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自動車の板金塗装 オイル交換
タイヤ交換 冬タイヤ預かりあり
住所 / 旭川市豊岡11条1丁目1-4
TEL 0166-33-7 747
FAX 0166-33-8685
http://www.bpsizumi.jp/

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
携帯：090-1387-4131（シマベ）
ＵＲＬ http://syusei.biz/ メールでのお問い合せはこちら▶E-mail info@syusei.biz

初めて入会をした当時の反省点︑現在の守成クラブの良い点などを
これから活躍する皆様に伝えて行きたいと答えてくれる和泉さん︒
﹁様々な経験をし︑今思う事があります︒

.仕事の会と情報が集まる会である︒
1
.開業した人の出会いの場である︒
2
.人脈を作る会である︒
3

これらの思いが仕事の幅を増やし成功の足がかりになるのではないか﹂
と
教えて頂きました︒今後の和泉さんの活躍に期待です！
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守成メンバー

職種別紹介〈自動車関連〉

●金田和鐘（株）
丸金金田自動車〈自動車販売・整備〉 ●金田信貴（株）
タックスカネタ〈自動車（新車・中古車）、用品販売〉
●和泉泰弘（有）BPS イズミ〈自動車修理業〉 ●澁谷崇央（有）
旭川タイヤサービス〈タイヤ販売、保管、出張サービス・水

暖房機〉 ●尾暮敏雄 長尾部品（株）
〈自動車部品販売〉 ●加藤康博（株）
大谷〈鉄鋼業・自動車及び建設機械修理、販売 〉
●八尾 亮（株）
金田自動車〈自動車整備業〉 ●北口誠二（有）システム企画〈自動車販売他自動車関連〉 ●矢田栄司ＡＧ
トレーディング（株）
〈レンタカー〉 ●里村

亘（ＡＧクラフト）
〈自動車ガラス販売〉 ●瀬越祐介（有）オートショップ

道央〈自動車売買・リース〉 ●佐藤 潤（同）ガレージカーズ〈自動車販売〉 ●能沢悠多（N. プロジェクト）
〈自動車整備〉

●佐藤真吾 ホットスタッフ〈オートバイ販売〉 ●岡本純一（株）平成グループ〈代行業〉 ●岸 政充（有）みつばちタクシー〈タクシー〉

仕事依頼

事例報告

看板制作の依頼・・・ご主人の誠実さと豊かな経験

『下手なほうがいいんだ。笑い出すほど不器用だったら
それはかえって楽しいじゃないか』
岡本太郎が残した言葉の一つです。僕が大きく影響を受けている芸

発注先／こだま工房さん
依頼者／コハタ制作室

術家の一人ですが、彼は同時に沢山の言葉を残しました。
『芸術は爆

木幡留美

発だ！』は有名ですね。さて人は、というか特に日本人は上手く出来

楽2条11丁目のパン酵房「ナチュール」様より

神

ないことは人前に出ない方がいいという思考に囚われ行動に移せな

看板のデザイン制作の依頼があり以前一度依

いことが多いのではないでしょうか。そういう僕もそういう日本人

頼をし、丁寧な仕事でお客さまにも喜ばれた“こだ

の一人です。でも、下手でも外に出すのとそうでないのとではその後

ま工房”さんに突き出し看板と平面看板を依頼しま

の進歩には歴然の差がありますね。英会話なんてそうですよね。頭で

した。今回も経験豊かな児玉さんのご主人から適切

は分かっているのです。でも、行動には結びつかない。必要なのは心

な看板案を頂き、

のスイッチ。岡本太郎は言う、笑い出すほど不器用なら楽しいじゃな

お客さまにも満足

いか。いや、自分が楽しければいい。その時楽しくなくたってそのう

して頂け私のイラ

ち楽しくなるかもしれ

ストが映える看板

ない。最悪、誰かが楽し

を取り付けること

くなれればいいのだ。そ

が出来ました。お忙

う思えば少しだけ行動

しい合間だったに

出来るかもしれません。

も関わらず迅速に

さあ、明日への一歩を。

対応して頂きあり
がとうございまし

コラム

た 。ま た お 願 い し

早坂琢弥

ます。

［事務局からのお願い］守成メンバーの皆さまへ・・・ご協力お願いします。

01

守成クラブ内での売上実績収集。
昨年度は毎月の提出を求めていましたが、
今期は６ヶ月に１回を予定。

02

是非ご協力をお願いします！！

お連れするゲスト様への責任は紹介者にあります。
⇒ 紹介者へ責任を持ってクラブのルール等を啓蒙してください。
⇒ 例会で [ 独りぼっち ] にならないように心がけてください。
⇒ その方が正会員になるまで積極的にフォローしましょう。

5・6月の主な予定

旭川

次回例会

5/ 11（水）18：30〜第 166 回例会（アートホテルズ旭川）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

