守成クラブ旭川ルール

バンバン行こう！
！ 守成クラブ旭川 広報誌
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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。
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リキャブ

●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

2/9(火)19：00〜
「ひめトレエクササイズ」
ときわ市民ホール303号室

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。
1

2

3

4

5

6

7

8

マスコミ優先利用

他地区商売

ブース出展

チラシ配布

自社ＰＲ
ちょこっと

ホームページ
会社案内

車座商談
HP名簿

名刺交換

○

○

○

○

正会員

○

×
×

準会員
ゲスト

○

×
×

○

×
×

○

×
×

×
×

×
×

○

赤バッチ

はんこ屋さん 21
旭川店
店長谷島
稔さん

㈱旭川
あんしんプランナー
営業部長 加藤幸浩さん

〒070-0036

〒070-0039

旭川市6条通7丁目
日昇ビル 1F 159 番地49
TEL/0166-27-8583

旭川市9条通8丁目 2486-4
TEL/0166-23-0005
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緑バッチ

旭川

3・4月の主な予定

4月5日（火）

3/ 3（ 木 ）18：30〜第164回例会
（アートホテルズ旭川）

次回例会

3/ 10（木）11：00〜世話人会 銀座ライオン
（宮下通11丁目）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

3/ 10（ 木 ）12：00〜フレンドランチ会 銀座ライオン（宮下通11丁目）
（ZOCCOLO）TEL73-7873
3/ 15（ 火 ）レディースランチ会 12:00〜 ゾッコロ
（豊岡10条11丁目145番15） 会社訪問 ミカリンハウス（東旭川南1条2丁目4-9）
3/ 15（火）19:00〜委員長会議ときわ市民ホール
（５条通４丁目）
4/ 5（ 火 ）18：30〜第165回例会
（旭川グランドホテル）

赤バッチ

2/18
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

会 員 数 240名
正 会 員 146名
準 会 員
94名
前月入会
4名
前月退会
0名

正準会員 121名
代理出席
2名
他地区
3名
ゲスト
4名
合計 130名

(有)ドリームエステート
代表取締役高橋幸二さん
〒070-8014

旭川市神居4条8丁目 2-6
TEL/0166-61-6110

緑バッチ
マイスター
コーティング
旭川東店
代表伊藤重久さん

緑バッチ
(有) カトーカメラ店
代表取締役加藤健太さん

〒079-8414

〒070-0032

道内各地区例会日程（ ）参加者予定数

【 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、

【3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。

■ 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、

旭川（140）

3/3(木)

札幌北（120）

3/8(火)

帯広（150）

とまこまい（110）

札幌アンビシャ（70）
函館（40）

釧路（280)

札幌東（110）
おたる（60）
北見（80）

札幌創真(60)
札幌（120）

西いぶり
（80）

札幌西（140）

札幌清流（70）

3/7(月)
3/8(火)

3/9(水)
3/9(水)
3/9(水)

3/10(木)
3/10(木)
3/10(木)
3/14(月)
3/15(火)
3/15(火)
3/16(水)
3/17(木)

18：30〜 アートホテルズ旭川 旭川市7条通6丁目

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〜 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〜 函館ビヤホール 函館市末広町14-12

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〜 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 札幌市豊平区豊平4-1-1-1

18：30〜 小樽ＧＯＬＤ ＳＴＯＮＥ

18：30〜 ホテルロイヤル北見 北見市大通東5丁目1

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
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〜 蓬崍殿

17：55〜 つきさむ温泉

守成クラブ旭川 広報誌
2016.3.3 発行

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
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20,000円をキャッシュバックします！

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。

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。
守成のホームページ更新してますので、是非ご覧下さい

エイエステック（株）内
電話:0166-76-1072 FAX：0166-76-1091

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！
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

