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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。

札幌北(120)
千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
釧路(270)
苫小牧(30)
帯広(150)
旭川(110)
北見(90)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(60)
函館(45)
札幌東(90)
札幌(110)
西いぶり(80)
札幌西(120)
札幌創真(50)
小樽(50)
函館みらい
稚内

6/3(火)
6/3(火)
6/4(水)
6/4(水)
6/5(木)
6/9(月)
6/10(火)
6/10(火)
6/10(火)
6/11(水)
6/11(水)
6/12(木)
6/17(火)
6/17(火)
6/18(水)
6/19(木)
6/26(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～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄2-2-1
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
18:28～ 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
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
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
18:30～ GOLD STONE　小樽市色内3-3-21

【6月】
千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
小樽(50)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌北(120)
苫小牧青蓮(50)
釧路(270)
札幌アンビシャス(60)
札幌東(90)
旭川(110)
札幌(110)
西いぶり(80)
札幌西(120)
札幌創真(50)
北見
函館
函館みらい
稚内

7/1(火)
7/2(水)
7/3(木)
7/3(木)
7/7(月)
7/8(火)
7/8(火)
7/9(水)
7/9(水)
7/10(木)
7/10(木)
7/15(火)
7/15(火)
7/16(水)
7/17(木)

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～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30～ GOLD STONE　小樽市色内3-3-21
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
18:20～ ロイトン札幌　札幌市中央区北1条西11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
18:30～ 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～ ロワジールホテル旭川　旭川市7条通6丁目
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

【7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。

7月例会のご案内

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。

『仕事の夢、魅力を存分に語っていただき、
仕事に繋げてください！』

　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、ゴールデンウィーク明けと
いうことで、いつもより若干参加者が少なくなっています
が、それでも本日も100名ほどの出席となっています。
　毎月例会に参加されること、例会への出欠の返答をす
ることを引き続き、よろしくお願いいたします。
　先月は、チームきずな（江藤リーダー）のもと、「皆さんの
仕事の魅力を語ってください。」というテーマにて例会が
運営されました。4月ということで年度初めの例会でした
が120社ほどの参加がありました。
　参加者も多く、仕事の魅力を語ることを通して、とても
熱気のこもった例会と感じました。担当の皆さん、関係者
の皆さん、本当にお疲れ様でした。
　今月の例会ですが、チームゆめ（佐々木リーダー）の担
当になります。先ほども気合の入った打合せをしていまし
たが、「夢を語って自分の魅力を伝えよう！そして拡げよう
仕事の輪」をテーマとした例会です。仕事の夢、魅力を存
分に語っていただき、そして仕事に繋げていただきたいと
願っています。
　　　　　　　　　　　 ◇
　5月25日（日）に守成クラブの全国大会が札幌で行なわ
れます。先月の例会でもご案内させていただきましたが、
旭川からは9名が出席します。そして定員500社の案内に

対して、すでに定員をとおり
越している状況でキャンセ
ル待ちとなっています。全
国大会に参加したいという
ご希望がありましたら、キャ
ンセル待ちにはなりますが
世話人・事務局に声をかけ
ていただければと思いま
す。私も含め9名で5月25日の全国大会に出席してきます
が、来月の例会等で全国大会の様子をご報告できるもの
と考えています。
　　　　　　　　　　　 ◇
　本日の例会も帯広会場より保科さんにご参加いただい
ています。先月もご案内させていただきましたが、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」を催されます。まだ旭川会場からは正式なエントリー
はありませんが、何社か検討をされているという声を聞い
ています。是非、旭川会場からも出店していただき、商売
繁盛に繋げていただければと思っています。
　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。