5/13（金）19：00〜世話人会（株）新和（忠和 5 条 7 丁目 2-23 ）
5/16（月）19：00〜委員長会議ときわ市民ホール302号室（５条通４丁目）
5/18（水）12：00〜フレンドランチ会

銀座ライオン（宮下通 11 丁目）

4/6
現在の会員数 現在

5/24（火）12：00〜レディースランチ会 Dining Cafe & Bar スノーム（3 条通 8 丁目）
会社訪問 旭川ケーブルテレビ㈱（旭川市 8 条西 2丁目 2 番16号）
6/ 7 （火）18：30〜第 166 回例会（旭川グランドホテル）

年会費19,440円

6月7日（火）

発行 / 守成クラブ旭川 リキャブ制作委員会

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

251 名
154 名
93 名
11 名
2名

先月例会出席報告
正準会員代
代 理 出席
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

編集 / 福井 雄一、早坂 琢弥、木幡 留美

145 名
5名
2名
15 名
167 名

制作・印刷 / コハタ制作室

第165回『仕事バンバンプラザ』

例会報告 委員長 菅野 美加

代表挨拶

例会委員会 ひまわり

会の目的内容がチームの仲間をより知ろう!!という事

い

で委員会ごとの席とさせていただき、仕事内容を話しな

よいよ、新年度の例会が始まりまし

た。お忙しい中、１７０名を超える出

《平成28年度 新制度》
1.参与会員制度

世話人経験のある60歳以上の会員を参与とします。特に主だった
仕事はありませんが、功労者ですので会員の皆さんはご認識下さい。

席の返事をいただきました。ただ、諸事があ

がら信頼関係を深める等40分の車座で各委員長、副委員長さ

り変更の連絡を数名いただいております

んに仕切っていただきました。旭川始まって以来の168名の参

が、それでも１６０名を超える例会になり

加人数となり、ゲスト様も15名と席の配置等苦労しましたが、

2.パートナー会員制度

他会場所属ながら旭川会場の例会に積極的にご参加頂き、旭川会場の活性化に寄与されていらっしゃる
方をパートナー会員として迎えます。現在は北見会場の上田さん(成進北見)がパートナー会員です。
パートナー会員は以下について対象となります。

そうです。そしてなにより嬉しいのは、未返

ウエルカム委員会のスムーズな対応により問題なく席札を渡

信の方が１０名居なかった事です。今後も

す事が出来ました。感謝しています。

お返事を頂けますようよろしくお願いいた

名刺交換では、予定していた場所が変更になるなど心残りでは

します。

有りますが会員様の意識、各委員会の皆様のまとまりが今回見

さて、マーケットも大きくなってきまし

られ感謝とともに旭川会場が今後盛り上がっていける様に次

(1)例会案内の発送

コミュニケーション委員会報告

例会の出欠回答締切日を超過しての参加申込はできません
今期も他会場例会の参加費用(¥5,000)を補助します。昨年と一部ルールの変更があります。
(1)他会場例会への参加を、事前に事務局又は代表、副代表を含む世話人へ連絡していること。
(2)他会場の例会に参加した際の様子や感想などのレポートを提出頂くこと。
＊レポートは様式に沿ってご記入ください。＊提出されたレポートは、例会時会員に配布(公開)されます。

水 Facebook講習会
4/13○

るように、お仕事をしていただければと、

委員長

しくお願いいたします。

土 第２回 料理がおいしく写る写真教室
4/23○

さんお忙しい中FB講習会への参加、誠にありがとうござ

本

います。参加された方は やはり使い方がイマイチわから

(3)他会場例会参加の際に支払った参加費用の領収書を提出いただくこと。

思っています。今日そして、今年一年間よろ

堂本晴文

日、デザインスタジオオザキさんによる『料理がおいしく
写る写真教室』を昨年度に続き開催していただきまし

ず聞くに聞けない状況の方も多かったので、この場を利用して

た！写真は難しいですけど奥が深くて楽しかったですよ⤴

非常に積極的に質問して下さいました。講師のBM佐々木委員長

少しはうまく撮れたかなと思うのですが…

もわかりやすく解説していただきましたので非常に有意義なイ

尾崎さんお疲れ様でした〜

＊領収書の宛名は「守成クラブ旭川」でいただいてください。

※上記内容についての詳細は、代表、副代表を含む世話人及び事務局、又は所属委員長までお問い合わせ下さい。

出発進行！！

がんばれ楯

市場拡大ありがとうございます!

ベントになったと思います。今回好評だったので 第2回目中級

赤バッチ 正会員

どんどん守成の輪を広げて行きましょう!!

