
皆さん、新年明けましておめでとうございます。代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
2014年1月、今年の最初の例会ということで、山新久保村の久保村さんより「是非、紋付袴で
例会に出席してください。」という申し出をいただき、先ほど会場の裏で紋付袴に着替えさせ
ていただきました。私自身、このような格好をするのは結婚式以来ですが、あらためて身も心
も引き締まる思いでいます。私事ですが、来月の2月に娘が結婚することになっておりまして、
1ヶ月後にはまた紋付袴を着ることになるのかなと思っています。
さて、本日の例会ですが、2014年の第1回目の例会ということで出席者数は109名を予定し
ています。ゲスト様が9名、他地区から3名の方がお越しいただいています。また、札幌北会場
の代表であり道連の会長を務められている佐々木ひとみさんがお越しくださっています。皆さ
ん、どうぞよろしくお願いいたします。
先月の例会では悲しいお知らせがあったり、私自身も所用で例会を欠席となってしまいまし
たが、例会自体は渡邉リーダー率いる「チームきせき」によって、年末に相応しい、大いに盛り
上がった例会になったと報告を受けています。その勢いの波に今年も乗っていければという
ように思っています。
本日の例会は「チームきぼう（小西リーダー）」による運営となります。詳細に関しては後ほど小西リーダーより説明があるかと思い
ますが、「人と人 仕事を通じて信頼を深め 商売繁盛に繋げよう！」をテーマとした企画です。より深い懇親をしていただきたいとい
う趣旨で、少人数のテーブルにて車座商談会、懇親商談会を同じテーブルで同じ人で行なうというものです。今日1日、大いに情報交
換等、活発な交流、商談に繋がるよう取組んでいただきたいと考えています。
それではここで道連の佐々木会長より一言いただきたいと思います。
－佐々木道連会長より－
皆様、明けましておめでとうございます。初めましての方が多数いらっしゃると思いますので、あらためて自己紹介をさせていただ
きます。札幌北会場の代表をしております佐々木と申します。昨年の8月から道連の会長も仰せつかり、道内の各会場の繋がりを強
化するためにいろいろな仕事をいただいてまいりました。ここでお話しするのもいかがなものかと思いますが、小滝代表にも道連の
副会長という職に就いていただきたいと、正式には3月の全道代表者会議でということになりますが、内々にお願いしているところで
す。現在、札幌会場と旭川会場の行き来があまり活発ではないものですから、大事な拠点である旭川会場の皆様にもご理解とご協
力をいただき、札幌と旭川とが繋がって、さらに皆様のご商売が発展するようにと頑張ってまいります。これからも末永くお付き合い
いただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
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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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 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。

『昨年からの波に乗り、今年も活発な交流・商談に取り組みましょう！』2014年1月9日例会にて

先月は「チームきぼう（小西R）」により本年最初の例会が運営されました。例年1月の例会は出席者
数が少ないという傾向にありましたが、最終的には103名の参加者数となり、すっかり100名越え

の例会が定着してきたように感じました。例会のテーマは「人と人 仕事を通じて信頼を深め 商売に繋げよう！」というこ
とで、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でした。
皆さん、十分に成果を上げられましたでしょうか？ 今月の例会は、「チームそら（柳原R）」による「会員同士 より深く知る 
より深く知ってもらう」をテーマとした例会です。今回に限り準会員の方も［自社PR・ちょこっとPR・チラシ配布・ブース出
展］が可能です。皆さん、今月も実りある例会となりますよう、志事に顔晴りましょう！

2・3月の主な予定 現在の会員数 （1/23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

187名
117名
70名
6名
4名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

92名
0名
3名
8名

103名

（92）
（0）
（2）
（5）
（100）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

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

3/4( 火 )
3/5( 水 )
3/5( 水 )
3/6( 木 )
3/6( 木 )
3/10( 月 )
3/10( 月 )
3/11( 火 )
3/11( 火 )
3/12( 水 )
3/13( 木 )
3/18( 火 )
3/18( 火 )
3/19( 水 )
3/26( 水 )
未定
未定
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
18:30～ 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～ 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～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄 2-2-1
18:28～ とかち館　帯広市西 7条南 6丁目 2
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
18:00～ 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
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～ 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～ 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(120)
札幌北(130)
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)
函館(45)
札幌東(130)
北見(90)
千歳アンビシャス(40)
札幌(110)
西いぶり(60)
稚内(20)
札幌西(100)
札幌創真(50)
函館みらい(20)
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 )
2/12( 水 )
2/13( 木 )
2/13( 木 )
2/17( 月 )
2/18( 火 )
2/18( 火 )
2/18( 火 )
2/19( 水 )
2/20( 木 )
2/26( 水 )
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
18:30～ イマジン ホテル＆リゾート函館　函館市湯川町 3-1-17
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～ ホテルロイヤル北見　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
19:00～ 菜好 4F会議室　稚内市大黒 2丁目 1-9 大黒ビル
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～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10

