノ3F「チャム」（3条7丁目）島崎さんへ
お邪魔致します。レディー
スの皆さん、お待ちして
おりますよ（*^_^*）出欠
連絡は清水さん、勝田さ
ん、久保村までお願い致
します。（文：久保村）
〈参加者情報（7名）〉
馬場さん（Japanesebar椛）、高橋さん（美容室結）、山添さん（山添自動車学
園）、大場さん（エステサロンび華BIKA）、柳原さん（ゆう美堂）、三好さん（三好久
美鍼灸院）、丸山さん（さろんどぶーけ）、中川さん（イマジンアミューズELF）、
吉本さん（薬日本堂）、長根さん（サクラ咲くクリニック）、島崎さん（チャム）、清水
さん（まるしん商店）、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12月5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。

『 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☆

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 12月5日例会より

株式会社 ラッツ･994
代表取締役　伊藤 勝治

旭川市豊岡14条6丁目8-8
TEL 0166-35-4466　FAX 0166-35-9994
URL http://www.lat994.co.jp/

ドレス&ダンスウェア Shall we Dance
代表取締役　青木 捲哉

旭川市2条通6丁目66-12 HRビル1Ｆ
TEL 0166-85-7782　FAX 0166-25-1128

有限会社 多花木
取締役　勝田 みき

旭川市1条5丁目 藤グリーンビル1001号
TEL 0166-26-8230　FAX 0166-26-8250

株式会社 健弘社
代表取締役　蔦川 健太郎

旭川市3条通1丁目右10号
TEL 0166-23-8880　FAX 0166-23-8880

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。

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

株式会社 裕貴
代表取締役社長　中村 裕治

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

株式会社 オフィスクラウド
代表取締役　大路 欣正

旭川市南6条通26丁目513-6 ルーブル1F
TEL 0166-74-8588　FAX 0166-74-8388
URL http://www.office-cloud.co.jp/

スナック　千
店主　橋本 千代子

旭川市4条通6丁目 ヨシタケ3号舘2Ｆ
TEL 0166-25-0455　FAX 0166-47-0992

緑バッチ貸与

株式会社 藤井調理部
専務取締役　藤井 宏泰

旭川市東旭川北1条1丁目3-35
TEL 0166-39-7400　FAX 0166-37-3535
URL http://fujii-sidasi.net/

緑バッチ貸与

ピリカ株式会社
代表取締役　亀海   聡

上川郡比布町基線4号
TEL 0166-85-3732　FAX 0166-85-3735
URL http://www.pirica.co.jp/

緑バッチ貸与

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与赤バッチ貸与

がんばれ盾 がんばれ盾


