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道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

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。

千歳アンビシャス(40)
札幌南(140)
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)
稚内(20)
札幌西(120)
札幌創真(60)

11/4(火)
11/5(水)
11/5(水)
11/6(木)
11/6(木)
11/6(木)
11/10(月)
11/11(火)
11/11(火)
11/12(水)
11/12(水)
11/12(水)
11/13(木)
11/18(火)
11/18(火)
11/18(火)
11/19(水)
11/25(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
19:00～ ホテルおかべ 汐彩亭　稚内市中央1-5-16
17:55～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似1-3-3-6
18:30～ ホテルエミシア札幌　札幌市厚別区厚別中央2条5丁目-25

【11月】
札幌北(110)
千歳アンビシャス(40)
札幌南(140)
釧路(260)
おたる(50)
苫小牧(30)
旭川(120)
帯広(150)
北見(90)
苫小牧青蓮(50)
札幌アンビシャス(80)
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

12/2(火)
12/2(火)
12/3(水)
12/3(水)
12/4(木)
12/4(木)
12/8(月)
12/8(月)
12/8(月)
12/9(火)
12/10(水)
12/10(水)
12/11(木)
12/16(火)
12/16(火)
12/17(水)
12/18(木)
未定

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～ 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
18:30～ 旭川グランドホテル　旭川市6条通9丁目
18:28～ 帯広東急イン　帯広市西1条南11丁目2
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～ 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
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～ 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

【12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。

12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。

西村

『積極的に声をかけることで
クラブ内の交流が活発になります！』

　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。本日の例会ですが120名を超える出席者数ということで、数だ
けではないと思いますが、やはりビジネスをする上でマーケットの
大きさというのはとても大事なことだと思います。
　振り返ってみて出席者数のことで言いますと3年位前になりま
すが、私が代表になったころは一時期よりも人数が少ない時期
で、例会の出席者数が70名から80名くらいということが普通にあ
りました。しかし、その時はその時で、隣りの方との距離感が近く
なったり、ビジネスをする上でこの人はどのような仕事をしている
のかということが少人数だからこそよく分かるということがありま
した。この人とまたテーブルが一緒になったという声もありました
が、それだけ仕事が密にできたのかなというように思っています。
　　　　　　　　　　　　　◇
　現在、当クラブは例会出席者が120名を超える規模になりまし
た。マーケットが大きくなってくると距離感が出てくることがありま
す。それらを危惧してということもあり現在のチーム制の実施と
なってきたわけですが、チーム内での交流が活発になってきてい
るという声を多く聞きます。逆にチームを離れたところではなかな
か交流ができないという声も聞いています。
　私の立場で言いますとどこのチームにも所属していませんの
で、意外と交流の機会が多くありません。先日、他の会合後に街中
を1人で歩いていましたら、ある会員さんとバッタリ会いましてお誘
いをいただき居酒屋へ入りました。そこで色々な話しをしたのです
が「時間があったら一緒に飲みましょう。」というようなことを会員
に向かってもっと言ってお誘いいただきたい。と言われました。私
は仕事以外のことでも気軽に声をかけていただけることをとても
嬉しく思います。逆に私からも声をかけさせていただきたいと思
いますが、是非、気軽に声をかけていただければというように思い
ます。

　私に限らずですが、仕事上こ
の人が気になるので食事をご
一緒してみたい等がありました
ら、積極的な声かけを行なって
いただければというように思い
ます。規模が大きくなってくる
と知らない方に声をかけるとい
うことはなかなか難しいもので
はありますが、皆さんには積極
的に動いていただきたいと思い
ます。
　　　　　　　　　　　　　◇
　本日の例会はチームきずな（江藤リーダー）による運営です。名
刺を活用して充実した例会となるようプログラムを企画されてお
り、懇親商談会の立席の時間を多くとってあると聞いています。立
席の時間になりますとどうしても知っている人同士で話しをするこ
とが多くなってしまいますが、本日は多めに時間をとってあります
ので有効に使っていただき、知らない人にも声をかけるということ
も積極的に行なっていただければというように思っています。
　順番が逆になりましたが、先月の例会はチームそら（吉本リー
ダー）による「人と人との絆を深め仕事を紹介し合える輪を拡げよ
う！」をテーマに運営されました。これもやはり積極的な人との交
流が仕事の輪を拡げていくことに繋がることだと思います。
　本日の例会は120名を超える例会ですが、他会場から7名、ゲス
トさんも5名参加されています。なかなか難しいとは思いますが、
知らない方にも積極的に声かけをされてみてはいかがでしょう
か。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10月7日例会にて

