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
【10月】

札幌南(250)
おたる(50)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌北(110)
旭川(120)
千歳アンビシャス(45)
釧路(260)
札幌アンビシャス(80)
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)
稚内(20)
札幌西(120)

10/1(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
10/2(木) 18:30〜 GOLD STONE 小樽市色内3-3-21
10/2(木) 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
10/6(月) 18:28〜 帯広東急イン 帯広市西1条南11丁目2
10/7(火) 18:20〜 札幌サンプラザホテル 札幌市北区北24条西5丁目
10/7(火) 18:30〜 旭川グランドホテル 旭川市6条通9丁目
10/7(火) 18:30〜 ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄2-2-1
10/7(火) 18:30〜 釧路キャッスルホテル 釧路市大川町2-5
10/8(水) 18:00〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南7条西1丁目12-7
10/8(水) 18:30〜 ホテルロイヤル北見 北見市大通東5丁目1
10/8(水) 18:30〜 ホテル函館ロイヤル 函館市大森町16-9
10/9(木) 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
10/14(火) 18:30〜 グランドホテルニュー王子 苫小牧市表町4-3-1
10/16(木) 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
10/21(火) 17:55〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南7条西1丁目12-7
10/21(火) 18:20〜 アール・ベル・アンジェ室蘭 室蘭市宮の森町3-15-1
10/21(火) 19:00〜 ホテルおかべ 汐彩亭 稚内市中央1-5-16
10/22(水) 17:55〜 札幌東急イン 札幌市中央区南4条西5丁目1

【11月】

千歳アンビシャス(45)
札幌南(130)
釧路(260)
おたる(50)
旭川(120)
苫小牧(30)
帯広(150)
札幌北(110)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(80)
北見(90)
函館(45)
札幌東(100)
札幌(110)
西いぶり(70)
札幌西(120)
札幌創真(60)
稚内

10/4(火)
10/5(水)
10/5(水)
10/6(木)
10/6(木)
10/6(木)
10/10(月)
10/11(火)
10/11(火)
10/12(水)
10/12(水)
10/12(水)
10/13(木)
10/18(火)
10/18(火)
10/19(水)
10/25(火)

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〜 GOLD STONE 小樽市色内3-3-21
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〜 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
18:00〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30〜 ピッツアークホテル 北見市北2条東4丁目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〜 登別グランドホテル 登別市登別温泉町154
17:55〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似1-3-3-6
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

11月例会のご案内
11月 第148回例会のご案内です。
日時：11月6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。
＊11月の例会は、チームゆめ［佐々木R］による
担当例会になります。
先月の例会は「チームそら（吉本Ｒ）」により「人と人との絆を深め仕事を紹介し合える輪を広げよう！」をテーマ
に運営されました。
自身が取引実績のある会員を他の会員に紹介し、
より多く・広い輪にして行けるような、
実体
験に沿って活きた情報をやり取りできたのでは無いでしょうか？
以前も他社紹介をテーマにした例会はありましたが、私自身が今回の例会で感じた事は守成クラブにはお世話
になった方が多く、紹介をしたい方が沢山いらっしゃるなということです。守成クラブに入会して2年と数カ月
ですが、沢山の皆様にお世話になっている事を再認識し、守成クラブから始まった輪っかは、少しずつ大きく
なっていると感じました。
自分自身もクラブのために尽力していきたいと思います。
（事務局：渡邉）
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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

Vol.42 2014.10.7 発行

守成クラブ旭川 広報誌

『新しい絆、信頼の輪を広げていける
ような例会にしていただきたい！』

2014年9月4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、チー

私事ですが、30年ぶりに税務署の調査が弊社に入り

ムそら（吉本リーダー）の

まして、本日すべての調査が完了しホッとしているところ

運営による例会です。
「人

です。本日の例会を迎えるにあたり、会場へ向かう直前

と人との絆を深め仕事を

まで税務署との打合せをしていましたので、例会での挨

紹 介し合える輪を広げよ

拶を考える時間が十分にありませんでした。

う！」をテーマに掲げ、今ま

先月になりますが、塗善塗装の中嶋さんがボランティ

守成クラブ旭川 代表

（株）小滝畜産 代表取締役 小滝 達也

でに取り引きのある守成ク

ア活動でボルネオ島へ行かれまして、facebook等でその

ラブの会員を未だ取り引きの無い会員へ紹介し、新たな

様子をご覧になった方もいらっしゃっると思いますが、

ビジネスが生まれるような、新しい絆、信頼の輪を広げ

本日の例会にご本人が出席されていますので、直接お話

ていけるような他者PRを主軸とした例会の企画となっ

を伺ってみるとまた違った貴重なお話しが聞けるのかな

ています。

と思っています。是非、直接お聞きになっていただければ
と思います。

その他、前そらチームからの慣例でもあります準会員
の方もちょこっとＰＲ、チラシ配布、ブース出店が可能と

◇

なっていますので、準会員の方々は、この機会に正会員

先月の例会ですが、チームきぼう（駒井リーダー）によ
り「人となりを知って頂き、人との繋がりを仕事まで持っ

※ 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。

編集後記
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Vol.

