
『守成クラブ会員間の商取引の(売上 ) 実績値』を収集・公開させていただく件について継続的に実施させていただ
くことが委員長会議で決定しました。主旨・目的及びご案内は事務局からの例会出欠確認メールに添付されます。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

守成クラブ内での売上実績を
毎月お知らせ下さい！
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バンバン行こう！！ 守成クラブ旭川 広報誌　

リキャブ　
 2015年11月5日

旭川

ARPA NEXT
代表

佐藤貴郁さん
〒079-8418 
旭川市永山
8条 3丁目 7-13 
TEL/0166-73-3810

赤バッチ

salon 雪花
代表 花積由紀子さん
〒079-8418 
旭川市永山8条5丁目6-8
TEL/0166-47-7154

緑バッチ

はちみつわぁるど
代表 吉澤菜穂子さん
〒070-0035 
旭川市5条通12丁目1395 
サンプラザ 512 1F
TEL/0166-25-1501 

緑バッチ

ミカリンハウス
代表

米本美香子さん
〒078-8261 
旭川市東旭川南1条2丁目4-9 
TEL/080-5587-5503  

緑バッチ

ジュエリーサロン
輝華(きはな)
代表 斉藤直輝さん
〒078-8218 
旭川市 8条通 24 丁目 353-10
TEL/0166-73-7036

緑バッチ

アーケン(株) 
代表取締役 藤原立人さん
〒078-8236 
旭川市豊岡6条4丁目4-15
オフィスシェルF号室 
TEL/0166-56-3734  

緑バッチ

守成クラブ旭川 事務局
〒070-8072
旭川市台場2条3丁目2-1台場2-3ハイツ3階
エイエステック（株）内
電話:0166-76-1072   FAX：0166-76-1091　

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！

メールでのお問い合せはこちら▶E-mail info@syusei.biz
ＵＲＬ http://syusei.biz/

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　島部090-1387-4131》
例会受付時間について▶例会の受付は通常１７時４５分から開始しますの
で、速やかに受付を済まされるようお願い致します。

例会キャンセル費について

11・12月の主な予定

現在の会員数 
会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

230名
140名
90名
6名
0名

先月例会出席報告

次回例会　12月3日（木）
１８：３０～　旭川グランドホテル

正準会員
代理出席
他地区
ゲスト
合計

114名
4名
4名
8名

130名

11/ 5（木）18：30～第160回例会（アートホテルズ旭川）
11/12（木）11：00～世話人会　 銀座ライオン（宮下通11丁目）
11/12（木）12：00～フレンドランチ会　 銀座ライオン（宮下通11丁目）
11/13（金）19：00～委員長会議 ときわ市民ホール
11/17（火）12：00～レディースランチ会　こどもデイサービスセンターこころ
 会社訪問 ライフサポート絆（忠和4条7丁目1-2）　TEL.0166-73-3917　
11/17（火）18:30～活用できる心理学「経営者の個性を見てみようセミナー」　
市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ（宮前１条３丁目）　
12/ 3（木）18：30～第161回例会（旭川グランドホテル）

表彰・バッチ貸与 ［2015年10月6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。

他地区への紹介も
OKです。

広げよう守成の仲間！！

3社のご紹介で「がんばれ盾」、
5社のご紹介「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。 
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道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 
旭川(140)
おたる(60)
帯広（150）
札幌北(150)
千歳アンビシャス(50)
とまこまい(110)
釧路(300)
札幌アンビシャス(80)
札幌東(100)
札幌清流(80)
札幌(110)
西いぶり(70)
稚内(20)
札幌西(140)
北見(80)

11/5(木)
11/5(木)
11/9(月)
11/10(火)
11/10(火)
11/10(火)
11/10(火)
11/11(水)
11/12(木)
11/16(月)
11/17(火)
11/17(火)
11/17(火)
11/18(水)
11/18(水)

18：30～ アートホテルズ旭川　旭川市7条通6丁目
18：30～ 小樽ＧＯＬＤ　ＳＴＯＮＥ　 小樽市色内3-3-21
18：28～ とかち館　帯広市西7条南6丁目2
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～ ベルクラシック リアン　千歳市錦町4丁目9
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
18：00～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南７条西１丁目
17：55～ プレミアホテル-TSUBAKI-札幌　札幌市豊平区豊平4-1-1-1
17：55～ つきさむ温泉　  札幌市豊平区月寒東1条20丁目189-5
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～ 洞爺山水ホテル和風　北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78
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～ビッツアークホテル　北見市北2条東4丁目7

