鬼瓦賞

守成クラブ旭川副代表

伊藤勝治
紹介者：柳沼 雅彦
申込日：2002 年 9 月 18 日

㈱ラッツ・９９４

守成クラブ
旭川
検索

代表取締役
営業用ツールの制作・デザイン
印刷・看板・Web 業
住所 /〒078-8217
旭川市 7条通18丁目 3916-2（2F）
TEL/ 0166-35-4466
FAX/ 0166-35-9994
http://www.lat994.co.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

私は旭川会場の
初めからのメン
バーになります
が、時代によって
守成の体制がど
んどん変わって
来ているのを見
ています。以前は
個々の主張の闘いの場だったことも
あり、なかなか伸び悩む方もいらっ
しゃいました。
もちろん個々の実績を
努力し、上げていくことは経営者の
集まりであり大前提でありますが、
協力し合い大小様々ですがイベント
を行うなどの業績が上がる協力も
多く必要になって来ている時ではな
いかと私は思っております。守成クラ
ブが旭川地域ならではの活性化に
繋がる場になるよう今後共努めてま
いりたいと思います。
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〈飲食店、宿泊施設、入浴施設〉
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●梅井幹雄 大雪地ビール㈱〈レストラン・地ビール〉 ●立岡ひとみ スナックエフィー〈スナック〉 ●佐藤泰輔㈱ サッポロラ

イオン〈ビアホール・レストラン〉 ●太田 愛 ライフ…〈スナック〉 ●長谷川新子 ㈱旭川グランドホテル〈ホテル〉 ●菅野

雅文 和のみ〈ランチ・喫茶・ほか〉 ●草嶋一介 ㈱アートホテルズ旭川〈ホテル〉 ●丹野香織 焼鳥らんまん〈焼き鳥〉 ●諸橋

美幸 東横イン旭川駅東口〈ホテル〉 ●馬場瑞穂 JapaneseBAR 椛〈スナック〉 ●長野麻希 ラウンジ桜花〈スナック〉 ●城
岡ひとみ スナック華月〈スナック〉 ●高貝年擴 カクテールサロン光亭〈カクテルバー〉
●山本英樹 焼鳥倶楽部ふとっぱらや

〈焼き鳥・居酒屋〉 ●浦野友紀也 森のゆ 花神楽〈ホテル公衆浴場〉 ●井上幸子 amie 工房〈スイーツ製造販売、喫茶〉 ●本
庄真幸 ㈱ゆとり北海道 石焼料理 菊善〈レストラン〉 ●小野寺孔 浜田屋〈居酒屋〉 ●藤井宏泰 ㈱藤井調理部〈仕出し料理〉

●加賀涼美 ラウンジバー海棠〈スナック〉 ●近藤卓也 ㈱ TAKU〈居酒屋〉 ●遠藤未麗 Mire〈スナック〉 ●長津亜希 ラウ
ンジミランダ〈スナック〉 ●竹澤一樹 ㈲桜屋 北の富士〈鍋料理、ランチ〉 ●鈴木英利子㈱クリエイション 北の酔り処・仔

牛苑〈居酒屋〉 ●成澤優華 ㈱ 雪屋 Dining Café & Bar SNOME〈ダイニングカフェバー〉 ●秋葉真紀 スナック Fantasy

〈スナック〉 ●吉川宏美（MERRY BAR〈スナック〉 ●梅野紗季 しあわせのかぎや〈ヒーリングカフェ〉 ●上野貴仁 Free

Space Bar Up Freak〈バー〉 ●古立貴仁 Bar&Dining Buddy〈海鮮ダイニング・バー〉 ●江頭光子 おばんざい屋 ふう

〈居酒屋〉 ●藤沢友晴 ㈱イーエムエル〈クラブ〉 ●毛利公貴 ㈱道北物産 旭川クリスタルガーデン〈レストラン〉

『飲み会をあなどるナカレ〜幹事は出世の近道！？』

馬場

人材育成コンサルタント

瑞穂

近、若者の「飲み会離れ」が目立ち、なかなかコミュニ

前 に「あの方は出世しませんね」なんて言うほど

ケーションがとりずらくなってきました。私は、８年

です（怖っ）。幹事さんは、出世の近道ですね。皆さん、積極的

半、飲む席を提供し、人材育成に力を注いできたことから講

に幹事を申し出て欲しいところ。私が見てきたしっかりとし

師業をしていますが、その中でも「飲みニケーション研修」に

た幹事さんは、皆さん出世しています。仕事がデキル＝人付

力を注いでいる者として、ぜひ「飲み会嫌い」の方にも知って

き合いができるかどうか（コミュニケーション能力が高い）

欲しいことがあります。飲み会というのは、仕事をする上で

なのだと思います。幹事さんは、お店選びというマーケティ

もコミュニケーションを円滑にするだけではなく日々の仕

ング能力やタイムマネジメントができないと宴会を成功に

事において、コミュニケーションをとる訓練にもなり、自己

導けません。参加する皆さんをまとめるというリーダーの資

啓発の場になります。特に、人の懐に入っていく術が身につ

質も試されます。社内では見られないリーダー資質を、
「飲み

くのです。洞察力もそうです。当社のBARにアルバイトして

会」という席を上手に利用し自分をどんどんアピールして出

いる女子大生ですらしっかりと人を見る目が 養 われ、一丁

世して欲しいものです。さあ、明日への一歩を。

最

［世話人会からのお願い］ご協力お願いします。 ［BM委員会からのお願い］早期受付について

1. 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、

BM委員会では、18：10までに例会出席受付をされた方を対象に

2.

社PRを是非ご活用ください。協賛商品をご提供

した 早期受付者抽選会を実施しております。それに伴い、早期受

今期は６ヶ月に１回を予定。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。

付者抽選会の協賛商品を募集しております。協賛商品を使った自
いただける方は下記までご連絡をお願いいたします。

株式会社クロスワーク

FAX/0166-85-7967 emaill info@xwksoft.net

7・8月の主な予定

次回例会

大雪地ビール（宮下通 11 丁目）

7/15（金）19：00〜委員長会議 ときわ市民ホール302号室（５条通４丁目）
7/19（火）19：00〜21：00 レディースナイト会
旭川グランドホテルビアガーデン（6 条通9 丁目）会費 4,500 円
8/ 4 （木）18：30〜第 169 回例会（旭川グランドホテル）

8月4日（木）

１８：３０〜 旭川グランド・ホテル

7/12（火）12：00〜フレンドランチ会 銀座ライオン（宮下通 11 丁目 ）

年会費19,440円

仁

旭川

7/ 5 （火）18：30〜第 168 回例会（アートホテルズ旭川）
7/14（木）12：00〜世話人会

BM委員会

委員長 佐々木

6/9
現在の会員数 現在

263 名
会 員 数
159 名
正 会 員
103 名
準 会 員
1名
パートナー

発行 / 守成クラブ旭川 リキャブ制作委員会

先月例会出席報告
正準会員 139 名
4名
代 理 出席
6名
他 地 区
15 名
ゲ ス ト
164 名
合 計

編集 / 福井 雄一、早坂 琢弥、木幡 留美

制作・印刷 / コハタ制作室

