守成クラブ旭川ルール
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●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。
●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。
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。

〒078-8241

株式会社日本商工振興会

旭川市豊岡11条1丁目1-4
TEL/0166-33-7747

●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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1・2月の主な予定
次回例会

がんばれ楯
㈱総北海

×

旭川

1/ 14（木）18：30〜第162回例会
（アートホテルズ旭川）
1/ 18（ 月 ）19：00〜委員長会議 ときわ市民ホール
（302号室）
1 / 19（火）レディースランチ会 12:00〜 MI AILES 豊岡3条2丁目アモール店2F
13:00〜レストラン・リヴィエール 1条22丁目 TEL.31-6611 会費／1,500円
1 / 19（火）19:00〜「フレンド新年会」大雪地ビール
（宮下通11丁目）
会費／4,000円 〈申し込み・問合せ〉
猿田まで090-2073-9020
1/ 21（木）11：00〜世話人会 銀座ライオン
（宮下通11丁目）
1/ 21（木）12：00〜フレンドランチ会 銀座ライオン
（宮下通11丁目）
2/ 8（ 月 ）18：30〜第163回例会
（旭川グランドホテル）

2月8日（月）

１８：３０〜 旭川グランドホテル
12/27
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

会 員 数 232名
正 会 員 146名
準 会 員
86名
前月入会
5名
前月退会
5名

正準会員 122名
代理出席
6名
他地区 10名
ゲスト
5名
合計 143名

道内各地区例会日程（ ）参加者予定数
【1月/2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。

旭川（140）

1/14(木)

18：30〜 アートホテルズ旭川

札幌東（100）

1/14(木)

17：55〜 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 札幌市豊平区豊平4-1-1-1

おたる（60）

1/14(木)

18：30〜 小樽ＧＯＬＤ ＳＴＯＮＥ

札幌創真(60)

1/18(月)

18：30〜 メルキュールホテル札幌 札幌市中央区南4条西2丁目2-4

札幌（110）

1/19(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

西いぶり
（70）

1/19(火)

18：20〜 蓬崍殿

札幌西（140）

1/20(水)

17：55〜 ホテルヤマチ 札幌市西区琴似1-3-3-6

北見（80）

1/20(水)

18：30〜ビッツアークホテル 北見市北2条東4丁目7

札幌清流（90）

1/21(木)

17：55〜 ジャスマックプラザホテル 札幌市中央区南7条西3丁目425

旭川市7条通6丁目
小樽市色内3-3-21

室蘭市宮の森町1-1

18：30〜 ベルクラシック リアン 千歳市錦町4丁目9

札幌北（130）

2/2(火)

18：00〜 札幌サンプラザホテル 札幌市北区北24条西5丁目

札幌南（160）

2/3(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

札幌東（100）

2/4(木)

17：55〜 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 札幌市豊平区豊平4-1-1-1
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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