藤盛明美

編も実施する予定でいます。その時はまた参加お待ちしてま

（ふじもり あけみ）

す。今回はありがとうございました。

濱田知子

aroma room
HERBA（ヘルバ）代表

（はまだ ともこ）

旭川ヒアリング(株)

〈業種：アロマ・カラーセラピー〉
補聴器屋さん 取締役
〒071-8134
〈業種：補聴器〉
旭川市末広4条10丁目6-5
旭川市東鷹栖4線14号2948-14
TEL 0166-57-4227
TEL 0166-57-0933

コミュニケーションイベント案内

5/26 ゴルフ練習会19時〜
場所 イーグルゴルフセンター
赤坂プロご指導のもとみんなで
上手くなりましょう。

火
4/12○

ウ

6/12 バーベキュー大会 12時〜

場所 クリスタルガーデン
参加費 3500円 子供 1500円
駅前から11時半に送迎バスが出ます。

フレンドランチ会

ェルカム委員会の中嶋委員長が担当のもと開催さ
れました。実は初参加のフレンドランチ会でした

(3)皆勤賞

4.他会場例会の参加費用補助

えて、水をやり、大きな実を付ける事が出来
コミュニケーション委員会

(2)守成クラブ旭川のfacebookページの参加

3.ゲスト参加申込期限の厳格化

た以前お話ししたように、畑を耕し、種を植

回につなげたいと思います。

皆

小滝 達也

畑を耕し、種を植え、水をやり、大きな実を付けよう！

目的＝チームの仲間をより知ろう！

例

㈱小滝畜産 代表取締役

6/25 守成ゴルフコンペ
8時18分〜

久保村やす子

場所 旭川たかすゴルフクラブ
参加費 2000円(プレー代各自精算)

京呉服専門 (有)
山新 久保村

〈業種：呉服〉
〒078-8347
旭川市東光7条1丁目4−12
TEL 090-7518-6175

レディースランチ会

火
4/19○

今

古立貴仁

（くぼむら やすこ）

（こだち たかひと）

Bar&Dining Buddy 代表
〈業種：飲食店〉
旭川市3条通6丁目
ウィンダムビル地下1階
TEL 0166-74-5711

山田隼人

米本美香子

（やまだ はやと）
(株)サントラスト 代表取締役
〈業種：建機等総合レンタル〉
旭川市永山6条6丁目3番6-2号
TEL 0166-85-7495

（よねもと みかこ）
ミカリンハウス 代表
〈業種：視力回復センター〉
旭川市東旭川南1条2丁目4-9
TEL 080-5587-5503

梅野紗季

（おがさわら げん）

小笠原元

(株)北海道ソグナップ

（うめの さき）

しあわせのかぎや 代表

〈業種：ヒーリングカフェ〉
旭川市宮下通21丁目1974-315
TEL 0166-74-6854

代表取締役
〈業種：滑り止め施工〉
旭川市東光6条5丁目4番21号
TEL 0166-38-6360

回は大雪地ビール館でランチをしながら自社ピーアールの後、
今後のレディースランチ会の運営などの話をしました。会社訪問

が、例会での車座商談会よりもアットホームな雰囲気で

は、お客様に合わせたウェディングをコーディネートされている江口美

普段緊張しがちな自分ですが皆様との距離感が縮まった

和さんのお店、1条通14丁目にOPENしたクローバーさんに伺いました。

かなと感じました。是非皆様も参加してみて下さいね！

とても落ち着く空間でワークショップやコンサートも開催されます。

コメント／福井雄一

コメント／木幡留美
私達４名が
レディースランチ会の
担当です。
宜しくお願い致します。

Clover
Ginza Base
営業時間/
11：00〜１７
：００
定休日/火・水曜日

緑バッチ 準会員

高綱恵子（たかつな けいこ）
むつみ理容 オーナー

〈業種：理容室〉紹介者 米本美香子さん
配属 リキャブ委員会

畠 夏織（はた かおり）

（同）はた デイサービス イルカ
〈業種：介護〉紹介者 濱田知子さん
配属 カトレア

舘林千砂子（たてばやし ちさこ）
ヨガスタジオ Mint 代表

〈業種：ヨガ教室〉紹介者 藤盛明美さん
配属 チューリップ

正会員目指して頑張りましょう。

東海林孝一（しょうじ こういち）

旭川総合システム(有) 専務取締役
〈業種：弱電業〉紹介者 上神田篤さん
配属 チューリップ

大友紅離裟（おおとも ありっさ）

ＡＬＹホリスティック ウェルネス 代表
紹介者 梅野紗季さん
配属 ＢＭ委員会

早川江利子（はやかわ えりこ）

能沢悠多（のざわ ゆうた）

武内 誠（たけうち まこと）

紹介者 久保村やす子さん
配属 フォローアップ

紹介者 山田隼人さん
配属 チューリップ

紹介者 小笠原元さん
配属 ＢＭ委員会

アロマとハーブのアトリエ ル・ブラン 代表

N.プロジェクト 代表

たけうちホーム 副代表