緑バッチ

(株) サントラスト
代表取締役 山田隼人さん

Bar&Dining Buddy
代表古立貴仁さん

〒079-8416

〒070-0033

旭川市3条通 6丁目
ウィンダムビル地下1階
TEL/0166-74-5711

表彰・バッチ貸与

［2015年2月8日例会より］

緑バッチ

緑バッチ

(株) クボタ贈商
代表取締役窪田幸雄さん

(株) 旭川ビジネス
常務取締役後藤信之さん

〒070-0810

〒071-8131

旭川市本町 3 丁目437-18
0166-53-1257

守成クラブ

緑バッチ

旭川市永山6条6丁目
3 番6-2号
TEL/0166-85-7495

例会キャンセル費について

札幌市豊平区月寒東1条20丁目189-5

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

旭川市永山4条5丁目 5-4
TEL/0166-56-9956

旭川市2条通8丁目左 1
TEL/0166-26-5521

旭川市末広1条15丁目1-14
0166-58-7200

守成クラブ内での売上実績を
毎月お知らせ下さい！

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！

車座商談会を２回！ 多くの会員とのコミュニケーションを深め、知り合い、商売に結びつけよう！

第163回「仕事バンバンプラザ」

代表挨拶
守成クラブ旭川代表
㈱小滝畜産

小滝社長

司 会

守成の美女軍団を写したら、何故か不思議な
モヤがかかりました ( 笑 )

車座商談会
例会運営部
（株）総北海

江藤健委員長

▲乾杯の挨拶は、はんこ屋さん 21 旭川の
谷島店長

立席・ブース
車座商談会を２回行える事に担当例会チーム
の皆さんに感謝致します︒
限られた時間の中でPRする難しさを改めて
感じつつ皆さん手振り・身振りにて行う姿に
感心させられる商談会でした︒

先月の１月例会では、紋付袴で参加させていただき身の
引き締まる思いでしたが、スーツのほうが楽ですね。さて、
先月は柳原委員長のちょこっと PR をたっぷりしていただ
いて会員皆さまの PR も十分に出来たと思います。今月は、
江藤委員長の車座を２回という例会です。時間の許す限
りじっくりと商談をしていただきたいと思います。さて、
かなり前に一度お話をした事のある、仕事についての話
ですが。私は仕事そのものはお金にならないと思ってい
ます。それは、直接的にお金にならないと言う意味で、しっ
かり仕事をした後は、大きな実が結びお金にるというこ
とです。農業では、種まき等が仕事で、出来た物を売っ
てお金にする事を生業（なりわい）と言っていました。守
成クラブでは、例会と言う荒れ地を耕し、種を蒔き、肥
料を与え、自社ピーアル等をしながら色々な糧となる仲
間を得て自社の商品を買っていただき初めてお金になり
ます。それを踏まえ、次年度会員皆さまのお仕事のお手伝
いをさせていただく世話人の紹介させていただきます。
（次年度副代表・世話人・事務局長の紹介）次年度はこの
布陣で皆さまのお手伝いをさせていただきます。また、次
年度委員長・副委員長の紹介は来月の例会でさせていた
だきます。今年度は、３月までありますので気を抜くこと
なく頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

これまで江藤委員会では、
「広く」
「深く」知ろう！をテーマに例会を行ってきました。今回
もテーブルメンバーを替えて車座商談会を２回行ない、いつもより多くの会員の話を聞き、
コミュニケーションを深め、お互いを知り合い、商売に結びつける機会を広げていただき
たいと思います。今回の車座商談会は１人４分の持ち時間としております。車座のはじめ
に、いつ、どなたの紹介で入会されたか？を質問させていただき、そのあと自社 PR・自己
ＰＲしていただきます。会員同士、人と人の繋がりを知り、一層信頼を深めるきっかけと
してください。いつもより多くの方に熱い思いを伝えましょう！

ゲスト説明

とても真剣です。

まるしんさんの
商品を持って
ハイ！スマイル。

出発進行はメイン司会を担当して
くれた ( 株 ) 旭川あんしんプラン
ナーの加藤さん

コメント〈フレアサービス〉

東光智香

守成クラブにおける、マーケット、市場作りのお話をしたいと思います。先ほど代表からもありましたが守成クラブは市場作りとい

オリエンテーション

うのも大きな目的であります。一つ理念がありまして、
『一人はみんなのために、みんなは一人のために』というキャッチフレーズの
ような理念があります。また、旭川ではみんなの市場はあなたが作る、あなたの市場はみんなが作る。自らの市場は自らで作る。等の
理念があります。自分たちの目で旭川守成クラブを見てどのように思いますか？入りたい会だと思うか、あまり魅力的に思わない会
だと思うか色々な考えがありますが、当初より少しずつ評価も変わってきています。その要因は、会員がそれぞれが自分達はお客さ