【 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

旭川市工業団地2条1丁目1-23 TEL/0166-36-5556
出発進行は、ゴールドバッチ授与者
（有）BPS イズミ・和泉さん

緑バッチ

赤バッチ

緑バッチ

㈱雪屋
Bar SNOME

NPO法人げんき
理事渡邊明美さん

つつみ
代表堤
隆満さん

しあわせのかぎや
代表梅野紗季さん

〒078-8343

〒070-0039

〒078-8330

旭川市東光 3 条 7丁目
159 番地 49
TEL/0166-35-5139

成澤優華さん
〒070-0033

旭川市3 条通 8 丁目
1705- 30
TEL/0166-22-9977

赤バッチ
（同）縁 ing Japan

〜エニシングジャパン〜
代表社員高橋教恵さん
〒078-1332

＊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

上川郡東神楽町 7号南10
TEL/0166-56-5890

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。

守成のホームページ更新してますので、是非ご覧下さい
ホームページ委員会

佐々木委員長

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！
守成クラブ

旭川

検索

ＵＲＬ http://syusei.biz/

メールでのお問い合せはこちら▶E-mail info@syusei.biz

赤バッチ
アーケン㈱
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

赤バッチ
㈱リプロメタル
代表取締役

遊佐直樹さん
〒078-8236

上川郡当麻町
宇園別 2 区 7162 番地
TEL/0166-84-5548

守成クラブ内での売上実績を
毎月お知らせ下さい！

緑バッチ

Repair work
total service

旭川市9条通7丁目
2483-9
TEL/0166-26-1522

旭川市宮下通 21丁目
1974-315
TEL/0166-74-6854

緑バッチ
㈱ design
factory

緑バッチ

緑バッチ
Free Space Bar

㈱アイ・リンク

代表取締役

太田貴洋さん
〒071-8136

旭川市末広
6 条 3丁目1-16
ABL63
TEL/0166-73-9198

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 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。

西村公艶さん

常務取締役

〒078-8272

店長

千歳アンビシャス（60） 1/26(木)

2016 年1 月14 日

㈲ BPS イズミ
代表取締役和泉泰弘さん

●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。

正会員

Vol.

リキャブ

出発
進
行
！

●ゲストをお誘いする時には、
この原則を遵守願います。

みずほ銀行 神谷町支店 普通 1257198
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2013年3月改正

小山訓史さん

Up Freak
代表上野高仁さん

〒070-8045

〒070-0033

代表取締役

旭川市 3 条通 6 丁目
ウィンダムビル 7F
TEL/0166-23-8338

旭川市忠和
5 条 7 丁目6-19
TEL/0166-76-7077

表彰・バッチ貸与

［2015年12月3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。
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。

他地区への紹介も
OKです。
広げよう守成の仲間！
！

『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。

★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！

第161回「仕事バンバンプラザ」

今年最後の例会は、通常例会の 流れで時間短縮！２部会も多数参加で賑やかな締めくくり！！

今例会は、車座商談会⇒名刺交換会⇒懇親商談会という通

本 日 の 例 会 は、150 名

了後のＢＭ推進主催の２部会に一人でも多くの方に出席

に迫る参加人数を予定

して頂きたかったので、車座商談会での自社 PR はひとり

し て い ま す。ま た、他

５分にして、通常の例会より少しだけ早めの終了を目指し

会場から１０名参加い

ました。

ただき。ありがとうご

２部会も含めて、皆さん盛り上がって頂けたでしょうか？

受 付

常の流れで実施しました。今年最後の例会だったので、終

ざ い ま す。先 日、大 変
悲しい出来事がありま

守成クラブ旭川代表
㈱小滝畜産 小滝社長

車座商談会

2015 年最後の例会は
他地区からの参加も多く
賑やかでした。

司 会

↑なんだか
心配そうな和泉さん

ゲスト説明

れました。先月の例会には、皆様と元気に商談・歓談されていた姿が思

←微妙な距離感
二人の間に一体
何があったので
しょう…

い起こされます。まさに痛恨の極みと存じ、心より哀悼の意を表したい
と存じます。ここで、赤松伸一さんのご冥福をお祈りするために黙祷を
さて、嬉しいお知らせもあります。久しぶりにゴールドバッチの会員が
出ました。例会の後半で、改めてお知らせさせていただきます。先月の
例会は、江藤委員長の担当で２回車座を行い大変充実した内容の例会

