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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(110)
千歳アンビシャス(45)
札幌南(130)
旭川(120)
苫小牧(30)
帯広(150)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(90)
釧路(250)
北見(90)
函館(45)
札幌東(100)
おたる(50)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
札幌創真(60)
稚内(20)

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)
9/10(水)
9/10(水)
9/11(木)
9/11(木)
9/16(火)
9/16(火)
9/17(水)
9/18(木)
9/24(水)

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
18:30～ ピッツアークホテル　北見市北2条東4丁目7
18:30～ 函館ビヤホール　函館市末広町14-12
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
19:00～ 菜好4F会議室　稚内市大黒2丁目1-9大黒ビル

【9月】
札幌南(130)
おたる(50)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌北(110)
旭川(120)
釧路(250)
千歳アンビシャス(45)
札幌アンビシャス(90)
北見(90)
函館(45)
札幌東(100)
苫小牧青蓮(50)
札幌創真(60)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
稚内

10/1(水)
10/2(木)
10/2(木)
10/6(月)
10/7(火)
10/7(火)
10/7(火)
10/7(火)
10/8(水)
10/8(水)
10/8(水)
10/9(木)
10/14(火)
10/16(木)
10/21(火)
10/21(火)
10/22(水)

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～ 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～ 旭川グランドホテル　旭川市6条通9丁目
18:30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町2-5
18:30～ ANAクラウンプラザホテル千歳　千歳市北栄2-2-1
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～ ホテルロイヤル北見　北見市大通東5丁目1
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
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～ 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
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

【10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。

10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。

『貴重な時間を有意義に使って
気付きのある例会にしてください！』

　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。
　本日は8月の例会ということで浴衣で参加させていただ
きました。会員の皆さんにも浴衣で来られた方が多数い
らっしゃいますが、涼しいのか暑苦しいのかよく分かりま
せんが、服装が変わるとなんだか気分も変わり、気持ちが
いいなというように感じています。
　　　　　　　　　　　◇
　先月の例会ですが、和泉リーダー率いる「チームきせ
き」によって運営された例会でした。チームの皆さん、本当
にお疲れ様でした。先月の例会を欠席されました方は
re:cab等の情報誌でしか様子を知ることができないかと
思いますが、過去に例の無い「大名刺交換商談会」という
ことで、参加者全員との名刺交換と商談を同時進行で行
ないました。
　本当に体力勝負の例会で、運営する側も参加する側も
色 と々大変ではありましたが、その分とても有意義な例会
だったと思います。「この人はどういう会社の人だったか
な。どのような仕事をされているのかな。」など、今さら聞
けないと感じていたことを再認識する上において、とても
貴重な例会だったと思います。
　　　　　　　　　　　◇

　本日の例会ですが、先月
に引き続き参加予定者数
110名以上を予定していま
す。本日の例会運営担当は
チームきぼう（駒井リー
ダー）の皆さんです。「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!」をテーマに運営される例会です。この後、段取りなど
について詳しく説明があるかと思いますが、車座商談会と
懇親商談会が1つに合わさって、お一人お一人の人となり
をゆっくりと知っていただいて、そして仕事にまで結びつ
けようという提案になっています。
　テーブルでご一緒になった方で以前から知っているとい
う方が多数いらっしゃるかも知れませんが、貴重な時間を
有意義に使っていただいて、この方とはこういう関係が
あったなとか、こういう方だったんだな等、その人となりに
ついて、あらためて気付きのある例会にしていただけたら
というように思っています。
　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8月7日例会にて

9・10月の主な予定 現在の会員数 （8/30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
3名
3名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

102名
0名
4名
4名

110名

（111）
（0）
（3）
（8）
（122）

 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）
 9 /11（木） ○ リーダー会議　19：00～
 9 /18（木） ○ 世話人会　19：00～
 9 /30（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 地酒のまるしん商店（春光3条4丁目）
 10/ 7（火） ○ 第147回例会（GH）
　　　　　　　　チームきずな担当（江藤R）
 10/14（火） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 　　未定
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守成クラブ旭川 代表
（株）小滝畜産 代表取締役　小滝 達也
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ホームページ
会社案内
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先月は「チームきぼう（駒井R）」による「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
に運営された例会でした。車座で趣味やお休みの時の過ごし方の話しなどで、人となりを知り、いつも何気なく
お話しをしていた方の意外な一面を見せていただき、一段と身近に感じた方も沢山いらっしゃったのではない
でしょうか。
今月は、「チームそら（吉本R）」の担当する例会です。「人と人との絆を深め仕事を紹介し合える輪を拡げよう！」
をテーマに運営させる例会です。会員さんとのお取り引きの中で感じたPRをお話しできればと思っています。
今月も志事に繋がる例会となりますよう、皆さん顔晴りましょう。（事務局：丹野）