リキャブ御意見番

岡田 毅 の

んではない、世話人が作った会に来ているだけだったり人任せではなく、委員会制などにしたことで誰かがやっているのでは無く自
分たちで会を運営することにより積極的に会に参加し少しずつですが仕事になり市場拡大に繋がっていると思います。守成クラブは
ここで仕事を作ってきっかけを作っていくところ。ただ仕事をもらうのではなく市場を大きくしていくところ。またそういう意味で
守成クラブは不平等、不公平ではありますが公平なのはチャンスがあるってことと会費が一緒であるといいうことです。ですから頑
張ってチャンスを積極的に生かしてもらうのが大事です。
ラッツ・９９４
伊藤副代表

最後に､守成クラブをやめない、やめたくないではなく、もうやめられないと思う会にしていきたいと思います。

今 月 の

！
あっぱれ！と 喝！

することが出来た方もいらっしゃいますので、通常の例会と同じレベルで

2 ／15（月）
大雪地ビール

商談の機会がある場だと感じています。通常の例会より少人数ですし、じっ
ランチ会前の世話人会風景です。
次年度の細かなルール作りや運営方法
なども話し合われていたようです。

くり話ができますので、私にとっては例会よりもフレンドランチ会の方が
ビジネスチャンスが増えている感もしております ( 言い過ぎ？！ ) 特に入会
間もない会員の皆様は、守成の仲間と触れ合う機会を増やすことが大事だ
と思います。触れ合うことで信頼関係が深まって行くことは間違いありま
せん！！例会はもちろん、フレンドランチ会への参加資格も会員の皆様の
権利です。是非有効活用してくださいね！
Ｑ：
「事務局の島部さん」というイメージが強いので、
「エイエステックの島部社長」としての自社ＰＲをどうぞ。
実は私はコンピューターシステム開発会社を経営しております。
社員・ご自身の業務効率アップにお悩みの皆様、是非お声がけ下さいませ！！宜しくお願い致します。

人数が集まらなかったのは
自分の人徳の無さだ、
と
自分を責めて詫びる
吉尾副代表です( 笑 )

参加人数 14 名
島部さん（エイエステック）、小滝さん（小滝畜産）、吉尾さん（アサヒ通信機）、伊藤さん（ラッツ・９９４）、大村さん（新
和）、吉本さん ( なづな堂 )、小西さん ( 旭川駅内郵便局 )、柳原さん ( ゆう美堂 )、近藤さん ( 遊きりん )、児玉さん（こだ
ま工房）、徳島さん（ライフサポート 絆 ）、梅井さん（大雪地ビール）、小西さん（ニッセイ旭川）、藤原さん ( 健康堂 )

新規会員さん万歳！

前回、小滝代表の挨拶で、直ぐには売上げに結びつかない例えとして、田植えをしていないものは
収穫できない。肥料を与えて実らす旨 の話をされました。日々の活動は重要ですね。私の望みは [ 実
るほど頭を垂れる稲穂かな ] であってほしい。なぜなら、守成クラブ 会員だけが潤うのではなく、
崇高な視点と行動で旭川市の経済効果に波及させる努力を持ち合わせて貰いたい。その為に車座
商談のテーブルリーダーは、守成の意図するところを熟知されている副代表と世話人が 適任と思
う。最近の例会は、なんとなく良い方へ向かっている。出来れば、車座商談の発表を聞く ( 耳だけ )
より、聴く（耳、目、心がある ) を心がけ、全会員は足並みを揃え、売上げを現在の５倍を目標に気
概を持って立ち向かってほしい。決して守成クラブのビジネスは二次会に必要な呑み代稼ぎでは
ない。あの人より買ったが、なかなか買って頂けない。時々、耳にする話です。光の反射と同じ正
反射ではない乱反射で、意外と予期せぬところから返って来ます。安心して下さい。

会社訪問は花積由紀子さんの salon 雪花。お肌についてのプチ勉強会を受けてきました！

Ｑ. ランチ会への感想と、まだ参加した事のない会員さんへ
エイエステックの
島部雅央社長へ
コメントをお願いいたします。
インタビュー 実際にお仕事を頂いたり、自社ＰＲをお聴きして仕事の内容を初めて把握