毎月参加者も増え、
今月は初の 140 名超となりました。

小滝代表よりゲスト様への説明

今年も素敵なしめ縄販売中
和やかな雰囲気に乾杯！
商談だけでなく、交友関係も深まっている
ようでした！！

←委員長は忙しいのだ！
内職に励む上林委員長です

しているとの事です。ご紹介が最後になってしまいましたが PC サポー
代表

皆さん、今年もお疲れ様でした！

立席・ブース

名刺交換会

でした。また、本日は和泉委員長の担当でオーソドックスな例会を予定
ト トトハフ

参加者 93 名の盛大な 2 部会！

No

例会担当
㈲ BPS イズミ 和泉社長

した。私たちの仲間である赤松伸一さんが５７歳の若さで突知急逝さ

捧げたいと思います。黙祷・・・・・

会員アンケート
﹁おしゃべり好き目立ちたがり屋 1は誰？﹂で
見事第１位の︵有︶アサヒ通信機・吉尾社長！
今日だけは大人しくしていてね︒

代表挨拶

戸川 智文さんが北見会場から移籍してこられま

した。これからも、よろしくお願いいたします。
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。

「まだ間に合いますかね？」「生えます！」

・例会に参加⇒声をかけやすくなり、かけられやすくなる⇒「知り合い」の関係になる⇒人としての付き合いが生まれる
・欠席せず出席を続ける⇒「知り合い」の関係から「友人」の関係になる⇒信頼が生まれビジネスのキッカケに繋がる
※休むたびにビジネスのスタートが遠のきます。※例会は仕事場です。他の会にこんな仕事場は有りません。
②なぜ車座商談会を行っているのか？（車座商談会とは新規顧客の獲得の場である）
・車座商談会は例会の一部では有るが基軸であり新規顧客獲得の場でもある。

殿トレの希望者が殺到して興奮しちゃった保科さん♪

※だから手ぶらで来ない。ツールを用意する・お試しを用意する・無料体験を用意する（具体性の有る物）
〈ラッツ・９９４〉
伊藤副代表

※ストーリーを持ってくる。商品・サービス・自分・自社などの売り込みは間違いでは有りませんが、売り込み過ぎない。
聞いてる立場から考えると、これらの物は説明を始めると先回りをして、固定観念をもたれてそれ以上は聞きたくない反応をしてし
まう。
（うわの空状態に成ります。）だから思いがけないストーリーには良い反応を示す（心理的作戦）うちは売る物は決まっているの

で何もないと言うが、ストーリーで有れば聞いてくれる。※本日のターゲットを一人に絞る。8 〜10 名で車座商談を行いますが、全員に興味を持ってもらお
うとせず、一人りに絞ること。欲しいものは各々違います。私が欲しい物だ！と気付かせる事を考えたストーリーが良いと思うし欲張らない。
＜まとめ＞守成クラブの例会は、車座商談会で自社の新規開拓及び集客するための最も現実的な場であり他の会では出来ません。この事が大事だと思い
ます。まさに正会員はその権利を十二分に活用してほしいと思います。

今日のフレンドランチ会は、
情報収集委員会の川辺委員長の
司会で始まりました

フレンドランチ会
12 ／10（木）
大雪地ビール

ランチ会の前には
三役と世話人、事務局による
会議も行われています。

参加人数 20 名
菅野さん（ヘアーサロンミー）、近藤さん（遊きりん）、小西さん（旭川駅内郵便局）、
藤原（健康堂薬品）、渡邊さん（アブル）、吉本さん（なづな堂）、伊藤さん（ラッツ・
９９４）、小滝さん（小滝畜産）、森田さん（森田仁プロデュース）、西村さん（総北海）、
島部さん（エイエステック）、吉尾さん（アサヒ通信機）、大村さん（新和）、小林さん
（フリージングポイント）、川辺さん（北日本機械）、太田さん（デザインファクト
リー）、高橋さん（美容室結）、柳原さん（ゆう美堂）、佐藤さん（サッポロライオン）、
浦野さん（森のゆ花かぐら）

㈱ design factory
代表取締役の
太田貴洋さんへの
インタビュー
Ｑ：フレンドランチ会に参加した感想は？
入会間もなかったので出席しようか迷いつつ
参加してみましたが、皆さん気さくに声をか
けてくださり、楽しいランチ会でした。早く
顔を覚えていただき、沢山の方と交流が出来
ればと思います。
Ｑ：業務内容と告知・ＰＲなどあれば
不動産・設計・建築を一貫して行っておりま
す AKURA GROUP で設計を担当しており
ます。お部屋探しから住宅・店舗の設計施工
等お気軽にご相談ください。

