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道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

2013年3月改正

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。

苫小牧(30)
札幌南(120)
札幌東(90)
旭川(110)
釧路(250)
帯広(150)
札幌北(120)
苫小牧青蓮(50)
千歳アンビシャス(40)
北見(90)
札幌アンビシャス(60)
函館(45)
札幌(110)
西いぶり(60)
札幌西(120)
札幌創真(50)
函館みらい
稚内
小樽

5/1(木)
5/7(水)
5/8(木)
5/8(木)
5/9(金)
5/12(月)
5/13(火)
5/13(火)
5/13(火)
5/13(火)
5/14(水)
5/14(水)
5/20(火)
5/20(火)
5/21(水)
5/23(金)

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～ ホテルライフォート札幌　札幌市中央区南10条西1丁目
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
18:28～ とかち館　帯広市西7条南6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～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄2-2-1
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北2条東4丁目7
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～ 函館ビヤホール　函館市末広町14-12
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～ 札幌全日空ホテル　札幌市中央区北3条西1丁目2-9

【5月】
札幌北(120)
札幌南(120)
釧路(250)
苫小牧(30)
千歳アンビシャス(40)
帯広(150)
旭川(110)
北見(90)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(60)
札幌東(90)
札幌(110)
西いぶり(60)
札幌西(120)
札幌創真(50)
函館
函館みらい
稚内
小樽

6/3(火)
6/4(水)
6/4(水)
6/5(木)
6/9(月)
6/9(月)
6/10(火)
6/10(火)
6/10(火)
6/11(水)
6/12(木)
6/17(火)
6/17(火)
6/18(水)
6/19(木)

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～ ホテルライフォート札幌　札幌市中央区南10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～ 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～ 帯広東急イン　帯広市西1条南11丁目2
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市6条通9丁目
18:30～ ホテルロイヤル北見　北見市大通東5丁目1
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～ 札幌東急イン　札幌市中央区南4条西5丁目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

【6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。

5月例会のご案内
日　時：5月25日（日）（受付13:30開始）
総　会　[15:00～16:40「大名刺交換会」含む]
懇親会　[17:15～19:30]
会　場：ルネッサンスサッポロホテル
札幌市豊平区豊平４条１丁目（011-821-1111）
■参加料 8,000円
■ブース出展料 3,000円(1枠90×90ｃｍ)先着50枠
＊出席のとりまとめを行いますので出席を希望され
　る方は事務局までご連絡ください。参加料の補助も
　あります。詳細はお問い合せ下さい。

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。

●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。

『新年度の始まりに相応しく120名の例会です。
毎月の例会出席が大切です！』

　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。本日の例会ですが、4月ということで新年度の
第1回目の例会となります。第1回目の例会に相応しく120
社ほどの出席を予定しています。本日から来年の3月まで
の例会に全て出席されますと皆勤賞ということになりま
す。本日ご出席された会員さんはその権利を有しています
ので、どうか来月からもどんどん出席していただいてビジ
ネスに繋げていただきたいと願っています。
　　　　　　　　　　　  ◇
　先月の例会から本日の例会まで少し日数が空いたので
すが、その間の変更のお知らせがあります。チームきせき
についてですが、リーダーを務めることになっていました
廣瀬リーダーですが、別の会社に責任者として移られるこ
とになりまして、守成クラブ旭川には引き続き在籍される
のですが、新しい会社の立ち上げや手続き等の業務との
兼ね合いでどうしてもリーダーの任を務めることができな
いという状況になり、チームきせきのサブリーダーであっ
た和泉さんがリーダーを務めることになりました。そして
新たなサブリーダーに猿田さんが就かれることになりまし
たので、ここにご報告いたします。
　また、後ほど事務局からも案内があるかと思いますが、
5月25日（日）に全国大会が開催されます。多くの皆さんに
参加していただきたいと思っているのですが、人数制限が
ありますので早く申込みをしないと参加できないといった

