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
【2月】

札幌北(130)
札幌南(140)
おたる(50)
苫小牧(30)
旭川(120)
帯広(140)
札幌アンビシャス(70)
千歳アンビシャス(40)
苫小牧青蓮(60)
釧路(260)
函館(45)
札幌東(100)
札幌創真(60)
札幌(110)
西いぶり(60)
札幌西(130)
北見(90)
稚内

2/3(火)
2/4(水)
2/5(木)
2/5(木)
2/9(月)
2/9(月)
2/10(火)
2/10(火)
2/10(火)
2/10(火)
2/11(水)
2/12(木)
2/16(月)
2/17(火)
2/17(火)
2/18(水)
2/18(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〜 ロイトン札幌 札幌市中央区北1条西11丁目1
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
18:00〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30〜 ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄2-2-1
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〜 釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町2-5
18:30〜 ベイサイドレストランみなとの森 函館市豊川町11-5 BAYはこだて敷地内
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〜 ホテルエミシア札幌 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25
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〜 ホテルロイヤル北見 北見市大通東5丁目1

【3月】

札幌南(140)
おたる(50)
旭川(120)
苫小牧(30)
帯広(140)
札幌アンビシャス(70)
釧路(260)
札幌東(100)
札幌創真(60)
札幌(110)
千歳アンビシャス(40)
西いぶり(60)
札幌西(130)
札幌北
北見
苫小牧青蓮
函館
稚内

3/4(水)
3/5(木)
3/5(木)
3/5(木)
3/9(月)
3/11(水)
3/11(水)
3/12(木)
3/16(月)
3/17(火)
3/17(火)
3/17(火)
3/18(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〜 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
18:00〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南7条西1丁目12-7
18:30〜 釧路センチュリーキャッスルホテル 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〜 メルキュールホテル 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〜 ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄2-2-1
18:20〜 蓬崍殿 室蘭市宮の森町1-1
17:55〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似1-3-3-6

3月例会のご案内
3月 第152回例会のご案内です。
日時：3月5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。
＊3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。
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
先月の例会は
「チームきせき
（和泉Ｒ）
」により「年初め商い！しっかり話して・がっちり商売」をテーマに運営されま
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。
した。
参加者全員が6つのグループに分かれ、約20名ほどのグループでお一人お一人と商談する機会をいただきまし
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
た。その後の車座懇親会も各テーブルコーディネーターのもと、
お一人お一人が平等に話しをする進行となっていま
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
した。
当日は全道代表者会議が開催され、
多くの他地区の会員さんがいらっしゃいましたが、進行もスムーズで、
且
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
つ活気ある例会だったと感じました。
今月の例会は「チームきぼう（駒井R）」
による「自分を知ってもらい仕事に繋げ
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
よう」〜守成の基本
・仕事の基本を再確認しよう〜をテーマとした例会です。
守成クラブについてのビデオ上映も予
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！
定されているとのことで、守成クラブの理念を再確認できるものと楽しみにしています。
（事務局：西村）

西村

RE:CAB
守成クラブ旭川 広報誌
第 46 号

2015.2.9 発行

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
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『畑を耕し種を蒔き続けることで
将 来に実がつきます！』

2015年1月8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

すが、お集まりの皆さんに

也です。本日は今年初めての例会ということで、昨年に引き

おかれましてはどんどん情

続き久保村さんのご好意により紋付袴で参加させていただ

報交 換をしていただいて、

いています。

どんどん畑を耕し種を蒔き

また、本日は守成クラブの全道の代表者会議が開催され

続けていただきたいと思い

まして、今回は事務局の役割りをテーマに喧々諤々と会議

ます。そうすれば必ず将来

を行なっていました。

には実がついてお金になる （株）小滝畜産 代表取締役 小滝 達也
◇

守成クラブ旭川 代表

というように思っています。

守成クラブでは仕事バンバンプラザということで毎月例

◇

会を行なっていますが、私は仕事というのは直接お金にな

本日の例会はチームきせき（和泉リーダー）のもと、いつ

らないことだと思っています。ではお金になることは何なの

もとは少し段取りの異なる例会となります。そして、お集ま

かと言いますと、生業であり、実際にモノを動かしてお金に

りの皆さんの協力が特に必要な例会になっています。後ほ

することだというように思っています。

ど和泉リーダーより例会についての段取り、内容について

例え話をさせていただきますと畑仕事に例えることがで

の話しがあると思いますので、よく話しを聞いていただいて

きると思います。土を耕す、種を蒔くというのは直接お金に

ご理解いただきたいと思います。そして、テーブルの上では

はなりませんが、将来に対してはとても大切なことであり、

大いに商談に華を咲かせていただければというように思っ

これが仕事だというように思っています。そこで実がつい

ています。

て、それを市場に持って行き売ることが生業であり、そこで

※ 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.