X’
mas

リキャブ御意見番

金田 信貴の

今 月 の

！
あっぱれ！と 喝！

→

①なぜ例会に出席しなければならないか？（例会の意義と目的）

﹂
﹁顔がボヤけて見えない …
﹁メガネずれてるからさ！﹂

オリエンテーション

140 名超えの名刺交換会は圧巻でした！

今日が
お誕生日の奥様。
そろそろ帰った方が
良いですよ

コメント

〈㈲山新久保村〉
久保村 やす子

12 月例会は参加者が数年ぶりに 140 名を越え、そして BPS イズミの和泉社長がゴールドバッチを貸
与さらには、BM 推進＆例会運営委員会仕切りの合同 2 部会ではなんと参加者 93 名！！
あとは、いかに参加している方に効率よく自分と自分の仕事を覚えてもらえるかを考えてます。
なかなか名前と顔が一致しない・・・事も・・・
レクレーションや二部会に積極的に参加して自分 PR をするしかないと最近は考えています。
今年度の守成クラブもあと三回になります！ 皆さん全力でアピールしましょう！！

例年大好評の X mas レディースナイト会！今年もウォーキングありゴスペルありの盛り上がり MAX!!!

例年、12 月レディースランチ会は、X mas レディースナイト会となりま
す。皆さんお洒落して女子力アップ！今年は 24 名参加で、華やかなナイ
ト会となりました。アップテンポの勝田さん（ダイアナ多花木）の司会の
もと、
アートホテルズ旭川 15 階で素晴らしい夜景とデリシャスなお料理
（火）
12 ／15
に、
皆さん満足そうでした。
アートホテルズ
MICHIYO 先生の→
清水さん（まるしん商店）からの、皇后さまが召し上がられたカクテルと
旭川
ウォーキングを終え
バッチリ決めポーズ
か、普段私達が嗜めないようなお酒を提供して頂き、有難うございます。
宴の終盤には、プレゼントの交換で、お互い自社のＰＲを兼ねての親交
←自社 PR も兼ねた
素敵なものばかりの
を深め、又美千代先生の 美しい私を見て のウオーキングで更に女子力
プレゼント交換会！
←代表、副代表の 3 人から気の効いた
アップ！ 最後は井上さん（ami 工房）の指導で、
「もろびとこぞりて」を
薔薇のプレゼントがありました！
全員で合唱〜お蔭で盛り上がり
MAX
の楽しくて、
素晴らしいナイト会
『やっぱり代表様する事が違いますね‼』
井上さんの指導で→
でした。又、近藤さん（遊きりん）には、写真撮影でお世話になり有難う
と皆が申しておりました。
「守成レディース合唱団」の
代表、副代表ありがとうございました。
ございました。
出来上がり！
参加人数 24 名
PS. 小滝代表、伊藤、吉尾、両福代表の粋なお計らいで、全員にバラのプ
鈴木さん（MI AILES）、木幡さん ( コハタ製作室 )、久保村さん ( 山新久保村 )、高橋さん（美容室 結）、山本さん（住友生命）、勝田さん（ダイアナ多
レゼント♡有難うございました。
花木）、藤盛さん（ヘルバ）、児玉さん（こだま工房）、大場さん（び華）、松村 さん（NPO 法人まこと）、清水さん ( まるしん商店 )、佐藤さん（ポプ
（女心をくすぐられました・
・・さすがジェン
ラ館）、吉本さん（なづな堂）、丸山さん（SalondBouquet）、姜さん（BFC）、井上さん（amie 工房）、米本さん（ミカリンハウス）、保科さん（ハピネス）、
コメント
花積さん（雪花）、大村さん（新和）、相澤さん（彩暮）、近藤さん ( 遊きりん )、柳原さん（ゆう美堂 ）、高橋さん（縁 ing Japan）
〈BFC〉姜陽子さん
トルマンですね。）