2014年5月8日例会にて

6・7月の主な予定 現在の会員数 （5/23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

197名
124名
73名
2名
1名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

94名
0名
2名
2名
98名

（105）
（0）
（2）
（10）
（117）

 6 /10（火） ○ 第143回例会（GH）
　　　　　　　　チーム美羽担当（立岡R）
 6 /17（火） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール館（宮下通11丁目）
 6 /19（木） ○ リーダー会議　19：00～
 6 /24（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ カフェ リブロ（神楽3条8丁目）
 7 /10（木） ○ 第144回例会（LH）
　　　　　　　　チームきせき担当（和泉R）
 7 /14（月） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 和のみ（東旭川北1条8丁目）
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先月は「チームゆめ（佐々木Ｒ）」運営による「夢を語って自分の魅力を伝えよう！そして拡げよう仕事の輪」を
テーマとした例会でした。仕事の夢、魅力を語ることで、会員同士のコミュニケーションを深め、仕事へ繋げるこ
とを目的としていました。 私自身は引き続き意識して取り組みたいテーマだと感じました。
今月は「チーム美羽」による「買う」をテーマとした例会となっています。いつもの例会では自社の商品やサービス
を「売る」ことが主となりますが、今月の例会では守成クラブ旭川の仲間から何かを「買う」ことを考え、意識する
機会となっています。「売る」だけでなく「買う」ことにより、お互いの信頼関係を築き、商売繁盛に繋がるきっか
けにする狙いと聞いています。皆さん 今月も実りある例会となりますよう 志事に顔晴りましょう！（文：西村）

7月 第144回例会のご案内です。
日時：7月10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。
＊7月の例会はチームきせき［和泉R］による
　担当例会になります。



「買う」ことをテーマとした例会を行ないます！

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 94名(6/10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
スナック エフィー　店主

立岡ひとみ

5月15日（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。今回は6月例会担当のチーム美羽
が主催し、24名の方が出席され美味しいラ

ンチをいただきながら参加者の皆さんの自社PRが行なわれました。
初参加のラブミー理美容室の駒井さんをはじめ女性の方々の参加も多
く、華やかで楽しいランチ会となりました。
吉本さんが5月19日に和漢とハーブのお店「なづな堂」をオープンされ
るとのことで、おめでとう！の拍手が起こり、東鷹栖十線郵便局の小西さ
んからたくさんの通販カタログを配布いただき、MINAMI KANAKO 
音楽アカデミーの南さんから6月22日の演奏会のご案内、カネシン佐藤
商店の佐藤さんのジョークを交えた自社PR等、大変な盛り上がりの中、
フレンドランチ会は終了しました。
フレンドランチ会終了後は担当例会
の十分な打合せができ、ランチ会の
中で6月例会についてのコンセプト、
例会内で使用する購入シートの説明
を立岡チームリーダーからご案内す
ることができ、充実したフレンドラン
チ会となりました。
（文：チーム美羽 中川）

初夏らしい爽やかな気候になりました。
今月は、5/20(火)12:00より4条8丁目
の「GOTAKU」にてのレディースラン
チ会開催となりました！

ランチメニュー豊富な中からそれぞれに迷いながらも五穀米も選
べるカレーやお肉がメインのランチを美味しく頂きました！！
ランチ後は恒例になりました自社PRや近況報告などがあり…皆さ
んそれぞれにご自分のお仕事や商品、イベントのお知らせをされま
した！ 守成の素晴らしさも話題に(=^ェ^=)！！
引き続き会社訪問は「アピア 旭川店」さんへ！！ 白が基調の明るい
店内には鮮やかなカラーの補正下着が展示されている中…女性の
皆様「うわぁ?♪」の歓声！！ 履くだけでマッサージ効果があり短時間
でも実感できる！というドレナージュスパッツや履くだけで脚の疲れ
やむくみを解消してくれるハイソックスなど…実際に見せて頂きま
したが中には「欲しい！！」のお声もありました！
次回、6月のレディースランチ会は…
イタリアンランチの後に5/19に神居に
新店舗オープンされました(株)なづな堂
さんを訪問させていただきます！
6/24(火)12:00 カフェ リブロ
神楽3条8丁目 TEL:0166-61-8866
参加申し込みは 清水さん 久保村さん 
勝田までご連絡くださいm(__)m
毎回の会社訪問ではそれぞれのお仕事
を知るチャンスです！
女性会員の皆さま、是非お誘い合わせの
上ご参加下さい^ ^ （文・勝田）