フレンドランチ会

お茶屋さんのお手伝いに精を出す保科さんです

レディースランチ会
2 ／16（火）
ダイニングカフェ
マルコ

今月のレディースランチ会は永山の ダイニ
ングカフェマルコ でコーヒーとサラダとデ
ザートも付いたボリュームのあるパスタラン
チセットを頂きました。会社訪問は、再生科
学研究所の製品を取り扱っている salon 雪
花 さん。代表の花積さんに、素肌美へと導く
エッセンスに加え EGF、FGF などの整肌成分
の説明などを丁寧にしていただき、エッセン
スなどを実際につけて肌への感触を体験しま
した。独自のフリーズドライ製法により、防腐剤、界面活性剤、
鉱物油、香料 無添加の肌にやさしいお化粧品の紹介をしてい
ただきました。私は入浴剤を購入し使用していますが肌だけ
でなくお風呂もキレイになりびっくりしています。
コメント
〈コハタ制作室〉木幡留美

参加人数 12 名
清水さん ( まるしん商店 ) 、高橋さん ( 美容室 結 )、児玉さん ( こだま工房 )、大場さん ( び華 )、
近藤さん ( 遊きりん )、柳原さん ( ゆう美堂 )、木幡さん ( コハタ制作室 )、鈴木さん (MI ALES)、
姜さん (BFC)、米本さん（ミカリンハウス）柳原さん ( ゆう美堂 )、花積さん（salon 雪花）

各委員会の紹介

2015.2.8 現在

代表・副代表
事務局・世話人

代表 / 小滝達也
副代表 / 吉尾悟志・伊藤勝治

世話人 / 金田信貴・大村尚史・吉本秀美・西村公艶・島部雅央
顧問 / 金田和鐘

監査 / 柳沼雅彦（敬称略）

チーム制から委員会制になり、私の指示が急すぎて戸惑う事ばかりで
いろいろご迷惑をお掛けしましたが次年度、更には、将来の守成旭川
の礎ともなる年だったと思います。
３役の皆様にはこれからもご迷惑をお掛けするとは思いますが
よろしくお願いいたします。そして、ありがとうございます！！感謝

委員長 / 佐々木仁

広報部 ホームページ制作

副委員長 / 相澤元恵
中川真弓

恒川耕司・加藤吏功・長野麻希・長根紀子・毛利公貴・佐々木仁
菅野真敏・井上幸子・本庄真幸・只野憲弥・堀内健一・南
早勢裕一・辻
秋葉真紀・谷島

晃一・福井雄一・高橋ひとみ・森

勝彦

法子・森

康弘

（敬称略）
稔・高橋幸二・後藤信之（24 名）

委員長 / 藤原直樹

広報部 リキャブ制作
橋本博昭・紫藤康弘・堀

義孝・岡田

副委員長 / 久保村やす子
早坂賢治

高貝年擴・山本英樹・松村優子・姜

毅・佐藤真吾・弦間

信

陽子・加賀涼美・木幡留美

堂本晴文・山本耕司・高橋圭佑・山本博子・菅原秀義・野瀬美保
東光知香（22 名）
（敬称略）

コミュニケーション委員会からのお知らせ
●料理が美味しく写る写真教室
１月30日（土）旭川建設労働者福祉センター2階

●「ひめトレエクササイズ」
2月9日(火) ときわ市民ホール

コメント

アーケン藤原社長

以前も、一度、当社の事務所でもママさんを対象に教室をして頂き、大

今日の「ひめトレエクササイズ」は初めての体験でした。正直言って、

好評でした。今回は、より詳しい内容で、料理の種類別での撮影の違

守成に入る前は、知らなかったです。大きなポールを使ったり、大きな

いなど、より幅の広がるセミナーでした。始めに撮った写真と指導後

ボールを使う物は見たことがありましたが… はじめにモニタリング、

の写真とでは雲泥の差です。ちょっとした光の使い方、アングル、被

つまり今の体の現状確認をします。体験後、最後に再度、モニタリング

写体のズーム等を変えるだけでこうも違うのかと驚き！ (◎̲◎;) 目か

します。あらまあビックリ‼ お腹周りが 5cm も引っ込みました。更に

らウロコでした ^̲^ 後は、実践で、女の子に自慢してモテモテ男にな

呼吸もしやすくなって、スッキリしました。バランスが崩れている体

れば、ミッション達成です。

軸を正しい位置に戻してくれるので、姿勢が良くなります。多くのプ
ロのスポーツ選手も取り入れているそうです ^̲^ 息子 2 人がサッカー、
娘がチアリーディングをしているので、早速、グッズを購入！ 早速、
家で実践してみます！

