守成クラブ旭川ルール

2013年3月改正

●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。
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道内各地区例会日程（ ）参加者予定数
【7月】

千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
小樽(40)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌北(120)
北見(90)
苫小牧青蓮(70)
札幌アンビシャス(60)
釧路(270)
函館(45)
札幌東(100)
旭川(110)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
札幌創真(50)
稚内
函館みらい

7/1(火)
7/2(水)
7/3(木)
7/3(木)
7/7(月)
7/8(火)
7/8(火)
7/8(火)
7/9(水)
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〜 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〜 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〜 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〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町2-5
18:30〜 ホテル函館ロイヤル 函館市大森町16-9
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〜 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

【8月】

釧路(260)
札幌北(120)
北見(90)
苫小牧青蓮(50)
千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
函館(45)
札幌東(100)
小樽(40)
旭川(110)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌アンビシャス(60)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
札幌創真(50)
稚内
函館みらい

8/4(月)
8/5(火)
8/5(火)
8/5(火)
8/5(火)
8/6(水)
8/6(水)
8/7(木)
8/7(木)
8/7(木)
8/7(木)
8/11(月)
8/13(水)
8/19(火)
8/19(火)
8/20(水)
8/26(火)

18:30〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町2-5
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
18:30〜 ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄2-2-1
18:30〜 札幌東急イン 札幌市中央区南4条西5丁目1
18:30〜 五島軒 函館市末広町4-5
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〜 GOLD STONE 小樽市色内3-3-21
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
18:28〜 とかち館 帯広市西7条南6丁目2
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〜 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〜 札幌東急イン 札幌市中央区南4条西5丁目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

※ 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。

8月例会のご案内
8月 第145回例会のご案内です。
日時：8月7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。
＊8月の例会はチームきぼう［駒井R］による
担当例会になります。

編集後記

先月は「チーム美羽（立岡R）」による「買う」をテーマにした例会でした。いつもの例会とは違い、自社を売り込む
のではなく、今必要としている物を発信し、それを買う事で会員同士の商売繁盛や、信頼関係を築くためのきっ
かけになったのではないでしょうか。
今月の例会は、
「チームきせき
（和泉R）
」
の運営による、
「大名刺交換商談会」
です。
参加者全員による、
お見合い形
式での名刺交換会です。顔は知っているけれど一度も話したことが無い。そのような方とのコミニュケーション
を深めるきっかけになる例会だと思っています。今例会では、特に多くの会員の方々とお話をし、コミニュケー
ションを深め、
そして志事に繋がる例会となりますよう顔晴りましょう‼
（事務局：丹野）
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守成クラブ旭川 事務局

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！

〒070-0031
旭川市1条通15丁目345-1 サンフレンズ１條102号室
エイエステック（株）内
電話:0166-25-7410 FAX：0166-25-7411
E-mail info@syusei.biz ＵＲＬ 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。