【11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。

●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。
●年会費(￥19,440)の振込は、本部より郵送される振込用紙でお支払い下さい。振込用紙を紛失された際は下記口座へ振込手続きを行ってください。
　みずほ銀行 神谷町支店 普通 1257198　株式会社日本商工振興会
●例会に参加する際は節度ある服装でお願い致します。
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守成クラブ旭川ルール 2013年3月改正

【 皆勤賞制度 】2015年4月～2016年3月の例会全てに出席された方に、
　　　　　　　　　　　20,000円をキャッシュバックします！
■ 皆勤賞の対象者は・・・2015年4月の例会時点での守成クラブ旭川の会員、
　 2016年3月までに年会費の滞納が無い方、2016年3月例会時点で正会員の方
　＊代理出席の場合も会員本人が出席されたとしてカウントしますが
　　できる限り会員本人が例会に出席するようにしてください。
■お支払について　　2016年3月例会時に対象者様へ賞金を支払います。

検索守成クラブ　旭川

ホームページ委員会　佐々木委員長

★早期受付抽選継続決定！１８時１０分までに受付を済ませた方の中から抽選で何名かの方に豪華（？）賞品が当たります☆お楽しみに！

Vol.55

守成のホームページ更新してますので、是非ご覧下さい

赤バッチ
ライフ… 
ママ

太田　愛 さん
〒070-0033  
旭川市3条通6丁目
ヨシタケ7号館４F  
TEL/0166-25-7737

赤バッチ

緑バッチ

緑バッチ

スナック Fantasy
ママ 秋葉真紀さん
〒070-0033 
旭川市3条通6丁目 
ウィンダムビル6F
TEL/0166-74-4990 

緑バッチ緑バッチ緑バッチ

緑バッチ

(株)アスクシステム
代表 荒田祐一さん
〒079-8402  
旭川市秋月2条2丁目 9-3 
TEL/0166-49-6661

緑バッチ緑バッチ

緑バッチ
10/7
現在

がんばれ楯がんばれ楯

再
生



と

例会担当 
㈱ゆう美堂 柳原委員長

守成クラブ旭川代表
 ㈱小滝畜産　小滝社長

フレンドランチ会
10 ／13（火）
大雪
地ビール

レディースランチ会
10 ／20（火）
 銀座ライオン

代表挨拶

オリエンテーション

参加人数14名
吉尾副代表（アサヒ通信機）、伊藤副
代表（ラッツ・９９４）、大村さん（新
和）金田さん（タックスカネタ）、吉本
さん（なづな堂）、西村さん（総北海）、
鈴木さん（クリエイション）、和泉さ
ん（ＢＰＳイズミ）、佐藤大輔さん（ぱ
そこんおたすけ本舗）、中富さん（エ
ムエイナカトミ）、近藤さん（遊きり
ん）、徳島さん（ライフサポート絆）、
梅井さん（大雪地ビール）、藤原さん

（健康堂薬品）

「仕事バンバンプラザ」　テーマは「聴くにトライ！ 相互理解を深めましょう！」8分間の車座でビジネスに繋げよう！第159回

Q.参加してみてどうですか？
A.好きな食べ物を頼めるのが嬉しかったです （笑）
お仕事の話や仕事以外のお話も気軽な感じで話せる雰囲気で
いつもより緊張度合いが減り楽しかったです。
☆北の酔り処の告知☆
北の酔り処は最大60名の宴会が可能ですので忘年会等人数が多くて店選びに
困る企業様や団体様にはとても喜ばれます。焼き肉、仔牛苑は完全個室ですの
で、小さいお子様がいらっしゃる家族にも、居心地がよく美味しい焼き肉を食
べられます。是非両店共々宜しくお願い致します(*^o^*)

8年前の入会時に清水さんや児玉さんか
ら、当時は女性が少なかったので『頑張
りましょうね』と声を掛けて頂いた事が
嬉しかったとのことでした。
今回の再入会も、守成の皆さんに心配を
掛けたが、大変お世話になり応援して頂
いて、とても感謝されていました。
改めてお礼が言いたかったと涙を流さ
れてのご挨拶でした。『これからもお客
様の事を考え永くお付き合いしながら
補聴器を使って欲しい』と熱く語って下
さいました。決意新たな知子さん！応援
しています (^^)

参加人数13名
中川さん（イマジンアミューズエルフ ）、高橋さん（美容室 結）、佐藤さん(ポプラ舘)、立岡さん(スナックエ
フィー )、清水さん(まるしん商店)、木幡さん(コハタ製作室)、久保村さん(山新久保村)、鈴木さん（MI AILES）、
近藤さん(遊きりん)、児玉さん（こだま工房）、濱田さん(補聴器屋さん)、大場さん（び華）、柳原さん（ゆう美堂 ）