11・12月の主な予定 現在の会員数 （10/23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

211名
131名
80名
5名
1名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

109名
0名
7名
5名

121名

（106）
（0）
（1）
（9）
（116）

 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）
 11/13（木） ○ リーダー会議　19：00～
 11/18（火） □ レディースランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール館（宮下通11丁目）
 11/19（水） ○ 世話人会　19：00～
 12/ 8（月） ○ 第149回例会（GH）
　　　　　　　　チーム美羽担当（立岡R）
 12/15（月） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 大雪地ビール館（宮下通11丁目）
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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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先月の例会は「チームきずな（江藤Ｒ）」による「名刺は情報の宝箱！自社PRに積極的に活用しましょう！」をテーマ
に運営されました。出席された全ての会員と名刺交換を行ない、車座商談会・懇親商談会で自社PRに努めましょう
という内容で、いつもより立席の時間を多く割り当てたので積極的にたくさんの会員との交流にも動いてください
という方針がありました。私自身は立席時間を長くしたことに少々心配を覚えましたが、終わってみれば担当チーム
メンバーのサポート等もあり、チームの狙いどおりに立席も進められたように感じました。
今月の例会は「チームゆめ（佐々木R）」による「伝えよう自分の魅力！」をテーマとした例会です。車座商談会・懇親商
談会を同じ会員同士で行なうことで、じっくりと自分自身をPRすることに主眼を置いています。私自身も充実した
例会になるよう出来る限り協力したいと考えています。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。（事務局：西村）

12月 第149回例会のご案内です。
日時：12月8日（月） 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。
＊12月の例会は、チーム美羽［立岡R］による
　担当例会になります。
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■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。

『 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☆

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。

HWS Clover

代 表
江口  美和
旭川市宮下通11丁目1604-1大雪地ビール館内
TEL 0166-76-7577　FAX 0166-25-0401
URL http://www.hws-clover.com/

がんばれ盾

株式会社
旭川たかすゴルフクラブ

代表取締役
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/

赤バッチ貸与

有限会社ＢＰＳイズミ

代表取締役
和泉  泰弘
旭川市豊岡11条1丁目1-4
TEL 0166-33-7747　FAX 0166-33-8685
URL http://www.bpsizumi.jp/

有限会社
マルフジ近藤自動車

有限会社
パパノエール

代表取締役
近藤  順一

取締役
片山  和彦

旭川市西神楽1線24号465番地20
TEL 0166-74-2414　FAX 0166-74-2657

緑バッチ貸与

アイアイ引越センター
株式会社

代表取締役
應矢  晋吾
上川郡当麻町3条西2丁目6-5
TEL 0166-84-7070　FAX 0166-84-7071
HP http://aiai-hikkoshi.com/

緑バッチ貸与

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

赤バッチ貸与

ホリイホーム
代 表
堀井  隆
旭川市豊岡9条8丁目2-10
TEL 0166-34-8737　FAX 0166-34-8737

緑バッチ貸与

旭川市2条通9丁目左10号
TEL 090-3899-9915

緑バッチ貸与

フリージング・ポイント

代 表
小林  修

旭川市豊岡11条7丁目4-11
TEL 0166-32-0055　FAX 0166-32-0055

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10月7日例会より］

鬼 瓦

シュンエンジニアリング
代 表
河北  俊也

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108名(11/5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。