初めてお金になるものだと思っています。

大いに仕事をしていただきたいと願っています。それでは

本日は仕事バンバンプラザということで他地区からも沢
山の方がお見えになっています。そして本日の例会は123名
の方がお集まりになります。末広がりでおめでたい数字で
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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。

2・3月の主な予定

3 March
FRI

本日は本年の記念すべき第1回目の例会となりますので、

2 / 9（ 月 ）○ 第151回例会（GH）
チームきぼう担当（駒井R）
2 /16（ 月 ）□ フレンドランチ会
12：00〜 銀座ライオン旭川店（宮下通11丁目）
2 /18（ 水 ）○ リーダー会議 19：00〜
2 /24（ 火 ）□ レディースランチ会
12：00〜 カプリチョーザ（1条通7丁目アッシュ地下）
3 / 5（ 木 ）○ 第152回例会（LH）
チームそら担当（吉本R）
3 /12（ 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（1/23現在）
会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

211名
133名
78名
1名
5名

先月例 会出 席 報 告

（）
内は先々月

正準会員 102名（104）
同行出席
0名（0）
他 地 区 17名（1）
ゲ ス ト
1名（8）
合
計 120名（113）

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

例会テーマは「年初め商い！しっかり話して・がっちり商売」です。
皆様、今晩は！チ−ムきぼうのリ−ダ−をさせて頂いていま

会だとしても、その方がどう

すラブミ−理美容室の駒井です。今月のテ−マは「自分を

いう方か解らなければ仕事

知ってもらい仕事に繋げよう」〜守成の基本・仕事の基本

に発展しないと考えたから

を再確認しよう〜です。

です。

仕事の基本は時間を守ること。昨年から告知させていた

● 2 巡目は 本 来 の自社

だいてるとおり、入場時間を厳守として遅刻されて来られた

PR等、皆様のお仕事の話

方には商談会テーブルへの即時着席ができません。一定

しをして頂きます。

時間別席でお待ちいただきます。事務局の皆さんも全員が

それらを踏まえ事務局の

会場で懇親商談会に参加出来るように、
また、守成クラブ

お知らせを最後にしていま

のビデオをご覧頂き、改めて守成クラブとはという事を確

す。

認、認識する例会を企画いたしました。
名刺交換会は前回と同様に最初に行ないます。車座＆
懇親商談会として席替えは行ないません。
●一巡目はご自分をアピール、例え守成クラブが仕事の

フレンド
ランチ会

本日の例会が皆様にとり

チームきぼう

表彰・バッチ貸与
［2015年1月8日例会より］

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。

赤バッチ貸与

株式会社サッポロライオン
銀座ライオン旭川店

UNDERSON保険事務所

支配人

代表

旭川市宮下通11丁目1398-2
TEL 0166-24-7211 FAX 0166-24-8188
URL http://r.gnavi.co.jp/h001208/

旭川市川端町5条10丁目1-10
TEL 080-5592-5867 FAX 0166-47-5946

佐藤 泰輔
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

まして有意義な時間と成り

店長

赤バッチ貸与

下村 和輝

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。

駒井 節子

ますようチ−ム一同頑張りますので、
ご参加の皆様のご協
力の程を宜しくお願い致します。

レディース
ランチ会

2015年1月15日木曜日に「チ−ムきぼ
う」担当のフレンドランチ会が開催され
ました。今回の会場は前例会にて赤バッ
チに昇格された銀座ライオン
（佐藤支配
人）
さんにて開催されました。
天候は晴天だったにもかかわらず、銀座ライオンでは初のランチ
会という事もあったのか出席者が12名と少人数の参加者でした。
駐車場が大雪地ビールと同じだということは例会でも伝えてはい
ましたが、あまり把握されてなかったように感じました。
駒井リーダーがインフルエンザで急遽欠席するというトラブルが
ありましたが、
ここは我らの森田サブリーダーが場を仕切りスムー
ズに流れを作りました(笑)
夜は勿論の事、
ランチのメニューも豊富でどれも美味しそうなもの
ばかり。みなさん、様々なランチを食しながら自社PRや商売拡販に
話しを盛り上げていただきました。ランチ会終了後、もう少々お時
間をいただき、当チームの例会に関
する打合せをさせて頂きました。
来月担当の｢チームそら｣でも今回
同様に銀座ライオンさんにてフレン
ドランチ会を開催されるとのこと
で、今回の我々の反省点を引き継い
でいただき、さらに良いフレンドラ
ンチ会になる事を願っています。
（文：上神田）