いつも真面目にやっている
世話人会(^^;

クリエイションの鈴木さんにインタビューしました！ 旭川ヒアリング（株）補聴器屋さんの濵田知子さん、再入会を皆で応援のランチ会！

名刺交換会

車座商談会

司会

ゲスト説明

立席・ブース

今回の例会も
大盛況でした！
今回の例会も
大盛況でした！

帯広会場から
移籍された保科さんを
平身低頭でお迎えする
小滝代表です。

帯広会場から
移籍された保科さんを
平身低頭でお迎えする
小滝代表です。

会場全体に長い行列！130名超の名刺交換＆握手会は圧巻です！会場全体に長い行列！130名超の名刺交換＆握手会は圧巻です！

気配りNo.1 の清水さん気配りNo.1 の清水さん

どこでも写りたがりの吉尾副代表です。どこでも写りたがりの吉尾副代表です。

コメント〈㈲山村〉
久保村 やす子

↑
銀座ライオンさんのランチメニューは
ボリュームがある上に、コーヒーや
デザートまでついて、お腹いっぱい
大満足のセットになっています。

今月の

あっぱれ

今月の

喝！

10月例会では、「例会は仕事で商談の場です」と言う守成の考え方の通り、無断欠席・無
断遅刻がなんとゼロでした！！なぜ驚いているかと言うとここ10年来ゼロという記憶
がありません！仕事であれば連絡することが当然だとは思いますがなかなか無くなり
ませんでした。受付委員会の担当者は、いつ何時に来るか分からない会員様を車座商談
会に入れずお待ちしておりますので今後も欠席・遅刻・ドタ出は必ず連絡しましょう！

喝ではないのですが、10月例会の車座商談会8分の時間でも足りない位と思った方も
いるのでは？しかし、私もそうですが資料も何も無しに一方的に話しても相手はどの
位覚えてくれているでしょう・・・資料やチラシを持ってそれについて話したり質問を
受けたりしたほうが効果的では？と思います。緑バッチの準会員様も車座のみ資料チ
ラシの配布はOKですのでバンバン記憶に残るアピールをしましょう。

㈱タックスカネタ

金田　信貴

リキャブ御意見番

 金田 信貴の

あっぱれ！
今 月 の

喝！！

今回の例会は、車座商談会をひとり８分と致しま
した。自ら一歩を踏み出し、晴れやかな笑顔で能
動的に行動し、個人の満足だけでなく周りの皆様
にも幸せになって頂ける例会にしたいと考えまし
た。「聴くにトライ！ 相互理解を深めましょう！」
相手のことを知っているつもりでも実は良く解
かっていない、知り得ていない一面もあった。意
外と相手を理解できていない事も多々あると思い
ます。そこで、今回はひとり８分の持ち時間を有
効に使い、相互理解と仲間意識を高めビジネス
チャンスに繋げる例会を目指しました。

守成クラブは平成１３年に札幌の
伊藤小一氏により「自分達の市場
は自分達で創る。自分の会社は決
して潰してはならず、継続して繁
栄し続けなければならない」とい
う理念の下、創設された会です。
平成１４年７月に参加者３０名で
行なわれたのが旭川での第１回目
の例会です。
出会いをお互いのビジネスに直結
させるための組織である、という
理念を忘れず、また情報を共有し
ながら進んで行きましょう。

自社PR

素人とは思えない !?お仕事の
尾崎さん !

メッキリ綺麗になったゎ !華月ママ
スカーフも素敵でしょ

守成旭川のテレサテンなのょ♬
時の流れに身を任せ～て♡買ってね♡

両隣の方の名前と顔位は
覚えて帰って下さいとの事
それだけでも一年で
24名お知り合いに
なれますもね

コメント
〈海棠〉涼美ママ

サッポロビール、
安達支社長の
なめらかな司会進行に
パチリ!

