
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。
先日まで「明けましておめでとう」と言っていたと思ったら、もう1ヶ月が経ち2月が始まりまし

た。いよいよ冬本番ということで、今日から冬まつりが開催されています。冬まつりの関係で出席
できない会員さんもいらっしゃいますが、それでも本日も100名を超える例会となっています。
先月は、小西リーダー率いる「チームきぼう」による例会運営で、「人と人 仕事を通じて信頼

を深め 商売繁盛に繋げよう！」というテーマにて運営された例会でした。車座商談会と懇親商
談会とを同じメンバーでおこなうことで、ゆっくりと商談ができたように思います。また、年始の
例会としてはとても中身の濃い例会が運営されたように感じました。
今月の例会ですが、「チームそら（柳原リーダー）」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。自社のPRもさることながら隣の会員さんのことも分
かっていただこうということで、他社PR的なこともあると理解しています。詳しくは柳原リーダー
より後ほど説明があるかと思いますが、随所に工夫を凝らした趣向があると聞いています。
また、本日の例会も100名を超える参加者数となっています。ゲストさんが4名、他地区からも

4名の方にお越しいただいています。ブースの方は15社の出店予定となっています。本日の例会
も充実した例会になるよう、皆さんとともに志事をしたいと思っています。
本日の例会ですが、先月に引き続き道連の佐々木会長がお見えになっていますので、このあと少しだけご挨拶を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、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1日どうぞよろしくお願いいたします。
－佐々木道連会長より－
皆様、こんばんは。ただいまご紹介いただきました札幌北会場の代表をしています。そして北海道の連合会の連絡協議会の会長も

させていただいています行政書士の佐々木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。先月も参加させていただきましたが、
旭川はとても良い会だということで、1月に札幌近郊の代表者会議があったのですが、その中でも旭川はとても良い例会をしていま
す。そして札幌会場からも頻繁に旭川会場に顔を出していただきたいとご報告させていただきました。それから、旭川も他地域と是非
繋がっていただいて、よりご商売を発展させていただければというように願っています。
本日、登壇させていただきましたのは、直近ですが2月23日（日）に関西大会が開催されます。北海道から約60名が行く予定でして、

目標値の100には若干足りなかったのですが全体として大体の数はいっているようです。関西の代表は全国の連絡協議会の会長でも
あります。私は全国の副会長もさせていただいています。今年の全国大会でも目標になりますが「1つの会場が点であれば点と点を結
んで線に、線と線を結んで面に」ということがこれからの守成クラブのキーワードになってくると思います。皆様も旭川でご商売を発
展させるのはもちろんですが、もし他地域と繋がりたいということがありましたら、関西大会、そして5月25日（日）に開催される全国大
会にご参加いただけると嬉しく思います。先ずはお時間のある方に関西に見学に行ってみませんか。ということでお声を掛けさせてい
ただきますので、後ほど色々な交流の中でもお話しさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
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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。

『自社PRも然る事ながら、会員同士深く知ることが大切です！』 2014年2月6日例会にて

先月の例会は「チームそら（柳原R）」による今期のチーム運営による最後の例会運営でした。例会
参加者も103名となり、100名を越える例会規模が続いています。自分たちのマーケットを拡大す

る観点から会員拡大は必要ですね。例会のテーマですが「会員同士 より深く知る より深く知ってもらう」ということで、
［自社PR・ちょこっとPR・チラシ配布・ブース出展］が可能でした。テーブルコーディネーターの方への例会テーマの伝達
も徹底されており、充実した例会内容だったと感じました。今月の例会は事務局による例会運営です。世話人・事務局が
テーブルコーディネーターを務め、基本的な車座商談会を行います。懇親商談会は来月からの新チーム体制を考慮して
チームごとに座っていただく例会となっています。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！

3・4月の主な予定 現在の会員数 （2/24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

189名
119名
70名
4名
2名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

93名
2名
4名
4名

103名

（92）
（0）
（3）
（8）
（103）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

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

4/2( 水 )
4/3( 木 )
4/7( 月 )
4/8( 火 )
4/8( 火 )
4/9( 水 )
4/9( 水 )
4/10( 木 )
4/14( 月 )
4/15( 火 )
4/15( 火 )
4/16( 水 )
4/17( 木 )
4/22( 火 )
未定
未定
未定
未定

18:30～ ホテルライフォート札幌　札幌市中央区南 10条西 1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
18:20～ 札幌サンプラザホテル　札幌市北区北 24条西 5丁目
18:30～ 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
18:00～ 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
18:30～ ホテルロイヤル北見　北見市大通東 5丁目 1
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
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～ 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～ 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～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7

札幌北(120)
札幌南(120)
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)
函館(45)
札幌東(130)
札幌(110)
西いぶり(60)
札幌西(100)
札幌創真(50)
函館みらい(20)
稚内

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 )
3/12( 水 )
3/13( 木 )
3/18( 火 )
3/18( 火 )
3/19( 水 )
3/26( 水 )
3/26( 水 )
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～ ホテルノースシティ　札幌市中央区南 9条西 1丁目
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
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
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～ 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～ 函館国際ホテル　函館市大手町 5-10

