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代表
ウェディングプロデュース
住所 /〒070-0031
旭川市 1 条通 14 丁目 349
T E L/ 0166-56-9513
FAX/ 0166-56-4591
http://www.hws-clover.com/

守成クラブ

ウェディングの仕事に関わり17年、起業から10年、守成クラブに入会して10
年と節目の年です。起業してからの基盤はこの会によって作られたといっても過
言ではありません。今年の2月にカフェを併設したクローバーギンザベースを開
店しウェディングの相談室との両スペースで現在営業しています。仕事のビジョ
ンは
「愛・感謝・絆」。 人の力になることが好きで人の世話を焼くのが得意です。
そんなことがプランナーの仕事に生かされているように感じます。 お客様には
等身大のウェディングをモットーに無理のないプランをご提案し、最大限の喜
びを与えていけるよう取り組んでいます。

鬼瓦賞

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

フレンドリーさが心地いい
困ったときに役に立つ
そんな会です。
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〈各種商品販売、卸売〉

●柳沼雅彦 ㈱柳沼〈米穀・石油類販売〉 ●小滝達也 ㈱小滝畜産〈食肉卸〉 ●大村尚史 ㈱新和〈作業手袋・作業着販売〉 ●長

原 守 ㈲北海事務機〈事務機器・事務用品〉 ●吉本真澄 フラワーショップＢＬＯＯＭ
〈生花業〉 ●清水京子 地酒のまるしん

商店〈酒類小売〉 ●河野忠克 ㈱ネクスト〈事務機器〉 ●相澤元恵 ㈱彩暮〈カーテン、家具〉 ●岡田 毅 ㈲北光〈クリーニン

グ・洗剤小売〉 ●佐藤伸 カネシン佐藤商店〈魚介類販売〉 ●大路欣正 ㈱オフィスクラウド〈ＯＡ機器販売〉 ●矢部大輔 ㈱

矢部きのこ園〈キノコ栽培〉 ●青柳秀樹 らっく株式会社〈食料品卸〉 ●中村裕治 ㈱裕貴〈菓子製造・販売、農産物販売〉 ●
松浦辰哉 ㈲大崎石油店〈石油販売〉 ●阿部優美子 Rainbow-Rose レインボーローズ〈フラワーエッセンス他販売〉 ●辻

晃一 FUTARIYA〈指輪/アクセサリー〉 ●山本耕司 ㈱Ｊ＆Ｊ
〈ペット販売〉 ●濱田知子 旭川ヒアリング ㈱補聴器屋さん〈補

聴器〉 ●奥村一美 ㈱ uno｜富良野キャンドル工房〈キャンドル製造・販売〉 ●藤井泰樹 ㈱大雪山麓社〈食品製造販売〉 ●
長谷川智子 tocotoco.〈革アクセサリー〉

コミュニケーション委員会報告

着

木 社会人基礎研修会
7/14○

コミュニケーション委員会
委員長 堂本 晴文

椛

久保村
『着物を着ましょう』京呉服専門㈲山新
久保村 やす子

物を着ていると声を掛けてくれる人がいる
のが嬉しい。外出時、見知らぬ人が親しげに声を掛け

てくれたりします。それは、その方々のお母様やご家族やご

のママこと馬場 瑞穂さんによる研修会がときわ市民
ホールで行われました。当社からも1名若手社員を参

加させていだだきましたが、自分達ではなかなか上手く伝え
られないことを楽しく分かりやすく講習していただいたの
で教える立場の私達も非常に勉強になりました。

自分の着物に関する思い出や思いだったりします。普段は目
立たないオバサンの私が、着物を着ると別人に見えるのね。衣
裳一つで自分を変身させてくれます。淑やかに、慎ましく、華
やかに、美しく、キチンとした女性に見せてくれる魔法の清楚
なドレス『きもの』は私を女優にしてくれます。普段忙しくお
仕事をされている女性の皆様、そしてあなたのまわりの人た

馬場さんありがとうございました！！

ちに着物を是非着てもらいましょう。普
段の洋服もモチロン素敵だけど『世界の
民族衣装の中でも布に美しい絵を描い
てまとっているのは日本の着物だけ
よ。』一生の内に、これを着ないなんて、
本当にもったいない話ですよ。

［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

8・9月の主な予定

次回例会

8/10（水）12：00〜フレンドランチ会 大雪地ビール（宮下通 11 丁目 ）
8/23（火）12：00〜レディースランチ会 和のみ（東旭川北 1 条 8 丁目 2-1）
駐車場は㈱インテックさん 会社訪問 ㈱ほりべ造園（東旭川町共栄 17-5 ）
9/ 7 （水）18：30〜第 170 回例会（アートホテルズ旭川）