【2月】 【3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。

3月例会のご案内
3月 第140回例会のご案内です。
日時：3月6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。
＊3月の例会は事務局による担当例会に
　なります。

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。

 2 /  6（木） ○ 第139回例会（GH）
　　　　　　　　チームそら担当（柳原Ｒ）
 2 /13（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
 2 /20（木） ○ リーダー会議　19：00～
 2 /25（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ ブルーミントンヒル（高砂台2条1丁目）
　　　その後、エステサロンび華BIKA（忠和5条2丁目）
 3 /  6（木） ○ 第140回例会（LH）
　　　　　　　　　　　　　担当：事務局
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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

編集後記
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皆さん、新年明けましておめでとうございます。本日の例会運営を担当させていただきま
す「チームきぼう」のリーダーを務めています東鷹栖十線郵便局の小西です。
本日の例会は「人と人 仕事を通じて信頼を深め 商売繁盛に繋げよう！」というテーマで
企画・運営させていただきます。通例の例会ですと、前半の車座商談会と後半の懇親商談
会で席替えを行いますが、他社の話しを聞いたり逆に聞いてもらったりと、限られた時間の
中ではなかなか商談に結びつき難いのではないかと考えました。
今日の例会では、前半の車座商談会と後半の懇親商談会とで席替えを行なわないことで
十分な時間をとり、自社PRや仕事に賭ける熱い想いなどを話し合っていただくことで、信
用・信頼を深めていっていただきたいと考えています。そして、マーケットの拡大という観点
から自社の社員やご家族の方も含めて商売の幅を拡げていっていただきたいと考えていま
す。そのための質問を各テーブルのコーディネーターが用意していますので、皆さん、ご協力
をよろしくお願いいたします。
また、他地区の会員様、遠方より、ようこそおいでくださいました。旭川会場では初めての
試みだと思いますが、他地区の会員様には旭川の会員よりも多くのPR時間を設定させてい
ただきました。時間の許す限りご商売の説明やPRを積極的に行なっていただければというように考えています。旭川の会員の
皆さんには、ご理解をいただきたく、よろしくお願いいたします。
本日のブースについてですが、今回のブースは販売をしないということで、商品見本展示ということでお願いをしていまし
た。例会の出欠案内の数行の文章だけでは十分に趣旨を伝えることが出来ず残念に思っています。
このようなブースにしましたのは、「チームきぼう」の打合せの中で「ブースは販売しか出店できないのですか？」という質問
があるという意見が上がったものですから、ブースは商品を見たり触ったり、サービスを販売する方はサービス内容を知っても
らう場所でもある。ということを知ってもらいたいと考えました。
今回のブースは出店は多くありませんが、ブースは販売をするだけでなく、自社の商品やサービスを知ってもらうためにも活
用できることを知っていただき、多くの会員の皆さんにブース出店をしていただけるようになればと考えています。
最後になりますが、本日の例会をきっかけに会員同士の会社訪問や商談に繋がるよう、私たち「チーム希望」がお手伝いを
させていただきますので、皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

『仕事を通じて信頼を深め商売に繋げていくための例会にします！』

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 90 名(2/3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
チームきぼう リーダー
東鷹栖十線郵便局　局長