ていこう!」をテーマに例会が運営されました。車座と懇
親会とで席替えのない例会ではありましたが、テーブル
コーディネータの準備も良く、目標・コンセプトがしっか

になるとこのような事が出来るんだと言う事を感じて頂
ければと思っています。
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。

りと反映された良い例会だったと感じました。

10 Octber
SUN

MON

TUE

5

6

7

10・11月の主な予定

11 November

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

8

9 10 11

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2

3

4

5

6

7

SAT

1
8

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31

23
30

24 25 26 27 28 29

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〜 クリスタルガーデン（東鷹栖1条1丁目）
10/15
（ 水 ）○ リーダー会議 19：00〜
10/22
（ 水 ）○ 世話人会 19：00〜
10/28
（ 火 ）□ レディースランチ会
11：30〜 中小企業大学校→ホワイトべースカフェ
11/ 6（ 木 ）○ 第148回例会（LH）
チームゆめ担当（佐々木R）
11/13
（ 木 ）□ 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（9/22現在）
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
8名

先月例 会出 席 報 告

（）
内は先々月

正準会員 106名（102）
同行出席
0名（0）
他 地 区
1名（4）
ゲ ス ト
9名（4）
合
計 116名（110）

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

名刺は情報の宝庫！自社PRに積極的に活用しましょう！
皆さん、
こんばんは。チームきずなのリーダーを務めさ
せていただいております株式会社総北海の江藤です。
本日の例会のテーマは
「名刺は情報の宝庫！自社ＰＲに
活用しましょう
！」
です。
名刺は人と人との出会いにはかかせないツールです。
皆さんも名刺1枚で会社や自分を印象づけるため工夫し
て作られていると思います。

チームきずな

りしやすくなるのではない

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。

でしょうか。今回は以前に
名 刺 交 換したことのある
会員さんとも改めて名 刺
交換してください。
そして今回の例会では

赤バッチ貸与

懇親商談会でテーブルメ

「名刺は情報の宝庫」。様々な情報があの小さい紙面

ンバーを替えて自社PRを

の中に入っています。伝えたいこと、知ってほしいこと、主

していただいたのち立食

力となる商品・サービスのこと、実はこんなこともやってま

の時間をいつもより長くとっ （株）総 北 海

すといったこと、持っている資格やカッコいい肩書きのこ

ております。

と、社名・店名の由来や社名に託す思い。伝えたいことが
たくさん載っているはずです。

守成クラブ 旭 川
チームきずな リーダー
取 締役 本 社 営業部長

江藤

健

この時間を積極的に動いてたくさんの会員さんとコミュ
ニケーションをとりましょう。

自分の名刺を最大限活用して会社のこと、
自分のこと

新しく入会された会員さんもどんどん増えています。そ

をどんどんＰＲしてください。質問タイムではテーブルメン

うした会員さんにも懇親会で積極的に動きコミュニケー

バーの皆さんもいろんな事を聞いてみてください。

ションをとっていただけるようサポートしていきます。

小さなことでもコミュニケーションをとることよって相手と
の距離は近くなっていき、仕事を頼んだり、頼まれたりもよ
9/11（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。
この日は札幌が大雨で80万人に避難勧
告がだされた日で、旭川もランチ会が始まったお昼ごろはどしゃ降り
の雨でした。そんな悪天候でも出席者25名と大変にぎやかなラン
チ会となりました。
おいしいランチを食べたあと参加の皆さんから自己紹介と自社ミニ
PRが行なわれました。一人1分ほどの時間とあって簡単な自己紹介
中心でしたが小西さんからは年賀状やギフトの紹介、森田さんから
は青年部ゴルフコンペの案内がありました。
今回初参加のメンバーさん6名（徳島さん、辻さん、松村さん、田中
さん、阿部さん、池田さん）
も和やかな雰囲気の中でしっかりPRして
いました。
これからもよろしくお願いいたします。
フレンドランチ会終了後はチームきずなの来月例会に向けての打ち
合わせが行なわれました。
そこでは次回例会内容についてたく
さんの方からアドバイスをいただき
ました。短い時間ではありましたが活
発な意見交換ができ大変有意義な
打ち合わせになったと思います。
参加いただいた皆さん雨の中本当に
ありがとうございました。

