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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。

先月の例会は「チームそら（柳原R）」による今期のチーム運営による最後の例会運営でした。例会参加者も103名と
なり、100名を越える例会規模が続いています。自分たちのマーケットを拡大する観点から会員拡大は必要ですね。
例会のテーマですが「会員同士 より深く知る より深く知ってもらう」ということで、［自社PR・ちょこっとPR・チラシ
配布・ブース出展］が可能でした。テーブルコーディネーターの方への例会テーマの伝達も徹底されており、充実した
例会内容だったと感じました。今月の例会は事務局による例会運営です。世話人・事務局がテーブルコーディネー
ターを務め、基本的な車座商談会を行います。懇親商談会は来月からの新チーム体制を考慮してチームごとに座って
いただく例会となっています。皆さん、今月も実りある例会となりますよう、志事に顔晴りましょう！

札幌北(120)
千歳アンビシャス(40)
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北見(90)
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函館(45)
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18:00～ 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
19:00～ ホテルおかべ汐彩亭　稚内市中央町1-5-16
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
18:20～ 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】
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北見(90)
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18:30～ 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～ 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～ ロワジールホテル旭川　旭川市7条通6丁目
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
18:28～ とかち館　帯広市西7条南6丁目2
18:30～ ホテル函館ロイヤル　函館市大森町16-9
18:30～ メルキュールホテルホテル札幌　札幌市中央区南4条西2丁目2-4
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～ ホテルロイヤル北見　北見市大通東5丁目1
18:20～ 蓬崍殿　室蘭市宮の森町1-1
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

【1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。

1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。

『自分の魅力を伝え、そして他の会員を
深く理解し商談に繋げていただきたい！』

　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11月の例会ということで、今年も残すところ2ヶ
月となり師走に差し掛かっているところです。そして旭川は市
長選の真っ只中ということで、本日の例会の出席者数がどう
かなと少し心配をしていたのですが、本日も120名を超える
規模の例会となりました。ご出席の皆さんにおかれましては
大いに活発な商談に繋げていただきたいと思っています。
　また、本日も札幌、帯広、北見からと他会場より多くの方に
お越しいただきました。本日は全連顧問の日下さんがお越し
くださいましたので、後ほど一言ご挨拶を頂戴したいと思い
ます。
　　　　　　　　　　　　◇
　先月の例会はチームきずな（江藤リーダー）の担当した例
会でした。名刺を有効に使おうというコンセプトで運営され
た例会で、いつもより立席の時間も多くとられました。立席の
時間を利用して多くの会員さんと交流を図ることができた会
員さんもいらっしゃったことと思います。
　そして、今月の例会はチームゆめ（佐々木リーダー）が担当
する例会です。「伝えよう自分の魅力」をテーマに、同じテー
ブルの方とじっくりと懇親を兼ねて商談をしようという例会
になっています。また、例月の例会とは少し違った進行となっ
ています。詳しくは佐々木リーダーより後ほど説明があるかと
思いますが、名刺交換が先に行なわれたりという例会の流れ
になります。そして、今日同じテーブルに座っている方と立席
になるまでご一緒することになりますので、他の会員の方がど

のようなご商売をされている
のか、掘り下げて理解するま
でには時間がかかるもので
す。今日の例会を大いに利用
していただき、他の会員さん
を深く理解するとともに商談
に華を咲かせていただきた
いと思っています。
　　　　　　　　　　　　◇
　後ほど事務局からも連絡があるかと思いますが、最近例会
に遅刻する方が目立っています。今日、今ここに居られる方は
いつも遅刻をしない方だと思いますが、特に先月の例会で遅
刻する方が多く目立ちました。守成クラブの例会は商談を行
なう場です。遅刻をするということはお客様を待たせるとい
うことですので、できるだけ遅刻のないよう例会に参加して
いただきたいと思います。止むを得ず遅れる場合には事務局
やチームリーダーに連絡を入れていただいていると思います
が、できるだけ時間の都合をつけ、スケジュールを調整して例
会に参加していただきたいと思います。
　最後になりますが、年末も近くなり年末商戦に向けたお話
しなど色々な商談もあるかと思います。本日も活発な商談と
なりますよう積極的に取組んでいただきたいと思います。
　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11月6日例会にて