名刺は情報の宝庫！自社PRに積極的に活用しましょう！

守成クラブ旭川
チームゆめ リーダー

（株）クロスワーク　代表取締役
佐々木　仁

　皆さん、こんばんは。チームゆめのリーダーを務めさせ
ていただいておりますクロスワークの佐々木です。
　5月に行われましたチームゆめの担当例会では、自分を
知ってもらい仕事へ繋げて欲しいとの想いから皆様に
様々な夢を語っていただきました。
　今回の例会では、さらに自分を知ってもらうために、「車
座・懇親商談会」として、いつも別にしている車座と懇親
商談会を一緒にしております。
　自社PRだけでは、なかなか伝わりにくいあなたの人柄
や想いも、食事をしながら雑談混じりに話してみることで、
より伝えることができる場合もあります。
　私個人の感想で恐縮ですが、懇親会や２部会を通じ
て他の会員の皆様との交流をすることで、その人の人柄
や魅力を感じることができました。
　そういった経緯から今回は「車座・懇親商談会」とし

て、食事をしながら、リラッ
クスして自社PR、自己PR
をしていただければと思っ
ています。
　今回の例会は「車座・
懇親商談会」を楽しんで
いただき、あなたの魅力を
十二分に伝えてください！！
そして例会から２部会へと
繋げていただき、より交流
を図っていただければと思
います。
　チームゆめメンバー一同、本日の例会運営を担当させ
ていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

チームゆめ

10/14(火)12時よりフレンドランチ会
が旭川クリスタルガーデン(毛利社長)
にて開催されました。

ランチ会の前にゆめチームのミーティングが行われた関係で、
ゆめチームのメンバーが大半となりましたが、15名の参加者
が旭川クリスタルガーデンの豊富なメニューのランチを頂き
ながら自社PRを行いました。
東鷹栖十線郵便局の小西さんからは年賀状やギフトの案内、
健康堂薬品の藤原さんからは阪神優勝セールの案内など、10
月という時節柄のPRがありました。
焼鳥らんまんの丹野さんが道に迷って遅れて到着するという
ちょっとしたハプニングもありましたが、和気藹々とした和やか
な雰囲気の中でランチ会が行われました。
２回目となる旭川クリスタルガー
デンでのランチ会ですが、1回目、
2回目共にたくさんの方にご参加
いただき、この場を借りてお礼申
し上げます。（文：佐々木）

10月28日（火）11時30分よりレディー
スランチ会恒例の会社訪問へ。
鈴木美千代先生による腸もみレッスン
が中小企業大学校1F集会室にて開催

されました。各自がマットの上で仰向けになりお腹をゆるめてから
美千代先生がお腹を触診。触っただけで、ある方の怒っている事ま
で判ってしまいました！（スゴイ）『占い師』と言われる事もあるそう
です（恐るべし!!）
「お腹と毎日対話をして自分に向き合ってみて下さいね。続ける
事で健康に繋がって行きます！」と、腸カッコイイ美千代先生から
パワーを頂きました(*^^)v
その後のランチはホワイトベースカフェにて各自が自己PRをしな
がらの会食。初参加2名も加わって和やか
な楽しい時間となりました。
次回は11/18（火）12時～大雪地ビール
館（宮下通り11丁目TEL25-0400）にて
行われます。フラワーショップブルーム
（吉本さん）の『ステキなXmasリースレッ
スン』参加費2,000円（材料費込）の後に
ランチ会となります。
お誘い合わせてのご参加、お仕事にもつ
ながる時間に致しましょう!!（文・久保村）

参加者情報（15名）
北口さん(システム企画)、岩鼻さん(YMホームズ)、八尾さん(金田自動車)、西村
さん(アイ・エー・シー)、近藤さん(遊きりん)、藤原さん(健康堂薬品)、小西さん(東
鷹栖十線郵便局)、上林さん(インテック)、森田さん(森田仁プロデュース)、佐藤
さん(北新興業)、児玉さん(こだま工房)、清水さん(まるしん商店)、毛利さん(クリ
スタルガーデン)、丹野さん(焼鳥らんまん)、佐々木(クロスワーク)

〈参加者情報（10名）〉
鈴子さん（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）、佐藤さん（ポ
プラ館）、木幡さん（コハタ制作室）、南さん（MINAMI KANAKO音楽アカデ
ミー）、姜さん（BFC）、近藤さん（遊きりん）、児玉さん（こだま工房）、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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ランチ会
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