9月7日（水）

１８：３０〜 アートホテルズ旭川

銀座ライオン（宮下通 11 丁目）

8/ 8 （月）19：00〜委員長会議 ときわ市民ホール303 号室（５条通４丁目）

年会費19,440円

仁

旭川

8/ 4 （木）18：30〜第 169 回例会（旭川グランドホテル）
8/ 8 （月）12：00〜世話人会

BM委員会

委員長 佐々木

7/25
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

268 名
会 員 数
156 名
正 会 員
111 名
準 会 員
1名
パートナー

旭川会場会員 158 名
11 名
ゲスト
9名
他会場会員
178 名
合 計

発行 / 守成クラブ旭川 リキャブ制作委員会

編集 / 福井 雄一、早坂 琢弥、木幡 留美

制作・印刷 / コハタ制作室

第168回『仕事バンバンプラザ』

鬼瓦賞 ５社ご紹介

守成クラブ旭川の市場拡大ありがとうございます!

赤バッチ 正会員

守成の輪を広げて行きましょう!!

出発進行！！

江口 美和（えぐち

みわ）

ＨＷＳ Ｃｌｏｖｅｒ 代表
〈ウェディングプロデュース〉
〒070-0031旭川市1条通14丁目349
TEL 0166-23-7712

矢田 栄司（やだ えいじ）

ＡＧトレーディング㈱ 代表取締役

〈レンタカー〉
〒 071-8132 旭川市末広2条12丁目7-8
TEL 0166-74-6588

小山 訓史

（はせがわ ともこ）

（たかはし のりふみ）

tocotoco.

㈱アイ・リンクス

代表
〈革製品、アクセサリー〉
tokotokomelody@i.softbank.jp
facebook.com/tocotoco.jp
TEL 090-2872-3197

代表取締役
〈請負業、人材サポート 〉
〒079-8402
旭川市秋月2条1丁目
TEL 0166-76-7077

緑バッチ 準会員

舘林 千砂子（たてばやし ちさこ）
ヨガスタジオ Mint 代表

〈ヨガ教室〉紹介者 藤盛明美
配属 チューリップ

秋元

修（あきもと おさむ）

先 ブの基本理念とルール

会に参加しても、なかなか全

を再確認しよう」をテーマに、

は 出 来 ま せ ん 。そ こ で 同 じ

守成クラブの基本を振り返る

テーブルになったメンバーだ

例会でした。例会終了後、数名

けでも深く理解をし、二部会

の メ ン バ ー か ら 基 本 理 念・

を２会場にすることで広く語

ルール等忘れていた事など再

り合っていただこうと言う内

認識が出来て良かったとの感

容と聞いています。ゲストさ

想 も い た だ き ま し た 。そ の

んが11社、他会場より９名の

ルールの中で基本中の基本な

方がこられています。本日参

のですが「なぜ例会に出席し

加予定の180社全てが皆様の

なければならないのか」大き

マーケットです。本日も、この

くは、情報の共有・自分を知っ

市場を皆さまと共に充実した

て貰う（販売促進）
・相手を知

ものにして行こうと思ってい

る（購買促進）。これだけ大き

ます。

トレスアニーロ マネージャー

〈ホームエステ機器、化粧品販売 〉紹介者 加賀涼美
配属 ひまわり

が 沢 山 増 え ま す 。そ れ だ け

幸子（かねこ さちこ）

癒し処 Harmony 代表

〈リラクゼーション〉紹介者 長谷川智子
配属 リキャブ委員会

有田 光志（ありた こうじ）

㈱ エイブル保険事務所 代表取締役

〈生損保代理店〉紹介者 植木雅文(札幌南)
配属 チューリップ

チャンスロスをしている事に

橋場 優企（はしば ゆうき）

なります。さてそこで、本日の

㈱ばらドライセンター 代表取締役

〈クリーニング〉紹介者 堀
配属 ひまわり

大河内

チューリップ委員会・矢田委

康裕（札幌東）

豪（おおこうち たけし）

ぱっけーじなび．旭川 代表

〈包材資材販売〉紹介者 藤島芳昭（札幌北）
配属 ウェルカム委員会

横井 裕明（よこい ひろあき）

立崎

裕二（たつさき ゆうじ）

㈱ジャンクボックス 代表

〈自動車買取、販売〉紹介者 矢田栄司
配属 チューリップ

藤井

泰樹（ふじい やすき）

㈱大雪山麓社 代表取締役

〈食品製造販売 〉紹介者 島部雅央
配属 さくら

（同）ノンビジュー｜エヴァンスブライダル 代表

●久しぶりにランチ会に参加できました。
仕事中の限
られた時間だから、
皆さんの
「仕事顔晴ってるぞ！」
っ
ていうパワーがスゴく伝わってきて、昼からの仕事
も、
モリモリ頑張れました( ́ ▽ ̀ )ﾉ
コメント/旭川ヒアリング㈱補聴器屋さん 濱田知子