http://syusei.biz
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『守成クラブの全国大会に参加して
商売を身をもって体験しました！』 2014年6月10日例会にて
皆さん、こんばんは。代表の株式会社小滝畜産の小滝
達也です。
本日の例会ですが115名の参加を予定しています。数ヶ
月前までは例会の出席者数が100名を超えて喜んでいる
ようなところがありましたが、少しずつですが着々と参加
者が増えてきた結果だと思っています。そして何より皆さ
んお一人お一人が、より商売を活発にしていただくことが
できればと願っています。
◇
5月25日（日）に守成クラブの全国大会が札幌で開催さ
れました。先月の例会でもご案内しましたように今回の全
国大会は500名限定で開催され、あっという間に定員に達
し、さらにはキャンセル待ちが出るほどの盛況な状況でし
た。また、今までの全国大会は他の会と同様にセレモニー
的な内容で構成されていたのですが、今回の全国大会で
は車座商談会が行なわれ、全国から集まった会員さんと1
人持ち時間5分にて情報交換等を行なうことができまし
た。その後、多くの方からメールや連絡をいただいたり、ご
紹介を受けたりということがあり、車座商談会が守成クラ
ブの基本にあるということをあらためて再認識させられま
した。
私自身、実際に東京の会員さんに商談で弊社に訪問い
ただきましたし、長く守成クラブに在籍していますが、全
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国大会に参加して実際に商
売というものを身をもって
体験させられるということ
がありました。是非、皆さん
にも全国大会に参加してい
ただき、より商売を活発に
守成クラブ旭川 代表
していただければと思って （株）小滝畜産 代表取締役 小滝 達也
います。
◇
先日、守成クラブ旭川の会員の山本純輝さんが御結婚
されました。披露宴には多くの守成クラブの会員さんの姿
があり、例会なのか披露宴なのか分からないというような
話しがでるくらい和気藹々とした良い結婚式でした。謹ん
でここにご報告させていただきます。
◇
本日は守成クラブ旭川の初代代表の金田顧問が久しぶ
りに例会に参加いただいています。金田顧問はカネタグ
ループの代表をされていまして、守成クラブ旭川のマー
ケットの基を作られた方です。一言ご挨拶を頂戴したいと
思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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。
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7 / 1 0（ 木 ）○ 第144回例会
（LH）
チームきせき担当（和泉R）
7 / 1 4（ 月 ）□ フレンドランチ会
12：00〜 和のみ（東旭川北1条8丁目）
7 / 1 7（ 木 ）○ リーダー会議 19：00〜
7 / 2 2（ 火 ）□ レディースナイト会
18：30〜 焼鳥らんまん
（5条7丁目）
8 / 7（木）○ 第145回例会（GH）
チームきぼう担当（駒井R）
8 / 1 1（ 月 ）□ フレンドランチ会
12：00〜 大雪地ビール館（宮下通11丁目）

現在の会員数（6/26現在）
会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

202名
125名
77名
8名
3名

先月例 会出 席 報 告

（）
内は先々月

正準会員 100名（94）
同行出席
1名（0）
他 地 区
2名（2）
ゲ ス ト 11名（2）
合
計 114名（98）

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。

例会キャンセル費
について

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

本日は参加者全員と名刺交換とお話しをしていただく例会です！
皆さんこんばんは。
チーム
「きせき」
のリーダーを務めさせ

てチラシを配るのもOK、そ

て頂いていますBPSイズミの和泉です。今月の例会は、参

の場で双方1分間の時間

加者全員と名刺交換とお話しをしていただくプログラムとし

でお話しをしていただきま
す。相手の名刺やアポイン

て企画しました。
100人も集まる例会で、
「 一部の人しか分からない！」
「一

ト票に一言コメントなどを書

度もお話しをしたことがない！」
「 多分、名刺交換をしたは

き込んでいただくことで、い

ず？」
「いつも車座が同じ人が一緒」等、思ったことはありま

つもと違う生きた名刺交換

せんか？

にしていただきたいと思っ

そこで今回の例会を全員と交流ができる例会として運営

ています。
今回の例会をきっかけに

させていただくことにしました。
「今さら聞けない？」 い・い・え 「今こそ聞こう
！」

多くの会員の方々とコミュ
ニケーションを深め、思う存

をしっかり再確認して商売に繋げよう
！というものです。題し

分に商売繁盛に繋げてください！

例会では参加者全員が2列に並びお見合い形式で着席
します。通常はNGですが今回は全員との名刺交換、そし

がんばれ盾

株式会社 翔 輝
取締役
営業・管理部長

堀

義孝

和泉 泰 弘

最後になりますが、本日の例会が皆さんにとって有意義

て
『大名刺交換商談会』
を開催いたします。

［2014年6月10日例会より］

守成クラブ 旭 川
チームきせき リーダー

（有）BP Sイズミ 代 表 取 締役

を合言葉に、
もう一度、会員さんの顔・名前・会社名・職種

表彰・バッチ貸与

チームきせき

なものになるよう
「チームきせき」一同、本日の例会をお世話
させていただきます。皆さん、
どうぞよろしくお願い致します。

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。
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。