【3月】 【4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。

4月例会のご案内
4月 第141回例会のご案内です。
日時：4月15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。
＊4月の例会はチームきずな［江藤R］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。

 3 /  6（木） ○ 第140回例会（LH）
　　　　　　　　　　　　　　担当：事務局
 3 /12（水） ○ リーダー会議　19：00～
 3 /13（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール（宮下通11丁目）
 3 /25（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 福鶴亭（1条通2丁目）
　　　その後、ラブミー理美容室（3条通2丁目）
 4 /15（火） ○ 第141回例会（GH）
　　　　　　　　チームきずな担当（江藤Ｒ）

●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
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編集後記



皆さん、こんばんは。「チームそら」のリーダーをさせていただいています（株）ゆう美堂の
柳原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私がチームリーダーのお話しをいただいたのは、前チームリーダーの西村さんから「柳原さ

ん、チームリーダーの仕事をやっていただけませんか。」と言われたのがきっかけです。言われ
たときには私には絶対無理、出来ないと思い、お断りしなければならないと思いました。私は守
成クラブにとても助けられているという想いがありまして、今の私がいるのは守成クラブがあっ
たからだと思っています。起業しようかどうしようかと悩んでいたときに背中を押してくれたのが
守成クラブの仲間でした。会社を起こしたあとも皆さんの温かい応援をいただき、お仕事もいた
だき、何とか従業員にお給料を支払って、何とかギリギリであっても自分も生活ができる。それ
もこれも全て守成クラブの皆さんのお蔭と心から思っています。あらためて考えてみると、私は
いつも守成クラブの例会に、ただ来て世話人さんたちがお膳立てしてくれた中で商売をさせて
いただいてきました。私としては力もないし、守成クラブの理解もまだまだと思いますが、そのよ
うな私でも「やってみないか！」とお誘いをいただけるということは逆に有難いことだと思い直
し、リーダーという仕事をさせていただくことを決意しました。
力足らずな私ですので、しっかりとしたサブリーダーがいまして、和のみの菅野さん、薬日本

堂の吉本さんです。3人でどのようにチームを運営してこうかと考えました。先ほど代表も仰って
くださいましたが「より深く知る、より深く知ってもらう」、自分も知り、人のことも知ってもらおうとうことをテーマとさせていただきま
した。では何ができるのか。人を知るためにはどうすればいいか。自分を知ってもらうにはどうすればいいか。毎月会社訪問を行なう
ことにしました。会社訪問をする中で何か見つかるかもしれない。そう思って回数を重ねてきた結果、面白いことが起こりました。皆
で毎月会っていると知らない間に、人のことを褒めたり、他の人の商品を紹介したりということが自然と行なわれるようになりました。
私のことですが、同じチームの旭川シリカの武田さんの商品を買わせていただきました。ずっと前から気になってはいたのですが購入
せずにいました。薬日本堂の吉本さんから「とても温まるから買った方がいいよ」と商品をPRされたことが決め手になりました。買っ
てみると本当にとても良くて温まる商品でした。本人の説明も大事ですが、他の人の説明で、より商品の魅力が伝わったりする場合が
あるということに気が付きました。
それで今回の例会ですが、自分がしてもらって嬉しかったこと。感動したこと。それらを紹介したり、逆にしてもらったりというこ

とで、2人1組で自社PRをするのも伝わりやすいよね。ということで今回の例会に繋がってきました。私たちは守成クラブをとおして、
皆さんお一人お一人の商売が発展し、繁栄されることを心より願っています。是非、この機会を活かしていただきたいと思っていま
す。特に今回の例会は準会員の皆さんにも正会員同様に「自社PR」「ちょこっとPR」「チラシ配布」「ブース出店」を特別に許可して
いただきました。そして、お互いを紹介したりされたりということが行なわれたらいなという願いを込めて本日の例会を迎えさせてい
ただきました。皆さん、本日の例会をどんどん活用していただいて、終わったときに良かったと思っていただける例会にしたいと願っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。

『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！』

守成クラブ旭川
チームそら リーダー

（有）ゆう美堂　代表取締役
柳原 美由紀

レディースランチ会
2/13（木）12:00より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。今月の参加者は10名。少し人数の少な
いフレンドランチ会でしたが、今月もお一人お一人が自社 PR（コメ
ント）を行いました。
2月の例会担当だった「チームそら」の柳原リーダーからは、「2月の
例会を無事に終えてホッとしています。」とのコメントがありました。
個人的には十分に段取りがされていた良い例会だったなーという感
想です。本当にお疲れ様でした。そして、今後は洗濯機やエアコン
などの清掃を取り扱うべく、次週に大阪に研修に行かれると話され
ていました。
また、大雪地ビールの梅井支配人からは新製品の黒ビールの紹介が
ありました。新発売の「大雪シュバルツ」は3月くらいまでの量があ
るとのことです。興味のある方は無くなる前に早めに体験されると
いいですね。自分も無くなる前に試してみたいと思っています。
その他の皆さんからも自社 PRや雑感などのコメントがありましたが、
近藤さんから「当日の道新の JAの広告を見て「写真の良し悪しはと
もかく、人の一生を表現した広告で職業柄目に留まりました。」との
紹介がありました。ニッセイ旭川の小西さんも「職業柄、テレビで店
舗が映されるとどうしても玄関
マットに目が行きます。」というお
話しをされていました。
皆さん、このような雰囲気で行な
われているフレンドランチ会です
が、是非、一度参加してみませ
んか。大雪地ビール館のランチ
美味しいですよ。(^-^)（文：西村）

