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申込日：2006 年 2 月 3 日
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守成クラブ
旭川
検索

経営者に直接会える
守成クラブを
最大限に活用し
ビジネスに繋げています。

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
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守成クラブ旭川広報紙

RE CAB

RE CAB
リキャブ

守

成クラブには金田自動車の八尾さんのお父様と同級生というご

看板の製作だけでなく色々なご相

縁で、お誘いを受け入会しました。最初は名前を覚えてもらうため

談が出来るこだま工房さん。社長

に、例会では何も食べずに名刺を配っていました。そして自主的に仲の良

様は、提案型の看板を製作してお

いメンバー3人と会社訪問を週に2回は行い、その方々と守成クラブ稚内

り、家具や木工品なども作成され

の立ち上げにも参加しました。現在も、ランチ会などに積極的に参加して

ています。御自宅も自分で大改造

顔や名前を憶えてもらにうようにしています。入会以前は、私が飛び込み

し細部にわたり工夫がいっぱい！

で営業しても簡単にあしらわれた時期もありました。守成クラブは会社のNo. 1No.2の方と無

社長のモノづくりへの思いを奥様

条件でお会いでき、お名刺も交換でき、人としてお話のできる素晴らしい会だと思います。私は

に伺っているだけで夫婦仲の良さ

社長のモノづくりへの思いを知ってもうため御用聞きとして毎日飛び回り、経営者の方に直接
会える守成クラブを最大限に活用しビジネスに繋げています。

守成メンバー

が伝わってきました。

コメント／㈱クボタ贈商 窪田 幸雄

㈲こだま工房 児玉 久子

職種別紹介〈保険、金融、各種士業〉

●嵯峨 学 ㈲プラス . １〈損害保険、生命保険代理店〉 ●佐藤仁親 スマイル保険事務所〈保険業〉 ●山下真琴 ㈱ MAPLE
オフィス〈保険代理店〉 ●加藤幸浩 ㈱旭川あんしんプランナー〈保険業〉 ●有田光志 ㈱エイブル保険事務所〈生損保代理
店〉 ●山本知佳 住友生命 旭川支社 旭川支部〈生命保険 損害保険〉 ●小西義信 旭川駅内郵便局〈郵便事業、ファイナンシャ
ルプランニング〉 ●藤田 強 ソニー生命保険㈱〈金融保険業〉 ●工藤清昭 富国生命保険相互会社 旭川第二営業所〈金融保
険業〉 ●鴫原正樹 ㈱ MS パートナーズ〈保険代理店〉 ●鈴木 秀 東京海上日動火災保険㈱ 旭川支店〈損害保険〉 ●平野
健治 平野社会保険労務士事務所〈特定社会保険労務士〉 ●高橋圭佑 ノータス経営労務事務所〈社会保険労務士〉 ●工藤清
昭 富国生命保険相互会社 旭川第二営業所〈金融保険業〉 ●立花慎也 北空知信金 旭川支店〈金融業〉 ●川上健太 千葉総合
法律事務所〈弁護士〉 ●富川泰志 富川法律事務所〈弁護士〉 ●坂井 仁 行政書士坂井法務事務所〈行政書士〉 ●實吉孝範
朝日税理士法人 旭川事務所〈税理士〉 ●川口洋平 川口幸三税理士事務所〈税理士〉 ●坂本英志 坂本英志税理士事務所〈税
理士〉 ●平野健治 平野社会保険労務士事務所〈特定社会保険労務士〉

RE:CAB特選コラム

長生きの秘訣は
「筋力」にあり！

達は「筋肉」があることで体温や姿勢を保て

筋トレが行われています。運動をすると脂肪だけが

おり、髪も皮膚も爪もその一部です。また、免疫や酵

実は一緒に筋肉も消費しています。筋力アップには

私

ています。この筋肉はたんぱく質で作られて

素の元でもあり、脳細胞や神経伝達物質もたんぱく
質から作り出されています。今、高齢者の現場では

ハピネス
保科真緒里

健康寿命を延ばすために筋力アップが最も重要で
あると言われており、病院や施設などでも積極的に

燃焼されると思われている方が多いと思いますが、
適度な運動＋普段の食事などでしっかりとたんぱ
く質を摂取していくことが大切です。

いつまでもイキイキとした毎日を過ごすために筋
活しませんか？

［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

11・12月の主な予定

次回例会

銀座ライオン（宮下通11丁目 ）

11/24（木）18：00〜創友塾（旭川グランドホテル）
11/29（火）12：00〜レディースランチ会 amie 工房（旭町 2 条 12 丁目 98）
会社訪問 癒し処 Harmony
12/ 6（火）18：30〜第 173 回例会（旭川グランドホテル）