10月 第147回例会のご案内です。
日時：10月7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。
＊10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。



『 守成クラブを宝の山にするために 』を販売中！
昨年に刊行された「全連・三役会 推薦！」「全会員必携・必読！」という冊子『守成クラブを宝の山にする

ために』を販売中です。（文庫サイズ・24ページ・300円）。旭川会場の世話人会でもこの冊子の内容を

『守成クラブの考え方の基本』と認識し、旭川会場を運営していく上での "道標" とする、ということで意

見が一致しております。是非、会員の皆様にも、内容をご理解頂き、旭川会場の発展に繋げるべく、購入を

お願い致します！☆購入に関するお問合せは、事務局まで☆

■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。

株式会社
ＡＢＣエステート

代表取締役
阿部  恭之
旭川市1条通16丁目2103-1
TEL 0166-56-3024　FAX 0166-56-0287

赤バッチ貸与

サービスエンジニアリング
株式会社

専務取締役
多田  光臣
旭川市新星町1丁目2番31号
TEL 0166-73-5081　FAX 0166-73-5082

赤バッチ貸与

美容室 Salond Bouquet

取締役
丸山  真紗恵
旭川市南2条通21丁目1975-108
TEL 0166-35-2313　FAX 0166-35-2313

株式会社
ハウジングインテリア

あさひかわデジタル
株式会社

代表取締役
田中  　強

代表取締役
加藤  和彦

旭川市末広1条15丁目2-6
TEL 0166-57-8714　FAX 0166-76-1350

緑バッチ貸与

有限会社
パパノエール

取締役
片山  和彦
岩見沢市美園5条7丁目8-8
TEL 0126-23-5456　FAX 0126-33-4535

緑バッチ貸与

旭川市神楽岡5条6丁目3-10
TEL 0166-73-5067　FAX 0166-73-5068
URL http://www.asadigi.jp/

赤バッチ貸与

株式会社
北海道ソグナップ

代表取締役
小笠原　元
旭川市東光6条5丁目4番21号
TEL 0166-38-6360　FAX 0166-38-6361

緑バッチ貸与

旭川市錦町16丁目2984-29
TEL 090-1309-5869   FAX 0166-51-6855

緑バッチ貸与

スマイル保険事務所

代 表
佐藤  仁親

旭川市7条通13丁目左8
TEL 0166-23-2528　FAX 0166-26-1742

緑バッチ貸与

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8月7日例会より］

がんばれ盾

丸信衛生工業
株式会社

常務取締役
堂本  晴文

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101名(9/3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。

★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。

人と人との絆を深め仕事を紹介し合える輪を拡げよう！

守成クラブ旭川
チームそら リーダー

（株）なづな堂　代表取締役
吉本 秀美

　皆さん、こんばんは。チームそらのリーダーを務めさせて
いただいています（株）なづな堂の吉本です。本日の例会
のテーマは「人と人との絆を深め仕事を紹介し合える輪を
拡げよう！」をテーマに例会を運営させていただきます。口コ
ミや紹介というのは経費0円の広告です。紹介して、紹介し
てもらって仕事の輪を拡げることができる。それはとても重
要で大切なことだと考え、当例会のテーマとさせていただき
ました。
　会員さんを自分の周り（家族・友人・知人）にも自信を持っ
て紹介するには、相手をよく知り、信頼関係があり、絆がな
いとなかなか出来ることではありません。
　会員同士が取り引き経験のある他の会員を紹介すると
いうことは、他社PRを自然に行なっていることになります。そ
して他の人の口を介することで、より説得力が増し、仕事内
容を深く知ることができ、更には自分自身も知っていただけ
るものと考えています。
　そこで、チームそらでは、他社PRを織り込んだ例会を運
営したいと考えました。
　お仕事を頼んだらこんなに良かった！  素晴らしかった！ 
意外な一面を見ることができた！  など、会員さんとのお取り