〈参加者情報（10名）〉
長原さん（北海事務機）、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）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、小西さん（ニッセイ旭
川）、近藤さん（遊きりん）、柳原さん（ゆう美堂）、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。
今月のレディースランチ会は2月25日（火）ブルーミントンヒルにて
12時より開催されました。
ゆったりとした雰囲気の中、フォークとナイフを左右に置きましてリッ
チで美味しいランチを頂きながら会話が弾んでいきます。
守成クラブの中での情報交換や主婦ならではの危険な商品
「あれは辞めておいた方が良いよ」「この商品がすっごい良いよ」
と話が盛り上がります（*^_^*）
その後、会社訪問は『エステサロンび華』（忠和5条2丁目1-20）
大場さんへお邪魔致しました。ポーラ化粧品を扱っているエステサ
ロンです。化粧品以外の知らない商品が沢山ありましたよ。吉本さ
ん（薬日本堂）がお肌チェックの為、メガネをはずしました。そこでビッ
クリ、歓声 !?です !!「吉本さん !!　目が綺麗 ?メガネをして目を隠し
ているのはもったいないわぁ～!!」それから大場さんの化粧指導、
髪型、メガネの変更要請、と吉本さんの変身にヤイノヤイノと話に
花が咲きました。綺麗に変わっていく様子は自分の事のように嬉し
いものです。こんな楽しみも仲の良いレディースならではですね。
なんて深いレディース会社訪問なのでしょう。
レディースの皆さん自社 PRをして、時には目線を変えて情報交換を
致しましょう。次回のレディースランチ会は
3月25日（火）12時～福鶴亭（1条通2丁目 TEL23-1331）
その後、『ラブミー理美容室』
（3条通2丁目1448TEL22-9234）
駒井さんへお邪魔致します。
どんな話題に花が咲くでしょうね。
参加連絡は清水さん、勝田さん、
久保村までお願い致します。

〈参加者情報（6名）〉
近藤さん（遊きりん）、藤盛さん（アロマルームHERBA）、大場さん（エステサロン
び華）、吉本さん（薬日本堂）、清水さん（地酒のまるしん商店）、久保村（山新久保
村）（順不同）

フレンドランチ会

2014年2月6日例会にて

■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。
他会場への参加を希望される方は、事務局までご一報下さいませ！

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 2月6日例会より

焼鳥倶楽部 ふとっぱらや 
代表　山本 英樹

旭川市3条通6丁目 アークヒルズビルB1F
TEL 0166-24-5366　FAX 0166-24-5366

株式会社 シーエス旭川
営業部長　二村 有一

旭川市東光6条3丁目2-9
TEL 0166-32-3688　FAX 0166-32-4873

有限会社 塗善塗装
現場主任　中嶋 昌則

旭川市旭神1条3丁目1-11
TEL 0166-65-8335　FAX 0166-65-8821

アルプス国際行政書士事務所
代表取締役　春日 崇志

旭川市西神楽北1条4丁目234
TEL 0166-75-5750　FAX 0166-75-5750
URL　http://www.suisse.jp/

NPO法人 まこと
共同生活援助サービス管理責任者　松村 優子
上川郡東神楽町北2条西3丁目254-73
TEL 0166-83-4644　FAX 0166-83-0221

緑バッチ貸与

株式会社 ABCエステート 
代表取締役　阿部 恭之

旭川市2条通13丁目2038-1 エーコー二条ビル 301
TEL 0166-56-3024　FAX 0166-56-0287

緑バッチ貸与

株式会社アピア 旭川店 
マネージャー　土橋 ゆかり

旭川市4条通7丁目1543-1 47ビル2F
TEL 090-1646-8488　FAX 0166-73-6967

緑バッチ貸与

NPO法人 なないろニカラ
代表理事　二宮 利和

空知郡上富良野町中町2丁目3-1
TEL 0167-45-6208　FAX 0167-45-6208

緑バッチ貸与

マックメディア
代表　濱尾 英一

旭川市東光9条2丁目1－6
TEL 0166-35-9057　FAX 0166-35-9057

緑バッチ貸与

くらら薬局 株式会社アロス
代表取締役　堀内 健一

旭川市末広東1条1丁目48-2
TEL 0166-33-9360　FAX 0166-33-9360

緑バッチ貸与

カイロプラクティック施術院 JAPAN春光4条分院
代表　小山 真澄

旭川市末広5条3丁目1-13 アクセス53 102号
TEL 090-9755-8192

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

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与