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。

旭川市神楽4条11丁目1-11
TEL 0166-60-1133 FAX 0166-60-1144
赤バッチ貸与

赤バッチ貸与

緑バッチ貸与

有限会社
大崎石油店

Nail Style
(ネイルスタイル)

ラウンジバー
海棠

代表取締役

オーナー

オーナー

旭川市西神楽2線24号
TEL 0166-74-2201 FAX 0166-74-2202

旭川市永山3条12丁目イオン旭川永山1階
TEL 080-1878-9422 FAX 0166-56-0818
URL http://www.nail-style-salon.com/

旭川市3条通6丁目ヨシタケ7号館4F
TEL 0166-22-1170

松浦 辰哉

高橋 亜希

事務局からの連絡です！

加賀 涼美

★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。

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 95名(7/8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。

『守成クラブを仕事の一助になる場所として
前向きに捉えて参加してください！ 2014年6月10日例会にて
皆さん、こんばんは。金田自動車の金田和鐘です。
数えてみましたら本日の例会が143回目ということで、来
月は144回目で12年もの月日が経つんだなと改めて感じてい
ます。皆さん毎月例会に出席するようにと言われていること
と思いますが、私自身、野暮用が多くて出席すると言っては
所用で欠席になってしまったりということが4･5回続いてし
まい、大変失礼したなと思っていました。そのような折、例
会への出席の届けを出し出張から帰ってきたところ、例会
で一言話しをして欲しいとメールが入っていました。
そこで過去にどのような話しをさせていただいたかなと
資料をパラパラとめくって見たところ、2008年ごろに機会の
あるごとに話しをさせていただいたことを思い出しました。
その文章を読み返してみますと少し生意気を言い過ぎたか
なと非常に反省しているところです。
本日、このような機会をいただきましたので改めて皆さん
にお話しをさせていただきますが、少し厳しい言い方をす
るかも知れません。
今の経済環境ですが、皆さんは「景気がよい」と言われる
のか、
「景気が悪い」と言われるのか。4月からの増税前の駆
け込み需要等で非常にご苦労されているんだろうと思いま
すが、自分が感じる景況感は何なのか。ここが1つの大きな
分かれ目になると思っています。
「景気がよい」と思って仕事に取組むのか、
「景気が悪い」
と思って下目使いで仕事をするのか、自ずと何を言わんとし
ているのかご理解いただけると思います。それに加え、どん
なに景気のよい時でも潰れる会社があります。どんなに景

気が悪くても最高益を連続
で出す会社があります。こ
れは偏に経営者の心持ち、
どのような気持ちで日々の
仕事に向かうかによって、そ
の差が結果に現れてくるの
守成クラブ旭川 顧問
だろうと思っています。この
（株）丸金金田自動車
守成クラブのこの場所を皆
代表取締役 金田 和鐘
さんの仕事の一助になる場
所として、前向きに捉えて参加をすれば必ず結果がついてく
ると考えています。
先ほど、私のテーブルのところに「買いたいもの」のメモ
が回っていて、
「何を買いますか？」
「いや聞いてなかった。
ごめんね。」という話しの中から、毎月チームごとにテーマを
決めて例会を運営しているという話しを聞かせていただ
き、私達が例会を運営していたときより随分進化もされて
いるし、小滝代表を先頭に各役の方がボランティア精神に
のっとって、時間、労力、時としてお金も会のために提出して
いるのだろうと思いました。改めて距離を置きながら敬意を
表したいと思います。
そして、それにも増してその活動に賛同して、毎例会、時
間を調整してこの会場に来られた皆さんの思いに敬意を表
して、今私の思うところをお話しさせていただきました。
今日一日皆さんにとって最良の一日になることをお願いし
て、私からの挨拶に代えさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

