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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。

釧路(260)
札幌北(120)
北見(90)
千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
函館(45)
札幌東(100)
おたる(50)
旭川(110)
苫小牧(30)
札幌アンビシャス(90)
帯広(150)
札幌(110)
苫小牧青蓮(50)
西いぶり(70)
稚内(20)
札幌西(120)
札幌創真(50)

8/4(月)
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)
8/11(月)
8/19(火)
8/19(火)
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～ ロイトン札幌　札幌市中央区北1条西11丁目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
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
18:00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:28～ とかち館　帯広市西7条南6丁目2
17:55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町4-3-1
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～ 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

【8月】
札幌北(120)
千歳アンビシャス(40)
札幌南(130)
旭川(110)
苫小牧(30)
帯広(150)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(90)
釧路(260)
札幌東(100)
おたる(50)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
札幌創真(50)
北見
函館
稚内

9/2(火)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/4(木)
9/8(月)
9/9(火)
9/10(水)
9/10(水)
9/11(木)
9/11(木)
9/16(火)
9/16(火)
9/17(水)
9/18(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～ 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
18:28～ 帯広東急イン　帯広市西1条南11丁目2
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
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
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

【9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。

9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。

『旭川の会員数が200名を超えました。市場を大きくすれば
それだけビジネスチャンスが拡がります！』

　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。
　いよいよ7月ということで夏真っ盛りですが、先日、青年部主催で
パークゴルフ大会が開催されました。日曜日ということでいろいろ
なイベントが重なっていたこともあり、また、青年部の方しか出席で
きないと勘違いされていた方もいらっしゃったようで、出席者数は
少々寂しい感じでしたが、これからも何かしらのイベントを企画さ
れるとのことですので、皆さん方も時間の許す限り積極的にご参加
いただいて、会員同士の距離を少しでも縮めていただければ商売
の方にも繋がっていくものと考えています。
　　　　　　　　　　　　　◇
　先月の例会ですが、チーム美羽の「買う」をテーマとした例会で
した。皆さん方からは「いつも守成の仲間からモノを買っているので
今さら言われてもね。」という声もなかったわけではありませんが、
あらためて「買う」ということを意識することにおいて、とても有意
義な例会だったと思います。
　また、「買う」を意識することでこれも必要だったということに気
が付くこともありますし、買いたいモノがあるけれど会員さんの中
に扱っている企業がいないという場合もあったことと思います。そ
のような場合がありましたら、その取り扱っている企業のお知り合
いに声をかけることで、その企業をお誘いし入会していただくこと
ができれば、守成クラブ旭川という市場がより厚くなりますし、厚い
市場にしていきたいとも思っています。そういう意味においても「買
う」をテーマとしたことにとても意義のある例会だったと思います。
　　　　　　　　　　　　　◇
　先日、札幌北会場の例会に、塗善塗装の中嶋さん、ネイルスタイ
ルの高橋さんとの3名で参加してきました。札幌北会場は道連会長
の佐々木ひとみさんの所属されている会場です。出席者数は110名
程度でしたが、ゲストさんがとても多く全ての人が壇上に上がれな
いほどの人数でした。また、例会の雰囲気がとても良く、会員同士の
距離を縮めるための色々な努力をされているようでした。その様子

に関しては、今後リーダー会議
や世話人会の方で報告していき
ますので、リーダー、世話人の方
からその様子を聞いていただけ
ればと思います。
　今回、ネイルスタイルの高橋さ
んからの「どなたか他会場（札
幌）に一緒に行きましょう！」と
いう熱い気持ちに応えての参加
でしたが、札幌や北見など、全
道にはたくさんの色々な会場が
ありますので、他会場に興味のある方がいらっしゃいましたら、一
緒に他会場に参加できる会員さんを募ることも可能ですので、是
非、世話人等にお声かけいただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　◇
　本日の例会ですが参加者数が120名を超える例会規模を予定し
ています。チームきせき（和泉リーダー）企画による大名刺交換商談
会ということで、いつもの会場レイアウトとは異なり、これから皆さ
ん全員との商談になります。参加者数も多くとても大変だとは思い
ますが、このような機会はなかなかありませんので、皆さんそれぞ
れがこの機会を有効に利用していただきたいと願っています。
　それから旭川の会員数が200名を超えました。会員拡大というよ
りも我々の商売のため、市場を大きくすればそれだけビジネスチャ
ンスが拡がることになりますので、どうか準会員の方は少しでもゲ
ストさんをお誘いいただいて、正会員になってよりビジネスに繋げて
いただきたいと思っています。
　それでは本日も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7月10日例会にて

8・9月の主な予定 現在の会員数 （7/24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

208名
128名
80名
7名
1名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

111名
0名
3名
8名

122名

（100）
（1）
（2）
（11）
（114）

 8 /  7（木） ○ 第145回例会（GH）
　　　　　　　　チームきぼう担当（駒井R）
 8 /11（月） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 和のみ（東旭川北1条8丁目）
 8 /11（月） ○ リーダー会議　19：00～
 8 /19（火） ○ 世話人会　19：00～
 8 /26（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ リゲル カフェ（末広5条8丁目）
 9 /  4（木） ○ 第146回例会（LH）
　　　　　　　　チームそら担当（吉本R）
 9 /11（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール館（宮下通11丁目）