フレンド
ランチ会

参加者情報
（25名）
徳島さん
（ライフサポート絆）
、菅野さん
（ヘアーサロンmie）
、高橋さん
（美容室
結）
、児玉さん
（こだま工房）
、佐々木さん
（ちかぶみ石材）
、辻さん
（FUTARIYA）
、
松村さん
（NPO法人まこと）
、田中さん
（ハウジングインテリア）
、和泉さん
（BPSイ
ズミ）
、西村さん
（アイエーシー）
、近藤さん
（フォトステージ遊きりん）
、吉本さん
（フラワーショップBLOOM）
、佐藤さん
（カネシン佐藤商店）
、森田さん
（森田仁プ
ロデュース）
、小野寺さん
（浜田屋）
、加藤さん
（補聴器館旭川店）
、吉本さん
（なづ
な堂）
、阿部さん
（レインボーローズ）
、伊藤さん
（いとう印刷）
、小西さん
（東鷹栖
十線郵便局）
、嵯峨さん
（プラス１）
、岡田さん
（北光）
、池田さん
（キュービック不動
産）
、尾崎さん
（デザインスタジオオザキ）
、江藤
（総北海）

表彰・バッチ貸与 ［2014年9月4日例会より］

チームきずなメンバー一同、一生懸命頑張りますので
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
今月のレディースランチ会は会社訪問先
でお弁当を頂くという時間有効活用で充
実のランチ会となりました！
9/30(火)12:00〜 春光台で創業43年の
地酒のまるしんさんにお邪魔させて頂きました。
9月19日に新装オープンされました お店は「和」のイメージがとても
優雅でお客様がゆっくりお買い物できそうな空間でした。
驚く種類のお酒は日本酒約300種、焼酎やリキュール酒も各30種と見
事に整列されており、
さすがは30蔵元とお取引されてます蔵元正規特
約店！と納得です。今後は「店内でこだわりの調味料の試食会やミニ
パーティー、
ラッピングや風呂敷講習会を開催したい♥」
と明るく語る
清水さんが新設のミニキッチンも紹介して下さいました。
そして…和のスクリーンカーテンで仕切られるパーティースペースに
テーブルと椅子をご用意下さりランチが始まりました。
お茶やコーヒー
果物だけでなく前菜やグリーンサラダもこだわりのドレッシングでい
ただきましたが、
メインは…「旬肉と旬菜とはち」さんのお弁当を頂き
ました！柔らかなステーキや焼き鮭！新鮮なサラダやフルーツまで女性
が喜ぶバランス抜群のお弁当でした！
「凄いボリューム！美味しい！しかも
お安い！」
と参加者全員のお声です
（＾＿＾）☆
その後は…皆さんそれぞれご自分のお仕事や商品の紹介をされ、今
後の会社訪問予定などの話題になり、今後も楽しみなレディースラン
チ会になりそうです*\(^o^)/*
【次回、10月のレディースランチ会】
10月28日火11時30分〜 中小企業大学校
にて(緑ヶ丘東3条2丁目2-1)1F集会室
＊鈴木美千代先生指導『自分で出来る腸もみ&
ウォーキングエクササイズ』 参加費1500円
【その後のランチ会】ホワイトべースカフェ
西御料2条1丁目Tel 73-6891 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）

レディース
ランチ会

〈参加者情報
（11名）
〉
近藤さん
（遊きりん）
、児玉さん
（こだま工房）
、丸山さん
（サロンドブーケ）
、駒井さ
ん
（ラブミー理美容室）
、吉本さん
（なづな堂）
、高橋さん
（ネイルスタイル）
、清水
さん
（地酒のまるしん商店）
、久保村さん
（山新久保村）
、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）

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。

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。

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

外川塗装

旭川スカッシュハウス

代表

代表

代表

鈴木 美千代
旭川市6条通2丁目3119-1 アーバンライフ303
TEL 0166-23-1172 FAX 0166-23-1172
HP http://swi-michiyo.com/

福井 雄一
旭川市豊岡10条5丁目5-15
TEL 0166-33-0012 FAX 0166-33-0012

緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

村田 洋介
旭川市近文町25丁目847-60
TEL 0166-55-2424
URL http://www.asahikawa-squash.com/
緑バッチ貸与

NPO法人
ライフサポート 絆

株式会社
キュービック不動産

株式会社
旭川たかすゴルフクラブ

理事長

代表取締役

代表取締役

徳島 義人

旭川市忠和4条7丁目
TEL 0166-73-3917 FAX 0166-73-3918
URL http://lifekizuna.blog.fc2.com/

池田 圭治
旭川市旭町2条4丁目11-24
TEL 0166-55-5055 FAX 0166-55-5065
URL http://www.i-cubic.net/

事務局からの連絡です！

赤坂 英亮
上川郡鷹栖町15線22号
TEL 0166-87-3111 FAX 0166-87-3353
URL http://www.takasu-golf.com/

★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105名(10/6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。