場合も起こりえます。札幌
で開催される全国大会で
すが若干の補助もあります
ので、積極的に参加されま
すよう、ご検討のほどをよろ
しくお願いいたします。
　本日も帯広会場より保科
さんに参加いただいていま
すが、帯広会場で7月19日
（土）、20日（日）と「びっくりバンバンマーケット」が開催さ
れます。全道の正会員であればどなたでも出店の資格があ
りますので、帯広で商売をしてみたいという方がいらっ
しゃいましたら、是非ご利用いただければと思います。
　　　　　　　　　　　  ◇
　本日の例会ですが、江藤リーダー率いる「チームきず
な」が担当する例会です。新チームになって時間がなかっ
たとは思いますが、「皆さんの仕事の魅力を語ってくださ
い！」というテーマにて開催される例会を企画されました。
　本日も短い時間ではありますが、皆さんにおいて少しで
もビジネスチャンスが拡がる例会であることを願っていま
す。また、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。
　本日も一日どうぞよろしくお願いいたします。

2014年4月15日例会にて

5・6月の主な予定 現在の会員数 （4/25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

196名
122名
74名
5名
3名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

105名
0名
2名
10名
117名

（89）
（0）
（6）
（3）
（98）

 5 /  8（木） ○ 第142回例会（LH）
　　　　　　　　チームゆめ担当（佐々木R）
 5 /14（水） ○ リーダー会議　19：00～
 5 /15（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール館（宮下通11丁目）
 5 /20（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ GOTAKU（4条通8丁目彩人ビル地階）
 6 /10（火） ○ 第143回例会（GH）
　　　　　　　　チーム美羽担当（立岡R）
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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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先月の例会は「チームきずな（江藤Ｒ）」運営による今年度1回目の例会でした。準備期間も少ない中、江藤リー
ダーを中心にとても上手く纏められた例会に感じました。また、例会テーマも「皆さんの仕事の魅力を語って下
さい」といった、新年度に相応しく改めて自分の志事に前向きになれるテーマだと思いました。今月の例会は守
成クラブ内でも若手の佐々木Ｒによるチームゆめの担当例会で、「皆さんの夢を語って下さい」をテーマとした
例会です。皆様で熱く夢を語り合い、会員同士のコミュニケーションを深め、明日の志事へ顔晴って行きましょ
う！！最後に、私が中心となり【守成クラブ旭川 青年部】を設立準備中です。守成クラブ旭川の全会員が参加出来
るような企画（レクリエーション等）を立案していきます。皆様のご参加をお待ちしております！！（事務局：渡邉）

全国大会のご案内



夢を語って自分PRを！！

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 94 名(5/7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

（株）クロスワーク　代表取締役
佐々木　仁

4/24(木)12:00よりフレンドランチ会が旭川クリ
スタルガーデン(毛利社長)にて開催されました。
いつもの会場である大雪地ビール館から会場を
変えての開催と言うこともありどれくらいの人が

集まるか心配でしたが、20名の方が出席されました。
旭川クリスタルガーデンの豊富なメニューにご注文を迷われる方もおり
ましたが、美味しいランチを頂きながら、自社PRやイベントのご案内等が
行われました。
東鷹栖十線郵便局の小西さんは会議前のお忙しい中、グリーンアスパラ
やスイーツ等のカタログ等の配布をしていただき、エルフの中川さんは
5/22からのブルームさんとのコラボイベントの紹介等がありました。
AGトレーディングの矢田さんは、会場が近いということをきっかけに初
めてフレンドランチ会に参加され、自社PRをしていただきました。旭川シ
リカの武田さんは、旭川クリスタルガーデンの売店にて商品を取り扱っ
ているということもあり、フレンドランチ会後、売店にて実際に商品を見
せていただきました。
会場を変えて行われたことにより、い
つもとは少し感じの違うフレンドラン
チ会だったかもしれませんが、メリッ
ト・デメリットを含め今後のフレンドラ
ンチ会の運営につなげて行ければ
なぁと思います。
（文：チームゆめ 佐々木）