参加者情報（24名）
吉尾さん（アサヒ通信機）、武田さん（旭川シリカ）、長原さん（北海事務機）、嵯峨さ
ん（プラスワン）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、小西さん（ニッセイ旭川）、澁谷さ
ん（旭川タイヤサービス）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、西村さん（アイエー
シー）、高貝さん（手づくりや）、早坂さん（サモウェブデザイン工房）、佐藤さん（カネ
シン佐藤商店）、布子さん（パートナーズ）、立岡さん（スナックエフィー）、近藤さん
（遊きりん）、駒井さん（ラブミー理美容室）、柳原さん（ゆう美堂）、菅野さん（ヘアー
サロンmie）、勝田さん（ダイアナ多花木）、吉本さん（なづな堂）、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
館）、中川（イマジンアミューズエルフ）

〈参加者情報（7名）〉
近藤さん（遊きりん）、児玉さん（こだま工房）、高橋さん（美容室 結）、大場さ
ん（エステサロンび華）、久保村さん（山新久保村）、清水さん（地酒のまるしん
商店）、土橋さん（アピア旭川）、勝田（ダイアナ多花木）

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。

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。

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5月8日例会より］

守成クラブ旭川 青年部に入会しませんか！

入会資格

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6月10日現在）

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 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。

東神楽町北2条西3丁目
TEL 0166-68-5121　FAX 0166-83-5588
URL http://www.kenseisya.co.jp/

がんばれ盾

北日本塗巧

代 表
佐伯  豪司
旭川市10条通17丁目24-946 セラーノV102
TEL 0166-74-3332　FAX 0166-74-3332

緑バッチ貸与

有限会社
大崎石油店

代表取締役
松浦  辰哉
旭川市西神楽2線24号
TEL 0166-74-2201　FAX 0166-74-2202

緑バッチ貸与

旭川市5条通7丁目1249-1
TEL 0166-27-6323　FAX 0166-27-6323
URL http://www.bfc-cosme.com/

（株）北海道健誠社
東神楽工場

室 長
柴野　肇

BFC株式会社

代表取締役
姜　洋子

緑バッチ貸与

有限会社
北海道テレワーク

取締役営業部長
山本  純輝
旭川市東光18条5丁目6-14
TEL 0166-37-0055　FAX 0166-37-0077
URL http://hokkaido-telework.com/

赤バッチ貸与

MINAMI KANAKO
音楽アカデミー

代 表
南  加奈子
旭川市1条通6丁目 フィール旭川 3F
TEL 080-3230-7697

赤バッチ貸与

旭川市神居3条15丁目
TEL 0166-60-1555　FAX 0166-60-1556

有限会社
三ツ星キッチン

代表取締役
小柴　守

赤バッチ貸与

　皆さんこんばんは。6月の例会運営を担当させていただき
ます、チーム「美羽」のリーダーを務めさせて頂いています
スナック エフィーの立岡ひとみです。
　今月の例会は、通常例会で行われる自社の商品やサー
ビスを売り込む「売る」から「買う」という事を目的に例会を進
めさせていただきます。
　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
「自社を売り込む」だけではなく、同じ守成クラブの仲間がど
のような商売をされているのかを頭におきながら、「買う」を
テーマに本日の例会に臨んでいただきたいと思います。
　近々の購入予定だけでなく、１年間を通した設備投資の
計画など、年間を通して色 と々買うものを考えていただい
て、本日の車座商談会でお話していただきたいと思います。
　そして本日の車座商談会で皆さんからお話いただいた
「買いたいもの」の情報は各テーブルごとに用紙にとりまと
めて懇親商談会の時にホワイトボードに張り出しますので、

立席になってからご覧いた
だければ、と思っておりま
す。
　また、今回の情報は守成
クラブ旭川のホームページ
にアップしますので、パス
ワード（本日の領収書に記
載）を入力してご覧になっ
て下さい。
　今月の例会に出席され
ている方だけの情報となっ
ております。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。
　皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

チーム美羽