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

9 September

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

1

8

15

22

29

7

14

21

28

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

8 August

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

4

11

18

25

3

10

17
24

31

編集後記編集後記

守成クラブ旭川 代表
（株）小滝畜産 代表取締役　小滝 達也

1

マスコミ優先利用 自社ＰＲ
ちょこっと

ホームページ
会社案内

車座商談
HP名簿

正 会 員

準 会 員

ゲ ス ト

2

他地区商売

3

ブース出展

4

チラシ配布

5 6 7 8

名刺交換 

○
×
×

○
×
×

○
×
×

○
×
×

○
×
×

○
×
×

○

×

○
○ ○

×

Vol.40

RE:CAB

先月の例会は、「チームきせき（和泉Ｒ）」運営による大名刺交換商談会と銘打たれた、とても活気のある例会と
なりました。事前のチーム内打ち合わせを綿密にしていたのが大変伝わる、とてもスムーズな運営だと感じまし
た。私も何度も例会でお会いしているのに「お顔は拝見したことは有るんです・・・。名前が？仕事は？・・・。」と言っ
た、今更聞けない事を聞き直す事が出来て、大変良かったと思います。最初に支給されたペットボトルの水が足
りなくなる程、ヒートアップされている方も居らっしゃたとか(笑)
７月の例会で初心に戻ることができましたので、再度人間関係を作り上げる端緒とし、本日の例会を含め、更に
志事に繋がっていけるよう皆さん共に顔晴って行きましょう！（事務局：渡邉）

9月 第146回例会のご案内です。
日時：9月4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。
＊9月の例会は、チームそら［吉本R］による
　担当例会になります。



7/14(月)12:00よりチーム『きずな』の担
当フレンドランチ会を和のみ（当店定休日）
にて初めて開催させて頂きました。遠方の
東旭川にも関わらず25名の方が参加して

くださいました。当店は駐車場の台数が多くないので、近くにあるイン
テックさんの駐車場をお借りしたり、『きずな』メンバーの計らいで他
の駐車場所も確保して頂きました。『きずな』の強い『絆』ができたラン
チ会でも有りました。また、メニューは定休日と言うこともあり、和のみ
の代表3品限定メニューとさせて頂きました。（角煮御前・煮込みハン
バーグ・ハンバーグパスタ）初の開催と言うところもあり皆様には何か
とご不便をおかけしましたが、次回のチャンスがあれば、今回の反省を
踏まえより良い開催ができればと思っています。（菅野）
今回のフレンドランチ会はいつもとは少し違い、コーディネーターの
人を中心に4ブロックに分かれ、チームテーマ「人となりを知る」の
コーディネーターの練習をさせて頂きました。全体的には過去最高の
出席者数と言うこともあり、コーディネー
ター練習の良い経験になったのではないか
と思います。フレンドランチ会での練習が本
日の例会のテーブルコーディネートにより良
く反映できればと願っています。初コーディ
ネーターの方もいますので、ランチ会に出席
された方は、車座でのフォローを是非よろし
くお願いいたします。（森田）

月に一度のレディースランチ会。
今月は真夏の熱～い♡レディースナイト
会開催となりました（＾∇＾）•
7/22(火)18:30～新子焼でお馴染みの

創業68年の歴史を誇り三代目の丹野香織さんが経営されます…焼き
鳥「らんまん」さんでのスタートでした。
ボックスとカウンター全て貸切にして頂き、只今売出し中の「夜弁」や
新子焼 ベーコン串、サラダにデザート…と女性が喜ぶフードにお好き
なドリンク付きでお腹も満足、ほろ酔いな中…皆さんそれぞれにご自
分のお仕事や商品の紹介をされ今回はお一人に二つまでの質問タイ
ムもあり大盛り上がりでした*\(^o^)/*
引き続き…二部会として^_?☆ 立岡さんの経営されます3条6丁目の
「スナック エフィー」さんへ向かいました！ 女性に優しい「リーズナブル
価格の飲み放題コース」でしたが…カラオケも唄い放題にも関わらず
…マイク無しで（笑）語る‼喋る‼笑う‼…の楽しい時間を共有でき、
お互いのお仕事に理解を深めた一夜でした！！
次回、8月のレディースランチ会は8/26(火) 12:00～リゲルカフェ
末広5条8丁目 (美容室HIKARIの隣)
会社訪問は…藤盛明美さんがオーナーをされます
女性専用サロン「アロマルーム HERBA(ヘルバ)」
さんにお邪魔いたします。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
レディースランチ会は情報交換し合えてお仕事に
もつながる有意義な時間。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（26名）
小滝さん（小滝畜産）、猿田さん（旭川ケーブルテレビ）、小西さん（東鷹栖十線郵
便局）、早坂さん（ガイネット）、加藤さん（かとう整骨院）、上神田さん（心）、山本さ
ん（北海道テレワーク）、長内さん（イハラ）、宮田さん（道北整骨院）、西村さん（ア
イエーシー）、西村さん（緑鋼商）、廣瀬さん（山内ビニール）、清水さん（まるしん
酒店）、久保村さん（京呉服山新久保村）、駒井さん（ラブミー美容室）、立岡さん
（エフィー）、柳原さん（ゆう美堂）、中川さん（エルフ）、橋本さん（千）、丹野さん（ら
んまん）、吉本さん（BLOOM）、菅野さん（mie）、加藤さん（タナカ総研）、土橋さ
ん（アピア）、菅野（和のみ）、森田（森田仁プロデュース）