今月のレディースランチ会は1/28(火)
12:00〜おかだ紅雪庭さんでの開催で
した。昭和8年生まれの旧岡田邸を動態
保存という考え方で再生の為に沢山の
方の息吹が吹き込まれていることへの感謝とご挨拶を代表理事の
高橋富士子さんより頂戴しました。
また、おかだ紅雪庭さんの四季折々に見せる建物の表情や先月の
レディースナイトやまるしん商店さんの完成までの歩み、久保村さ
んの和服でクリスマス！等… 守成レディースの撮影もお仕事にさ
れてます「遊きりん」近藤さんにスクリーンで！あるいはアルバム
で！素敵な作品を見せていただきました。
そして…紅雪庭さんご自慢の地産地消を伝統の技術で生かす、美
味しいお蕎麦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、2月のレディースランチ会は2/24(火)南音楽アカデミーさ
んを会社訪問いたします。2/24(火) 12:00〜1条7丁目 アッシュ
地階 カプリチョーザ
※ランチ終了後、南さんの会社を訪問させていただきます。
参加の申し込みは 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
（12名）
渡邉さん
（アブル）
、小西さん
（東鷹栖十線郵便局）
、吉本さん
（なづな堂）
、近藤さ
ん
（遊きりん）
、柳原さん
（ゆう美堂）
、西村さん
（アイエーシー）
、児玉さん
（こだま
工房）
、南さん
（MINAMI KANAKO音楽アカデミー）
、赤坂さん
（旭川たかすゴル
フクラブ）
、森田さん
（森田仁プロデュース）
、
姜さん
（BFC）
、
上神田
（ケイ・オフィス ）

参加者情報
（11名）
近藤さん
（遊きりん）
、児玉さん
（こだま工房）
、高橋さん
（おかだ紅雪庭）
、柳原さ
ん
（ゆう美堂）
、吉本さん
（和漢とハーブのなずな堂）
、清水さん
（地酒のまるしん
商店）
、久保村さん
（山新
久保村）
、南さん
（MINAMI
KANAKO音楽アカデ
ミー）
、大場さん
（エステサロン び華）
、姜さん
（BFC）
、勝田
（ダイアナ多花木）

赤バッチ貸与

緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

BFC株式会社

サッポロビール株式会社
道北支社

ARPA NEXT

代表取締役

支社長

代表

旭川市5条通7丁目1249-1
TEL 0166-27-6323 FAX 0166-27-6323
URL http://www.bfc-cosme.com/

旭川市5条通9丁目左1号 ECS第21旭川5条ビル9F
TEL 0166-23-3228 FAX 0166-22-3767
URL http://www.sapporobeer.jp/gourmet/area/hokkaido/hokkaido/

旭川市永山8条3丁目7-13
TEL 0166-73-3810
URL http://arpa-next.jp/

姜

陽子

安達 弘幸

緑バッチ貸与

緑バッチ貸与

佐藤 貴郁

緑バッチ貸与

株式会社
旭川あんしんプランナー

エステティックサロン
ミニョン

(財)中小企業
災害補償共済福祉財団

営業主任

代表

旭川支所長

旭川市9条通8丁目2486-4
TEL 0166-23-0005 FAX 0166-74-4001
URL http://www.tmn-agent.com/asahikawa/

旭川市5条通7丁目ルーベデンス五条2F
TEL 0166-22-6228 FAX 0166-22-6228

加藤 幸浩

増山 敬子

事務局からの連絡です！

塚谷 祐平
旭川市5条通9丁目左1号ECS第21旭川五条ビル11階
TEL 0166-25-6811 FAX 0166-25-6813
URL http://www.anshin-zaidan.or.jp/

★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110名(2/6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。