12・1月の主な予定 現在の会員数 （11/22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

212名
131名
81名
1名
0名

正準会員
同行出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

110名
1名
7名
4名

122名

（109）
（0）
（7）
（5）
（121）

 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）
 12/16（火） ○ リーダー会議　19：00～
 12/16（火） □ X’masレディースナイト会
　　　18：30～BFC 19：30～ロワジールH15F
  1 / 8（木） ○ 第150回例会（LH）
　　　　　　　　チームきせき担当（和泉R）
  1 /15（木） □ フレンドランチ会
　　　12：00～ 未定
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1月 第150回例会のご案内です。
日時：1月8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。
＊1月の例会は、チームきせき［和泉R］による
　担当例会になります。

守成クラブ旭川ルール 2013年3月改正

編集後記編集後記 先月は「チームゆめ（佐々木リーダー）」による「伝えよう自分の魅力」をテーマとした例会でした。皆さんは、ご
自分の魅力を上手に伝えられることができましたでしょうか？そして同じ席になった方の魅力をしっかりと見
つけることができましたでしょうか？お互いの魅力を発見しあうことで、仕事にも繋がっていくことをあらた
めて感じた例会でした。今月は、「チーム美羽（立岡リーダー）」が運営を担当する例会です。今年1年を振り返り
漢字1文字で表現するとどのような字になりますか？というお題が出ています。今年１年を振り返り、そして来
年への飛躍に繋がりますよう、今月も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）



■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☆

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111名(12/8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。

★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。

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11月6日例会より］

旭川市東旭川町上兵村520番地
TEL 0166-36-2063　FAX 0166-36-2297

がんばれ盾

NPO法人
ライフサポート絆

理事長
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/

赤バッチ貸与

リサイクルパソコン
ビーグル旭川豊岡店

代 表
東倉  正志
旭川市豊岡1条4丁目3-11
旭川豊岡センタービル1F
TEL 0166-76-7062　FAX 0166-76-7062

赤バッチ貸与

旬肉と旬菜 とはち

店 長
柾木   遥
旭川市5条通9丁目 コスモビル地下
TEL 0166-29-2918　FAX 0166-29-2910
URL http://tohachi.net/

緑バッチ貸与

空知郡上富良野町緑町1丁目6-32
TEL 0167-45-9932
URL http://computerassistservice.com/

株式会社イハラ

代表取締役
長内  直樹

株式会社
コンピューターアシストサービス

代表取締役
江尻  明久

赤バッチ貸与

株式会社フィール

代表取締役
小川   敦

株式会社ポプラ館

代表取締役
佐藤  弘子

旭川市工業団地4条2丁目
TEL 0166-36-3353　FAX 0166-36-3887
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会員企業から“買う”を意識付けする例会を行ないます！

守成クラブ旭川
チーム美羽 リーダー
スナック エフィー　店主

立岡ひとみ

　皆さんこんばんは。12月の例会運営を担当させて頂き
ます、チーム「美羽」のリーダーを務めさせて頂いていま
す、スナックエフィーの立岡ひとみです。
　今例会は「会員企業から“買う”を意識付けする例会」
をテーマとしました。
　守成クラブの中で商売を、より活性化させるためには
会員企業から「買う」「探す」ことから始めることが大切だ
と考えており、今回は特に積極的にブース出店をして頂
きました。
　ブース出店は「ものを売る」ことだけでなく、パンフレット
等を使って自社のサービス・商品の紹介をすることが重
要であり目的、という事を改めてご理解頂きたいと考えて
います。
　また、車座商談会では皆様にとって「今年の漢字」一