レディースナイト会

←いつもと同じ
5000 円の会費とは
思えないくらいの
豪華な
コースメニュー！

毎月の例会の企画運営を担当する例会運営部の紹介
2015.12.30 現在
私達柳原委員会は、会員の皆

例会運営部 柳原委員会

様に例会という機会を存分に活
用して頂き、皆様の商売繁盛の

委員長 / 柳原美由紀

お役に立てれば、という思いで
例会を運営してきました。

副委員長 / 石田八郎・澁谷崇央

車座商談会はもちろんのこ

・勝田みき・佐藤泰輔

と、ちょこっとＰＲ・自社ＰＲ等

長原

にも積極的に参加して、ご自身
の商売を広げて下さいね。

齊藤

残り１回ですが会員の皆様が

剛・髙橋孝子・北口誠二

上神田篤・三好久美・大場淳子

様々なＰＲをしやすい例会運営

下村和輝・橋本千代子・田澤尚英

を目指します！

片山和彦・坂井賢司・安達弘幸

柳原例会運営委員会
委員長

守・成田忠幸・児玉久子

諸橋美幸・西村茂樹・駒井節子

佐藤貴郁・斉藤直輝・花積由紀子

柳原

鎌田克彦・富川泰志（28 名）
（敬称略）

守成クラブ旭川会員の皆様、明けましておめ

例会運営部 江藤委員会

でとうございます。本年もよろしくお願いいた
します。
今年度に入り新しく入会される方も多く、例

委員長 / 江藤健

会は毎回 130 人を超えるのが当たり前になって

副委員長 / 清水京子・小西義信

きております。出席人数が増えるということは

・嵯峨

それだけ商売のチャンスも増えていくというこ
とです。多くの会員と知り合い、交流を深め、自
然と商売に繋がっていくような関係を築いても
らえるようあと１回となった例会運営の担当を

仁

長谷川新子・岸

政充・小西和洋

山本孝博・渋谷

稔・浦野友紀也

川上健太・藤井宏泰・小野寺孔

頑張りたいと思います。本年も皆様と一緒に活

田中

動できることを楽しみにしております。

強・徳島義人・小林

修

粟田あけみ・佐藤弘子・加藤幸浩

皆様にとって良い 1 年でありますように。
江藤例会運営委員会 委員長

学・森田

立岡ひとみ・清水京子・伊藤吾郎

遠藤未麗・中山めぐみ・坂井

江藤

仁

久米友也・阿部恭之（28 名）
（敬称略）

例会運営部 和泉委員会
委員長 / 和泉泰弘
副委員長 / 城岡ひとみ･中富正弘
･矢田栄司･中嶋昌則
早坂琢弥・佐藤大輔・丸山真紗恵
山本純輝・大路欣正・村井
前

誠

政成・青柳秀樹・加藤和彦

高島直樹・佐藤啓史・濱尾英一
佐伯豪司・近藤卓也・小笠原元
初めての委員会制で、年間 4 回と言う例会担当も初めてで、副委員長と委員会メンバーには、かなりの負担があったと思います。
そして新入会のメンバーも多く、三回の例会は終わってますが回を重ねるごとにメンバーがまとまっていって、そして仕事にもつな
がっていっているのが、一番良いことだと思います。まだ最後の例会がありますので宜しくお願いします。
和泉例会運営委員会

委員長

和泉

池田圭治・河北俊也・堀井

隆

長津亜希・里村

強

亘・藤田

山本知佳・阿部和久・竹澤一樹
鈴木英利子・佐藤

潤・渡邊明美

加藤健太（33 名）
（敬称略）

今年最後の委員長会議
12 月 14 日旭川グランドホテルの桃源にて、
今年最後の委員長会議が行なわれました。
今回は忘年会も兼ねた会議という事で、副
委員長も同席となったので、いつにも増し
て活発で賑わいのある会議となりました。
またスナック華月さんに場所を移しての２
次会では、ここではとても紹介できないよ
うな光景も繰り広げられ、大いに盛り上がっ
たんですが、くれぐれも体調を崩すような
飲み方は慎みましょうね（笑）

参加人数 31 名
小滝代表・吉尾副代表・伊藤副代表・金田信貴・大村尚史・吉本秀美・西村公艶・佐々木仁・藤原直樹・早坂賢治・久保村やす子・菅
野美加・猿田隆司・吉本真澄・多田光臣・柳原美由紀・石田八郎・澁谷崇央・佐藤泰輔・江藤健・嵯峨学・森田仁・和泉泰弘・城岡ひとみ・
矢田栄司・佐々木達也・東倉正志・渡邉正俊・梅井幹雄・布子克敏・島部雅央（敬称略）