5月に入り良い季節ですね。
4/22（火）17：30より「サクラ咲くクリ
ニック」長根さんにて時間を夕刻に変更
しまして、レディースランチ会が開催さ

れました。夕飯のお弁当は「ブルーエンジェル」青木さんの筍弁当、
桜添えを頂きました。
秘書の奥様のご案内で、新しく作られたという個室に入らせて頂き
ました。アロマの香り漂う、病院とは思えないサロンのような素敵な
お部屋でした!!「色々な立場の患者さんを大切にしたい」との思い
から作られたそうです。
長根先生からは、ダイエット遺伝子分析キット治療や、旭川では珍し
いプラセンタ療法（注射は人間の赤ちゃんの胎盤のみ）では更年期
障害、肩こり、美肌、肝炎等 「々様々な症状に効果があるんですよ」
と説明を聞かせて頂きました。興味のある方は是非クリニックを訪
ねてみて下さいね。
会社訪問をさせて頂いて内容を聞き、その方を知り幾つもの驚き
がいつもあります。女性ならではの暖かな繋がりが持てるのもレ
ディースランチ会ですよ?
次回のレディースランチ会は5/20（火）12時より「ＧＯＴＡＫＵゴタ
ク」（4条8丁目1730-51彩人ビル地下）℡74-4495にてランチの
後「アピア旭川店」土橋さんへ会社訪問させて頂きます。
参加申し込みの方は清水さん、勝田
さん、久保村までご連絡下さいね。
女性同士、交流を深めてお仕事の繋
がりを持ちましょう!!
お待ちしております(*^_^*)
（文：久保村）

参加者情報（20名）
石田さん(イーアイテック)、武田さん(旭川シリカ)、北口さん(システム企画)、
佐藤さん(北新興業)、高さん(太陽整体院)、岩鼻さん(ＹＭホームズ)、児玉さ
ん(こだま工房)、清水さん(地酒のまるしん商店)、毛利さん(クリスタルガー
デン)、小西さん(東鷹栖十線郵便局)、矢田さん(AGトレーディング)、佐藤さ
ん(ぱそこんおたすけ本舗)、西村さん(アイエーシー)、立岡さん(エフィー)、
江口さん(HWS Clover)、中川さん(イマジンアミューズエルフ)、梅井さん
(大雪地ビール館)、八尾さん(金田自動車)、近藤さん(フォトステージ遊きり
ん)、佐々木さん(クロスワーク)

〈参加者情報（7名）〉
長根さん（サクラ咲くクリニック）、柳原さん（ゆう美堂）、勝田さん（ダイアナ
多花木）、大場さん（エステサロンび華）、清水さん（地酒のまるしん商店）、土
橋さん（アピア旭川）、久保村（山新久保村）

フレンド
ランチ会

レディース
ランチ会

★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。

■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！

表彰・バッチ貸与

守成クラブ旭川 青年部45に入会しませんか！

入会資格

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。

守成クラブ旭川青年部は、守成クラブの理念の理解と実践に努め、経営者としての自覚と誇りを持って運営されるものです。
会員相互の親睦を図り、守成クラブ旭川の会員様全体を対象とした企業活動に関する啓発活動や勉強会、更にレクリエー
ションの企画運営に積極的に関わり協力していきます。

主な活動内容
１．守成クラブ旭川世話人会との関係を密にし、青年部との情報交換の円滑化を行う。
２．守成クラブ旭川に入会間もない若手経営者へのサポート、フォローを行う。
３．青年部員の意見及び要望の徴収を行い、守成クラブ旭川世話人会への意見具申
　を行う。
４．青年部員相互の親睦を図り、守成クラブの理念、企業経営に関する啓発活動や勉
　強会を行う。
５．守成クラブ旭川のレクリエーション等の企画を立案・提案し、実施の協力を行う。
６．隔月で夜間例会・ランチ例会を交互に行う。