コメント〈ミネラルグリーン〉
山本博子

コメント
〈ノータス
経営労務事務所〉
高橋圭祐

コメント
〈(有) 健康堂薬品〉

藤原直樹

多田さん「…読めない」
早坂さん「…」
多田さん「…読めない」
早坂さん「…」

やっぱり気になる柳沼社長の財布の中身♪やっぱり気になる柳沼社長の財布の中身♪

やっぱり気になる井上さんの二の腕♪やっぱり気になる井上さんの二の腕♪

がんばれ楯を授与された愛ママですがんばれ楯を授与された愛ママです

小滝代表の
お話に

真剣な眼差しの､
ｹﾞｽﾄ8名の
皆さま。

10月に入り、寒さも増し年末商戦に向けて忙しくなる事と思
います。さて、先月は和泉委員長の担当例会でブースをメイン
にした例会でした。準会員さんだったり、正会員でもブースを
出した事の無い会員さんだったり、ブースを出したいけれど
もどうして良いか分からない会員さんだったり、ブースに近
寄り難い感じを持っていた会員さんだったり、ブースを身近
に感じていただく上でとても良い例会だったと思います。
また、本日は柳原委員長の担当例会で「聴くことにトライ！相
互理解を深めましょう！」とし一人８分間の車座商談会との事です。話す時には長いよう
な気がするとは思いますが会社の事・商品の事・自分の事も含めてお話をすると逆に８分
では足りなくなるかもしれません。ただ、今回のテーマは「聴く」ですのでよく聴いて相互
理解を深め、今後のビジネスに繋げていただければと思います。
それでは、本日もお一人おひとりが晴れやかな顔で志を持って志事をして頂きたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。

12月15日(火 )X,masナイト会今後の予定



今月
の

No1
は

誰！？
→守成で一番刺激的な人は誰だ！守成会員89名に聞きました

刺激的な人ＮＯ．１の尾崎さんへインタビュー
Ｑ：刺激的Ｎo．１に選ばれました！
　　おめでとうございます！
Ａ：「え？ウソ～、何かの間違えじゃ・・・」
Ｑ：はい、僕もそう思ったんですが、集計してみたら尾崎さんが１位になって・・・
　　ひょっとして「刺激的」ではなく「刺激臭」Ｎo．１で選ばれたのかも？
Ａ：「それかぁ・・・」
Ｑ：その緑の頭が刺激的だという意見がありましたが、
　　しばらくその頭は続けるんですか？
Ａ：「続けるも何も、これは母方の身内が全員緑頭ばかりなんで、その～遺伝
　　 と言うのか・・・」・・・・寒い沈黙１０秒間・・・・
Ｑ：最後に、投票してくれた皆さんにコメントを
Ａ：「納期はちゃんと守ります！」　本当に冗談が好きな尾崎さんでした (^O^)

第１位　

理由：緑頭が刺激的だから

第2位 第3位

〈11票〉
デザインスタジオ・オザキ
尾崎さん

〈10票〉　
㈱小滝畜産
小滝社長

〈7票〉　
旭川ケーブル
テレビ㈱
猿田さん

インタビュアーは
遊びは真剣に仕事は程々に！
怪しい薬局屋
　(有)健康堂薬品　藤原

〈今月のイベント〉  
●活用できる心理学
　「経営者の個性を見てみようセミナー」
・時　間／11月17日（火）PM6:30～PM8:00(参加受付中）
・場　所／旭川市市民活動交流センターCOCODE
・参加費／1,500円
・セミナー講師・・・ARPA NEXT 佐藤貴郁

コミュニケーション委員会からのお知らせ

皆様お疲れ様です。
寒い中ご参加頂き誠にありがとう
ございました。皆様から沢山の御
協賛を頂き盛大に開催することが
できました。表彰式もメチャメ
チャ盛り上がりました。
始めたばかりの方も大歓迎です。
来年もまたやりましょう！
（株）旭川たかすゴルフクラブ 
　　　　　　　赤坂 英亮

19名の皆様に参加頂きますました
今回のコミュニケーション委員会
個性豊かな作品が皆さんの手から
生まれたました。
まるで陶芸作家の様な趣のある作
品からエレガントな作品、
奇想天外な作品まで素晴らしい感
性を発揮されました。
私自身が皆様から創作のエネル
ギーをいただきました。
　　　　和のみ　菅野雅文

各企業で PR を兼ねた教室や体験、もしくは特
技や趣味を生かしたもののイベントを出来ると
いう方、ぜひお願いしたいです。一緒に楽しみ
ましょう！　もしくはご自身もそうですが、従
業員、家族の方が、こんなイベントがあれば参
加します！という内容がある方、お知らせくだ
さい。この他にも、何かご質問・ご要望・ご意
見などがありましたら、遠慮なくお寄せ下さい！

陶
芸
後
の
和
ス
イ
ー
ツ
と

コ
ー
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が
美
味
し
か
っ
た
〜

途
中
の
段
階
で
、
満
足
感
と
飽
き
た
感
を

醸
し
出
す
上
林
社
長
で
す
。

イベント・ご意見・ご要望募集

陶芸教室
10月19日(月)
和のみ

ゴルフコンペ
10月12日(祝)
旭川たかす
ゴルフクラブ

090-2073-9020〈申し込み・問合せ〉猿田まで

西
村
さ
ん
の
力
作
☆

小
学
生
の
自
由
研
究
並
み

で
す(

笑)

菅野大先生によるレクチャー
が始まります☆