小西 義信

レディースランチ会
1/16（木）12:00より、今月のフレンドランチ会が大雪地ビール館（梅
井支配人）にて開催されました。今月は10名の参加。常連さんの
参加が多いフレンドランチ会でした。
今回も開催日の当日にFBでアナウンスを行なったのですが、ほとん
どが常連さんの参加だったということを考えると、新年１回目という
ことで皆さん忙しくて日程の都合が合わなかったのかなと感じまし
た。今後はチーム単位でフレンドランチ会を運営していこうという案
もありますし、もっと活発なフレンドランチ会になるよう工夫しない
といけませんね。
さて、今月のフレンドランチ会ですが、私が 12：40で退席させて
いただいたため、食事が終わったあとの会話や PRがどのような感じ
だったのかを聞くことができませんでした。郵便局の小西さんから
お聞きしましたのは、「大雪地ビールさんでビールの生産を上げる
ための手立てに着手中です。」「ゆう美堂さんから、1月・2月はキャ
ンペーンで掃除をお安くさせていただきます。」というお話しがあっ
たと聞きしました。毎回、ギフトカタログやポケットティッシュを皆さ
んに配布してくださる小西さん、本当に有難うございます。
皆さんとランチをご一緒しながら世間話をするだけでも十分に価値
があると思って参加しているフレンドランチ会、外に出て異業種の方
と話しをすることは、直接商
売に繋がらなくても何かしら
勉強になると思います。
是非、皆さんもフレンドラン
チ会に参加してみませんか。
大雪地ビール館のランチを召
し上がるだけでも参加の価値
ありですよ。(^-^)（文：西村）
〈参加者情報（10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）、川辺さん（北日本機械）、近藤さん（遊きりん）、柳
原さん（ゆう美堂）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、梅井さん（大雪地ビー
ル）、西村（アイエーシー）（順不同）

毎月第4火曜日はレディースランチ会です。
今年最初は1月28日（火）12時より街中にあるマチバル（2条8丁目）
(守成クラブ旭川会員木脇さん )にて、美味しいランチセットを頂き
ながらなごやかに自社ＰＲが始まりました。
薬日本堂（吉本さん）からはマナー講座。パスタを食べる時のフォー
クの回し方は右側に！ 自然界では良いエネルギーは右回りに働いて
いるので右に回して「気」を使いましょう。とのお話だったようです。
実は私 (久保村）は遅れての参加でして・・・<(_ _)>
その後は会社訪問で、オクノ3Ｆ「チャム」（3条7丁目）島崎さんへ
お邪魔いたしました。
SALE30％OFFの品物が多く、レディースの皆さんは「これ似合う？」
「可愛い！」「安～い！」と賑やかに楽しくお邪魔させていただきました
(*^_^*)　チャムさん、ありがとうございました。
次回のレディースランチ会は2月25日（火）12時からブルーミント
ンヒル（高砂台１条２丁目TEL：69-0008）で行われます。
その後、会社訪問で「エステサロン 
び華 BIKA」（忠和５条２丁目1-20）
大場さんへお邪魔いたします。
レディースの皆さん、自社ＰＲをして、
美味しく楽しい時間を共有致しま
しょう。お待ち致しております
（＾－＾）
参加のご連絡は、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（12名）〉
中川さん（イマジンアミューズELF）、南さん（MINAMI音楽アカデミー）、近藤さ
ん（フォトステージ遊きりん）、大場さん（エステサロン び華BIKA）、児玉さん（こ
だま工房）、柳原さん（ゆう美堂）、藤盛さん（アロマルームHERBA）、吉本さん（薬
日本堂）、清水さん（まるしん商店）、勝田さん（ダイアナ多花木）、駒井さん（らぶ
みー理美容室）、久保村（山新久保村）（順不同）

フレンドランチ会

2014年1月9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。

2014 年 1月9日例会より

特定非営利活動法人 あいねっと
理事長　廣瀬　哲

上川郡愛別町字本町170番地
TEL 01658-9-8787　FAX 01658-9-8788
URL http://www.npo-ainet.com/

株式会社 心
取締役社長　上神田　篤

旭川市永山北2条10丁目2-24
TEL 0166-40-0007　FAX 0166-40-0008
URL http://e-asahikawa.jp/shop/shin/

株式会社 北新興業
常務取締役　佐藤 啓史

旭川市1条通15丁目881
TEL 0166-25-7510　FAX 0166-25-7516
URL http://www.k-hokushin.jp/

太陽整体院
院長　高　祐淳

旭川市豊岡4条11丁目5-7
TEL 0166-74-6967　FAX 0166-74-6967

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。

緑バッチ貸与緑バッチ貸与

赤バッチ貸与がんばれ盾

■他会場の例会参加について
正会員の方は全国の会場への例会参加が可能です。

他会場へお参加を希望される方は、事務局までご一報下さいませ！