費 用
勉強会等参加の際に、実費にて参加となります。参加費用は事前に連絡致します。
※入会金はありません。（平成26年4月現在）

入会条件
入会には、［守成クラブ旭川 青年部］専用facebookグルー
プへの登録が必須となります。
原則として、青年部の活動における情報連絡は、専用
facebookグループにて発信されます。
※facebookの登録等でお困りの方は、準備室までお気軽にご相談ください。

入会手続き
準備室まで、入会意思と必要事項をお知らせください。 
管理人より［守成クラブ旭川 青年部］専用facebookグルー
プへ招待します。
グループへの登録を持って入会となります。
※退会する場合は、専用facebookグループより［グループの退会］
　にて完了となります。

お問い合わせ
守成クラブ旭川 青年部45 準備室
〒079-8413 旭川市永山3条24丁目2番19号 アブル（株）内
TEL：0166-74-4986　FAX：0166-74-4987
Email：watanabe-able@ae.auone-net.jp
携帯：090-1645-5260　渡邉

１．守成クラブ旭川の会員であること。
２．原則として満年齢で45歳以下の会員であること。
　　（本人の希望があれば年齢を超えて所属することも可能です。）
　　※4/1～3/31の年度内で満46歳を迎える会員を45歳以下の定義の範囲とします。
業種に関係なくどなたでもご入会いただけます。
「青年部」という名称ですが、もちろん女性の方でも大丈夫です。

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。

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。 

［2014年4月15日例会より］

旭川市4条通6丁目右10号
TEL 0166-22-7788　FAX 0166-22-7788

赤バッチ貸与

株式会社 土屋ホーム
流通旭川支店

支店長
早勢  裕一
旭川市4条西2丁目 土屋ホーム旭川ビル2F
TEL 0166-22-3456　FAX 0166-22-3379
URL http://www.tsuchiyahome.jp/

緑バッチ貸与

浜田屋

代 表
小野寺  孔
旭川市南3条通24丁目101-7
サンシャイン南3条101号 O.K.A 内
TEL 0166-35-0450　FAX 0166-56-5473

緑バッチ貸与

株式会社
北海道家具輸送

常務取締役
菅原  一三
札幌市西区発寒8条9丁目3-3
TEL 011-665-1251　FAX 011-665-1257
URL http://kagu-unyu.co.jp/

緑バッチ貸与

旭川市3条通7丁目425-5
TEL 0166-24-5100　FAX 0166-24-5100

炙り居酒屋
ちょうちん旭川

マネージャー
田澤  尚英

炉ばた 香林坊

店 主
赤松  伸一

緑バッチ貸与

　皆さんこんばんは。チームゆめのリーダーの株式会社ク
ロスワークの佐々木と申します。
　今回の例会のテーマは、「夢を語って自分の魅力を伝え
よう！そして広げよう仕事の輪」です。
　夢を語るということは、あなたの「人柄」「価値観」「目指
す方向性」などを語るということです。つまりそれは、『自
分』を語るということと似ています。『自分』をアピール、
知ってもらうことが仕事への第一歩ではないでしょうか？
　また、夢を語ることで、その意思や想いに共感する仲間
を得ることができます。守成クラブでこそ、夢を語る真価
が発揮できるのではないでしょうか？
　夢を語り、自分の魅力を伝え、共感できる仲間を今回の
例会では探して頂ければと思います。
　今回のテーマと目的から、より自分を知ってもらうため
に車座商談会と懇親商談会は同じメンバーで行って頂く

方がよいと考えました。
　車座商談会では、仕事
に関する夢を、懇親商談会
では、仕事以外のプライ
ベートな夢を語っていただ
き、あなたという人間を
しっかりとPRしていただ
ければと思います。
　本日の例会が皆さんに
とって有意義なものになる
よう、例会を運営させてい
ただきたいと思っていま
す。ご協力のほど、どうぞ
よろしくお願いいたします。

チームゆめ