文字をお聞きしますので、
ご回答ください。集計結果
は1月例会にてお知らせ
致します。皆様と一緒に
2014年を振り返り2015年
への決意を新たにする
きっかけとなれば幸いで
す。
　本日の例会が皆さんに
とって有意義なものになる
よう「チーム美羽」一丸と
なり、本日の例会を運営さ
せていただきます。
　皆さんのご協力を宜しくお願いします。

チーム美羽

フレンド
ランチ会

レディース
ランチ会

11月13日(木曜日)12時より、チーム美
羽担当の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。
あいにくの天気にも関わらず、今月の参

加者は17名。地ビール館のメニューもリニューアルされ、女性限
定メニューが、男性にも提供されるとの事で メニュー選びから盛
り上がりを見せるスタートとなりました。
楽しい食事の後、チームリーダーのスナックエフィー立岡リーダー
よりご挨拶と12月例会の趣旨説明があり、その後の参加者皆さん
の自社PR。初参加のアイアイ引越センター株式会社の應矢さんか
ら引越しの他除雪作業も承ります。との事、アイエーシーの西村さ
んより年賀状印刷のお得な情報～カネシン佐藤商店佐藤さん、東
鷹栖十線郵便局小西さんよりそれぞれお歳暮のご案内。ゆう美堂
柳原さんから、大掃除のメニュー紹介等、季節柄年末を思わせる 
盛り沢山な自社PRが行なわれました。
ランチ会終了後は、チーム美羽担当例会の打合せを行い、充実し
たランチ会となりました。
例会とは違った雰囲気で情報発信
のコミュニケーションが取れるラン
チ会、是非ご参加下さい^ ^ 
大雪地ビール館の新しいランチメ
ニューもおすすめです。（文：中川）
参加者情報（17名）
柳原さん（ゆう美堂）、佐藤さん（カネシン佐藤商店）、吉本さん（なづな堂）、伊藤
さん（ラッツ･994）、近藤さん（遊きりん）、川崎さん（緑鋼商）、早坂さん（サモウェ
ブデザイン工房）、立岡さん（エフィー）、小西さん（ニッセイ旭川）、小西さん（東鷹
栖十線郵便局）、應矢さん（アイアイ引越センター）、江尻さん（コンピューターア
シストサービス）、森田さん（森田仁プロデュース）、菅野さん（ヘアーサロン
mie）、西村さん（アイエーシー）、梅井さん（大雪地ビール）、中川（イマジンア
ミューズエルフ）

今月のレディースランチ会は12月を前
にXmasリースを作ってランチも楽しも
うという事で始まりました。
11/18(火)12:00～場所は大雪地ビー

ル館でしたが…忠和5条6丁目 でお花屋さん一筋！14年経営され
てます『フラワーショップ ブルーム』オーナー吉本さんによるレッ
スンでした。センスの良い花材は全て吉本さんがチョイス！皆様思
い思いに個性を発揮して楽しみながらも真剣にXmasリースの制
作をしました！同じ花材でもお一人お一人のセンスが光る出来栄え
でした。この時期ブルームさんではXmasに向けたポインセチアや
シクラメンなどが店頭を飾っているそうです。リース完成後は…ラ
ンチを頂きながら皆さまに自分のお仕事や商品の紹介をして頂き
ました。次回、12月のレディースランチ会は時間帯を夜に変えて
「Xmasレディスナイト」を開催します。
12/16(火) 19:30～ロワジールホテル15F　会費 4500円(飲み
物別途)　会社PRを兼ねたXmasプレゼントをご持参下さい。
＊18:30～5条7丁目  姜さんのお店『BFC』に会社訪問させていた
だきます。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（14名）
近藤さん（遊きりん）、児玉さん（こだま工房）、立岡さん（エフィー）、中川さん（イ
マジンアミューズエルフ）、高橋さん（美容室 結）、長根さん（サクラ咲くクリニッ
ク）、清水さん（地酒のまるしん商店）、久保村（山新久保村）、南さん（MINAMI 
KANAKO音楽アカデミー）、大場さん（び華）、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）、姜さん（BFC）、佐藤さん（ポプラ館）、勝田（ダイ
アナ多花木）