●私は初めてフレンドランチ会に参加させて頂きま
した。
例会と違って和気あいあいと比較的軽い雰囲気
で親しみがあって楽しい時間を過ごせました。
それぞ
れお仕事の個性が服装からも見られたのでいい刺激
コメント/太陽整体院

高

祐淳

料

旭川グランドホテル

火 旭川グランドホテル
7/19○

宴会販売課長の
長谷川新子さん

レディースナイト会

火 大雪地ビール
7/12○

理は30種以上。飲み物も、各種生ビールをはじめ、日本酒・ワイン・焼酎・
中国酒・ソフトドリンクなど60種類以上楽しめる旭川グランドホテル

のビアガーデンがナイト会の会場でした。100分食べ飲み放題で、いつものラ
ンチ会より皆さんとゆっくりお話が出来ました。コメント／コハタ制作室 木幡留美
●外は少し寒かったけど、ハワイアン&タヒチダンスで満員御礼のビアガーデ
ン。初めて夜の会に参加させて頂きました。企業のピーアールとビアガーデン
の宣伝の、両方の機会を頂けたことに感謝します(˘˘)♡
これからもよろしくお願いします。

員長担当例会「深く！広く！
理解を深めよう」です。折角例

例会報告

円滑な例会のため
音響効果・照明で工夫

〈貴金属販売〉紹介者 江口美和
配属 コミュニケーション委員会

フレンドランチ会

てのメンバーと交流すること

回欠席しただけで知らない人

㈲コアプランニング 代表取締役

コメント／旭川グランドホテル 長谷川新子

小滝 達也

参加予定の180社全てが皆様のマーケット

なマーケットになると1〜2

〈ITサポート、ソフト開発 〉紹介者 島部雅央
配属 BM委員会

宮西 弘之（みやにし ひろゆき）

になりました。

㈱小滝畜産 代表取締役

月の例会は、
「守成クラ

長谷川 智子

金子

代表挨拶

例会委員会 チューリップ

委員長

例

矢田栄司

会出席者が最近はどんどん
増え約180名にもなる例会

が予想されたので、なんとか円滑
に例会を進めるために、音響効果・
照明の活用など、いくつかの工夫
をしてみましたが、皆さんいかが
でしたか？中には名刺交換中に
BGMが流れていたことに気づい
ていなかった方もいて少々へこみ
ました。そして2部会は大合同で
行い、両会場ともに大盛況だった
とのこと。時には、委員会の垣根を
超えての交流も大切だと痛感いた
しました。今後も円滑な例会運営
にご協力お願いいたします。
郵便局でしか買えない
小滝畜産の焼肉が
色々なセットで
味わえます！

副代表の一言

㈱ ラッツ・９９４
代表取締役

伊藤 勝治

会員同士の取り組みを考え、守成クラブ
旭川の趣旨と活動を広く知ってもらおう！
成クラブの現状会員数

の取引は基本ではあります

が多い旭川・釧路・帯広

が、会員同士の取り組みを考

の比較になりますが、旭川は

えて欲しいと思います。数字

会員数260名（正153・準106）

は当会の発展の原動力に成る

守

準会員率69％、帯広は227名

し、仲良しクラブだけでは続

（ 正 1 3 3・準 9 4 ）準 会 員 率

かないと思います。今後も一

70％、釧路は432名（正230・

層、守成クラブ旭川の趣旨と

準202）準会員率87.8％です。

活動を広く知ってもらう事を

最近の旭川会場は、ゲスト参

やっていかなけてばならない

加される方が多くなり入会率

し、その事が会の発展と商売

も高いのが特徴で、とても理

繁盛に繋がることと考えま

想的な展開です。これからの

す。

課題としては、会員間の売上
実績をどう作るかと言う事だ
と思います。調べたところ釧
路会場は2015年度クラブ内
商談売上額65億、帯広会場は
24億5千万で旭川会場はと言
うと遅れているのが現状で
す。それぞれの会場に地域特
性は有るが基本的には変わら
ないはずです。なので会員間