12 月6 日（火）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

11/18（金）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

11/ 15
（火）18：30〜第 172 回例会（旭川グランドホテル）
11/22（火）12：00〜フレンドランチ会

BM委員会

委員長 佐々木

10/28
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

281 名
会 員 数
162 名
正 会 員
118 名
準 会 員
1名
パートナー

旭川会場会員 170 名
3名
ゲスト
1名
他会場会員
174 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171回『仕事バンバンプラザ』

第171回『仕事バンバンプラザ』

がんばれ盾

守成クラブ旭川の市場拡大に
ご尽力いただき
ありがとうございます。

赤バッチ 正会員

代表挨拶

守成クラブの輪を広げて行きましょう!!

出発進行！！
大河内 豪（おおこうち

けいこ）

むつみ理容 オーナー

〈理容業〉
〒078-8234 旭川市豊岡4条1丁目3-21
TEL 0166-34-5836

たけし）

ぱっけーじなび．旭川 代表

〈包材資材販売〉
〒078-8343 旭川市東光3条1丁目3-19
TEL 0166-31-6015

日まで暑い日が続いて

主眼に置いた例会です。スー

いましたが、もう10月

ツ以外のユニフォームは一目

となり肌寒くなってきまし

で分かるチラシだと思いま

た。
もう既に、年末の準備で忙

す。積極的に自分を知っても

しくされている方も多いと思

らいましょう。本日出席メン

います。さて先月は、さくら委

バー全員が皆さまのマーケッ

員会 岩鼻委員長の「みんなで

トです。本日も、この市場を皆

顔晴れ！みんなで志事！」が

さまと共に充実したものにし

テーマでした。300社近いこ

て行こうと思っていますので

のマーケットを生かし、それ

よろしくお 願 いいたします。

ぞれの強みを生かして会員相
互の仕事をヒントにコラボさ
れたり、自らの仕事に生かし
たり出来るような例会でし
た。今月は、カトレア委員会

渡邉 正俊（わたなべ

藤原委員長の「自社や自分を

まさとし）

アブル株式会社代表取締役

積極的に知ってもらい覚えて

秋元

〈消防設備点検・防災設備販売〉
〒070-0058
旭川市8条西1丁目1番19号
TEL 0166-56-7205

修（あきもと

〈ITサポート、ソフト開発〉
〒078-8812 旭川市緑が丘南2条2丁目7-3
TEL 0166-60-5801

緑バッチ 準会員

安井 元和（やすい

おさむ）

㈲コアプランニング 代表取締役

もとかず）

㈲鈴蘭ガレージ 代表取締役

〈ガレージ、鉄工製品、板金加工〉
〒070-0014 旭川市新星町3丁目1番6号
TEL 0166-29-2060

もらおう！」をテーマに作業
着での出席もOKにし如何に
印象付けることが出来るかを

例会報告

正会員を目指し頑張ろう!