6月17日（火）12:00より旭川大雪地ビール館
にてフレンドランチ会が開催されました。
チーム「きせき」担当のフレンドランチ会という
ことでチームメンバーにも積極的に声かけをし
て20名以上の参加者が集まり、大変盛り上がったランチ会になりました。
和気あいあいとした食事のあと、チームリーダーのBPSイズミの和泉さ
んより挨拶と次会担当例会の概要紹介、塗善塗装の中嶋さんからその週
の週末に行われる青年部主催の交流事業の説明がありました。その後、
参加者一人一人による自社PRと自己紹介が行われました。
旭川ケーブルテレビの猿田さんからケーブルテレビにて夏の高校野球
地区予選の実況放送の紹介、ＭＩＮＡＭＩ
ＫＡＮＡＫＯ音楽アカデミーの南さ
んからコンサートのお知らせ、東鷹栖十線郵便局の小西さんからお中元
ギフトの紹介、ぱそこんお助け本舗の佐藤さんから趣味の写真を生かし
て新しく写真撮影の仕事を始めた件、私、
ガイネット早坂からイベントの
お知らせ等々、皆さんから沢山の話題を提供され
大変充実したフレンドランチ会となりました。
沢山の人数にお集まりいただいて食事をして、お知
らせ、自社PRとなると時間がいっぱいとなってしま
い、もう少しフリーで交流する時間が取れたほう良
かったのではないかと反省する部分も感じました。
会員同士のコミュニケーションの場として、多くの
皆さんに参加いただきたいと思います。
（文：早坂）

蝦夷梅雨も明けて夏らしい気候になり
ました。今月は… 6/24(火)12:00より
神楽3条8丁目「カフェリブロ」にてレ
ディースランチ会の開催となりました！
イタリアンランチを美味しく頂きました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！
引き続き会社訪問は5/19に神居に新店舗をオープンされました
(株)なづな堂さんを訪問させて頂きました。
清潔感のある明るい店内には なずな堂の社長 吉本さんがお勧め
の商品がズラリと並び、
欲しくなっちゃうものが一杯！
！先ずはお邪
魔させて頂きました私達のお買い物から始まり
（笑）
いよいよ
「漢方
医学?お薬について」
を吉本さんからお聞きしました！
以前から吉本さんがお勧めして下さったサプリメントやお薬で既に
「よくなった！効いた！…」
などのお声が上がる中、
カウンセリングを
ご希望の方もいらっしゃいまして… 何ともレディースランチ会の会
社訪問はお互いに喜ばしい結果をもたらせてくれています！
！
次回、
7月のレディースランチ会は… 夏だからこその
「レディースナ
イト会」
とさせて頂きます！
7/22(火) 18:30〜 焼き鳥らんまん
5条7丁目ふらりーと 0166-23-7712
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
レディースのナイトは楽しい事が一杯
です?(^ー゜
)
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）

フレンド
ランチ会

参加者情報
（22名）
和泉さん
（BPSイズミ）
、中嶋さん
（塗善塗装）
、近藤さん
（遊きりん）
、小西さん
（東鷹
栖十線郵便局）、清水さん（まるしん商店）、高橋さん（結美容室）、大葉さん（び華）、
藤盛さん
（aroma room HERBA）
、丸山さん
（Salond Bouquet）
、長原さん
（北海
事務機）、川辺さん（北日本機械）、児玉さん（こだま工房）、馬場さん（JAPANESE
BAR 椛 ）
、佐藤さん
（カネシン佐藤商店）
、南さん
（MINAMI KANAKO 音楽アカデ
ミー）、上神田さん（心）、佐藤さん（ぱそこんおたすけ本舗）、西村さん（アイエー
シー）、森田さん（森田仁プロデュース）、廣瀬さん（エリアネット）、猿田さん（旭川
ケーブルテレビ）
、早坂さん
（ガイネット）

レディース
ランチ会

〈参加者情報
（9名）
〉
近藤さん
（遊きりん）
、
立岡さん
（エフィー）
、
高橋さん
（美容室 結）
、
久保村さん
（山新久保村）
、
吉本さん
（なづな堂）
、
清水さん
（地酒のまるしん商店）
、
児玉さ
ん
（こだま工房）
、
土橋さん
（アピア旭川）
、
勝田
（ダイアナ多花木）