〈参加者情報（15名）〉
近藤さん（遊きりん）、吉本さん（BLOOM）、丹野さん（焼き鳥らんまん）、立岡さ
ん（エフィー）、柳原さん（ゆう美堂）、高橋さん（美容室 結）、吉本さん（なづな堂）、
大場さん（び華）、井上さん（amie工房）、清水さん（地酒のまるしん商店）、久保村
さん（山新久保村）、阿部さん（Rainbow-Rose）、鈴木さん（ウォーキングスタイ
リスト・インテスタージュセラピスト）、姜さん（BFC）、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

■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！
※他会場に参加する会員を募ることも可能です。何方かと一緒に参加してみたいなど、他会場に
　興味のある会員さんからのご相談も受け付けています。

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7月10日例会より］

旭川市3条通6丁目ヨシタケ7号館4F
TEL 0166-22-1170

株式会社TAKU

代表取締役
近藤  卓也
旭川市3条通7丁目 ヨシタケパークビル4F
TEL 0166-74-7773　FAX 0166-74-7153

緑バッチ貸与

FUTARIYA

代 表
辻  晃一
旭川市東光8条4丁目1-22 シカザワプラザ1F
TEL 0166-32-8030　FAX 0166-32-8030
HP http://www.futariya.com/

緑バッチ貸与

旭川市春光6条5丁目7-5
TEL 080-6093-9168　FAX 0166-52-4011

Rainbow-Rose

代 表
阿部  優美子

緑バッチ貸与

コハタ制作室

代 表
木幡  留美
旭川市9条通20丁目 ロピア8条通1003号
TEL 090-8279-6556　FAX 0166-33-0019
HP http://kohasei.jimdo.com/

緑バッチ貸与

ウォーキングスタイリスト・
インテスタージュセラピスト

鈴木  美千代
旭川市6条通2丁目 アーバンライフ303
TEL 0166-23-1172　FAX 0166-23-1172
HP http://swi-michiyo.com/

緑バッチ貸与

旭川市神楽岡2条4丁目2-10 エスパニ3I 202
TEL 080-4501-9071
HP https://www.facebook.com/kai.sou.naka

感覚・運動療法 快

代 表
中村  良太

緑バッチ貸与

ラウンジバー
海 棠

オーナー
加賀  涼美

赤バッチ貸与

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8月7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。

「人となりを知って頂き、人との繋がりを仕事まで持っていこう!」をテーマとした例会です！

守成クラブ旭川
チームきぼう リーダー
ラブミー理容美容室　店長

駒井 節子

　皆様、こんばんは。 8月の例会を担当しますチームきぼう
リーダーのラブミー理美容室の駒井です。本日はどうぞ宜し
くお願い致します。
　本日の例会のテーマは「人となりを知って頂き、人との繋
がりを仕事まで持っていこう!」です。チームきぼうでは、お互
いがまず人となりを知って頂こうというテーマをもって、3月か
らチーム例会を重ねてきました。今までの例会で良かった点
はとり入れよう！! こんな風にするともっと改善されるのでは？
という有意義な意見が沢山出ました。そのようなチームでの
意見交換を踏まえた上で、本日の例会を企画しました。
　例会の内容ですが、先ず最初に名刺交換を行ないま
す。名刺交換でお顔を覚えた状態で車座商談会に入りま
す。席替えはせず、車座から懇親商談会までを続けて行な
います。いつもと勝手が違いますが宜しくお願い致します。
　車座ですが、一回り目は、ご自分を熱くアピールして下さ
い。趣味とか今一番大切に思っている事、ご自分の性格や
血液型など。。。
　二回り目は、ご商売の話しをしてください。自社PRや本日
お持ちいただいた商品などをPRしてください。そして、でき
れば即商談に繋げていただくことが目標です。ブースに出

店されてる方はブースの
PRも行なってください。
　それから、乾杯、ブース
紹介と続いていきます。そし
て本日の例会の閉会予定
を午後9時としています。二
部会は守成クラブの会員さ
んのお店に行かれて、そこ
で更に人となりを深めて頂
ければ幸いです。
　本日の例会は8月なので
浴衣例会にしました。勿論、
強制ではありませんが華やかですよね！!また、お食事はお弁
当にしました。早くお出で頂いて召し上がってくださった方、
ご協力ありがとうございました。
　最後になりますが、本日の例会が皆様にとって有意義な
ものになります様にと願って、チームきぼう一丸となり例会を
運営させて頂きます。
　皆様、ご協力のほどを宜しくお願い致します。

チームきぼう