自社や自分を積極的に知って
もらい覚えてもらおう！
例会委員会 カトレア

委員長

川口 洋平

村山 公一

（むらやま こういち）

田中 晴己

川口幸三税理士事務所

㈱盛電
写真事業部 Oﬀciceむらやま

シェーブ たなか

紹介者 西村公艶
配属 ウェルカム委員会

紹介者 和泉泰弘
配属 リキャブ委員会

紹介者 高綱恵子
配属 リキャブ委員会

（かわぐち ようへい）
税理士〈税理士〉

代表取締役〈写真業〉

御家瀬 寿彦

髙橋

岳

（たかはし がく）

㈲ミカセ創建

㈱エイチ・アイ・エス
フィール旭川営業所

紹介者 安井元和
配属 フォローアップ委員会

紹介者 松田智哉
配属 チューリップ

（たなか はるみ）

（みかせ としひこ）

代表〈理容師〉

取締役〈建築業〉

所長〈旅行業〉

今

藤原直樹

期に入り毎月新入会員が約10名ず
つ増えてきてます。
同じ委員会にな

れば顔、
名前、
職種も分かりますが
「あの人
誰だっけ？」
と覚えきれない会員さんが増
えてきていると思いますし、
顔と名前を覚
えてもらえても
「○○さんは何屋さんだっ
け？」という方も多いと思います。そこで
今回の例会は１人でも多くの会員さんに
顔と名前や社名・職種を覚えてもらえるよ
う、
車座商談会では会社案内やパンフレッ
トなどを持参して積極的にＰＲして頂き

山田 美智子
（やまだ みちこ）

井上

渉

北條 こより

橋詰 博文

前田ロシェール

㈱ひとらんど

フロンティアホーム㈱

スナック JOY

紹介者 松村優子
配属 コミュニケーション委員会

紹介者 渡邉正俊
配属 BM委員会

紹介者 富川泰志
配属 BM委員会

場所：旭川グランドホテル

参加費：500円

㈱A.O.G
パーリーゲーツ旭川店

（いのうえ わたる）

（きたじょう こより）

紹介者 有田光志
配属 チューリップ

代表〈自動車販売〉

紹介者 和泉泰弘
配属 ウェルカム委員会

代表取締役〈人材派遣業〉

店長
〈ゴルフウェア販売〉

CarBest井上

創友塾開催

（はしづめ ひろふみ）

（まえだ ろしぇーる）

代表取締役〈建設業〉

日時：11月24日
（木）18：00〜※10分前着席厳守

ママ〈飲食業〉

入塾資格：正会員でかつ紹介者が１名以上会員として残っているもの 講師：守成クラブ創設者 伊藤 小一

伊藤小一氏の“想い”を生で聴く絶好の機会です！

小滝 達也

作業着やユニホームは一目でわかるチラシ！
積極的に自分を知ってもらいましょう。

先

高綱 恵子（たかつな

㈱小滝畜産 代表取締役

申込期限は過ぎておりますが参加希望の方は本日(11/15)中に世話人、事務局へお申し出下さい。

ました。
また当日は社名やロゴ入りの作業
着など業種をイメージしやすいユニ
フォームの着用もＯＫとさせて頂きまし
たが、ユニフォームを着用した事で、いつ
もの例会より数多くの方から声をかけて
もらい商談にも繋がった、
という嬉しい意
見も頂けました。
積極的なＰＲは熱意とな
り、活気を生み、その活気が商売につなが
りますし、
これが守成クラブの本来の姿だ
と思います。
この熱意と活気を忘れること
なく例会に参加しましょう。

副代表の一言
守

（株）総北海

西村 公艶

成クラブは決裁権のあ

とはできません。どちらが良

る会員同士が例会等を

い悪いという判断の権限を持

通じて知り合い、お互いの商

ち合わせていないからです。

売繁盛を目的に新しいマー

仕事を依頼する場合、お引き

ケットを切り開き、実利に徹

受けする場合には、
守成クラブ

した商談を積極的に行ってい

内であっても「仕様（内容）」、

くものです。守成クラブは単

「納期」、
「金額」、
「支払い期日」

なる「異業種交流会」ではなく

などを事前に確認し、場合に

「経営者の商談交流会」です。

よっては契約を結ぶなどして

そのような守成クラブです

お取引をしていただきたいと

が、会員同士による取引等で

思います。ちょっとした行き

のトラブルが残念ながら皆無

違いでトラブルになるケース

ではありません。会員数の増

も有ります。お互いが気持ち

加とともに多くの方が商談に

の良いお取引を行うためにも

交流に積極的に活動されてい

事前の確認を必ず行なってい

るからだとも言えます。守成

ただきたいと思います。

クラブは会員の紹介があって
入会が許される仕組みになっ
ており、それが取引上の最低
限の安全性の担保となってい
ます。仮に商売上のトラブル
があったとしても守成クラブ
としては深くまで立ち入るこ