引きの中で感じたPRを皆さ
んに教えていただきたいと
思っています。
　それから、今回の例会に
限り、準会員の方にも「他
社PR」「ちょこっとPR」「チラ
シ配布」「ブース出展」を可
能とさせていただきました。
　正会員との違いを体感し
ていただき、守成クラブとい
うものをより深く理解してい
ただくことで、仲間を増やし
市場を大きくすることにも目を向けていただき、1日も早く正
会員になっていただいという想いからです。そして、購買の
輪、選択の幅を拡げ、お互いの商売により繋がっていくこと
を目的としています。
　それでは、本日の例会が皆様にとって有意義なものにな
りますよう、チームそら一丸となり頑張って例会を運営させ
て頂きます。ご出席の皆さん、ご協力のほどをよろしくお願
い致します。

チームそら

8月11日（月）12:00より、旭川大雪地ビー
ル館にて、チームそら担当のフレンドラン
チ会が開催されました。月曜日だったため
仕事に追われている方が多いのか、あるい

はお盆休みに入っている方が多いのか、残念ながら参加者はいつもよ
り少ない12名でした。おいしいランチをいただいた後の自社ＰＲでは、
東鷹栖十線郵便局の小西さんより敬老の日ギフトのご案内、森のゆ花
神楽の浦野さんより観楓会プランのご案内、北海事務機の長原さんよ
り10月に開催されるイベントのご案内がされる等、皆さんから様々な
お話しが提供されました。人数が少ない分一人一人の自社ＰＲにしっか
りと耳を傾け、いつも以上に内容の濃いフレンドランチ会になったこと
と思います。また、今回は入会間もない丸信衛生工業の堂本さんもい
らっしゃって自社PRされておりましたが、フレンドランチ会は普段の例
会と違ってかしこまった雰囲気もなく気軽にお話しできる場ですので、
自社PRに慣れていただく良い機会になったのではないかと思います。
さて、次回例会のテーマは「人と人との絆を深め仕事を紹介し合える
輪を広げよう」です。自社PRの中で仕
事の閑散期に触れていた方もおられ
ましたが、閑散期なんて無くなるくら
いにお互いに仕事を紹介し合えるよ
うな紹介の輪を作っていけるような
例会にしていきたいと思いますので
よろしくお願い致します。（文：川上）

8月浴衣例会も終え秋の気配の中、8/26
「リゲルカフェ」さんにてお店を貸切での
レディースランチ会となりました。
今回、レディースランチ会に初めて参加

の方もいらっしゃって、自社PRタイムでは興味深々のお話しが盛り沢
山。何か新しい風が吹いたような、そのようなレディースランチ会でし
た。これからレディースの繋がりも益々深くなっていきそうです。
その後の会社訪問では女性専用サロン「アロマルームHERBA（ヘル
バ）」藤盛明美さんにお伺いしました。
今回は背中のきれいな清水さんにモデルをお願いしまして実際にパ
ワーツリーを使っての技を披露して頂きました。始めて5分もしない間
にお手入れ後の違いが歴然!!驚きの声が響いたのです♪女性にとって
は素敵な会社訪問となりました(*^_^*)女性会員の皆さまお誘い合っ
て、是非レディースランチ会にご参加下さいね。お互いのお仕事、人柄
を知るチャンスですよ。
9月のレディースランチ会は第4火曜日が祭日
のため、9/30（火）12時～新装開店致します地
酒のまるしん商店、清水京子さん（春光3条4丁
目1-13 TEL52-2157）へお伺い致します。ラ
ンチは「とはち」さんのお弁当を注文致します
ので、9/27までにご連絡をお待ち致しており
ます（＾－＾） ≪担当≫清水、勝田、久保村まで  
（文・久保村）

参加者情報（12名）
伊藤さん（ラッツ･994）、小西さん（東鷹栖十線郵便局）、西村さん（アイエー
シー）、森田さん（森田仁プロデュース）、浦野さん（森のゆ花神楽）、大場さん（び
華）、近藤さん（遊きりん）、長原さん（北海事務機）、堂本さん（丸信衛生工業）、吉
本さん（なづな堂）、勝田さん（多花木）、川上（千葉総合法律事務所）

〈参加者情報（10名）〉
近藤さん（遊きりん）、柳原さん（ゆう美堂）、大場さん（エステサロンび華）、児玉
さん（こだま工房）、姜さん（BFC）、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）、藤盛さん（アロマルームＨＥＲＢＡ）、清水さん（地酒のまるし
ん商店）、勝田さん（ダイアナ多花木）、久保村（山新久保村）
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