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紹介者：小滝達也

仁
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森田仁プロデュース

タレント・司会 職種 / 広告美術業
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守成クラブ 旭川
検索

自分を
知ってもらう努力をして
商売にすぐに繋がらなくても
諦めないで！

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

成クラブは赤バッチの会という事で最初は人を誘う事ばかり考えていました。私は現在守成クラブ6年

目。そこで思うのは、例会出席が少なく守成クラブの事が分からない内に誘うべきではないと言う事。最

低限、自分を分かってもらって会を説明できるようになってから人を誘うべきかなと思います。それと守成ク

ラブはなかよしクラブではありません。あくまでも仕事の会です。休まないで例会に出席して自分を知っても

らう努力をしてほしい。商売にすぐに繋がらなくても諦めないでほしいと思います。私はタレント業で各種イ
ベントのＭＣ、忘新年会の司会など一人でも多くの方に知っていただいてお世話になった方々に恩返しがした

いと思います。今は、ポテトの『森田ヒトシのお仕事ちょうだい』、ＦＭリベール金曜12時『ヒルモリタ』を放送中
です。是非見て聞いてください。

守成メンバー

森田プロデュース 森田 仁

土木、建築、設備、電気、
職種別紹介〈 清掃、
消防設備、各種工事、関連商品販売 〉

●柳原美由紀 ㈱ゆう美堂〈住宅清掃業〉 ●渡邉正俊 アブル㈱〈消防設備点検・防災設備販売．弱電施工〉 ●上林和弘 ㈱イ
ンテック〈建築・内装〉 ●石田八郎 イー・アイ・テック㈱〈コンクリートカッター．土木工事〉 ●橋本博昭 花本建設㈱〈建
設業〉 ●川崎隆雄 ㈲緑鋼商〈金属製品加工、金属工事〉 ●佐々木達也 ㈲ちかぶみ石材〈石材・墓石〉 ●多田光臣 サービ
スエンジニアリング㈱〈設備業〉 ●小野田浩志 ㈲浩建〈土木建築〉 ●中嶋昌則 ㈲塗善塗装〈塗装業〉 ●上神田篤 ㈱ケイ・
オフィス〈美装・設備・内装〉 ●岩鼻徳夫 ＹＭホームズ〈住宅建設．リフォーム〉 ●宮本憲二 ㈱東和〈設備業〉 ●佐藤啓
史 ㈱北新興業〈解体業〉 ●布子克敏 パートナーズ㈱〈外壁工事．リフォーム〉 ●佐伯豪司 北日本塗巧〈塗装業〉 ●福井雄
一 外川塗装〈塗装業〉 ●堂本晴文 丸信衛生工業㈱〈設備業〉 ●田中 強 ㈱ハウジングインテリア〈内装業〉 ●河北俊也
シュンエンジニアリング〈設備業〉 ●堀井 隆 ホリイホーム〈住宅建設〉 ●坂井賢司 ㈱菱工坂井〈建築業〉 ●川田正一
川田工業所〈板金工事業〉 ●村井 誠 ㈲村井鉄工所〈鉄工業〉 ●菅原秀義 エー・テック〈設備業〉 ●阿部和久リプロデュー
ス〈解体業〉 ●森 法子 tunagu.works〈インテリアプランナー〉 ●藤原立人アーケン㈱〈住宅建設〉 ●藤野明美 ㈱ほ
りべ造園〈緑化・造園工事〉 ●堤 隆満 Repair work total service つつみ＜建設補修業〉 ●伊藤重久マイスターコー
ティング 旭川東店〈住宅清掃業〉 ●山田隼人 ㈱サントラスト〈建機等総合レンタル〉 ●岸本直仁 ㈱ Zin〈外構工事〉 ●東
海林孝一 旭川総合システム㈲〈弱電工事〉 ●武内 誠 たけうちホーム〈住宅建設〉 ●奥田博昭 文化シヤッター㈱旭川営業
所〈シャッター〉 ●安井元和 ㈲鈴蘭ガレージ〈車庫・ガレージ〉 ●太田雅規 太田シール工業〈防水・コーキング施工〉 ●
橋詰博文 フロンティアホーム㈱〈住宅建設〉 ●御家瀬寿彦 ㈲ミカセ創建〈住宅建設〉

第118回講座

創友塾開催
火 旭川グランドホテル
11/24○

創友塾とは守成クラブ創設者 伊藤小一氏の熱い想い 理念を直
に聞くことができる講座になります。商売とは、利幅の信奉者
にはなっていけない 等、改めて考えさせられる事ばかり。本田
宗一郎氏の考え また歴史に残る上杉治憲までの考え理念を学
ばせていただきました。参加者資格等ございますが、参加する
べき講座だと私は思いました。 コメント／外川塗装 福井 雄一

［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

BM委員会では、18：10までに例会出席受付された方を対象にし

1. 昨年度は毎月の提出を求めていましたが、
守成クラブ内での売上実績収集。

2.

た早期受付者抽選会を実施しております。それに伴い、早期受付

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。

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社
PRを是非ご活用ください。
なお、
正・準の会員区分関係なく協賛可
能です。協賛商品をご提供いただける方は、例会出席案内に記載
がございますので、
出欠と併せてご返信ください。

株式会社クロスワーク

12・1月の主な予定

次回例会

大雪地ビール（宮下通11丁目 ）

12/15（金）19：00〜委員長会議
11/29（火）12：00〜レディースクリスマスナイト会（旭川グランドホテル17F）
会費 5,000 円、500 円位の交換用プレゼント、オシャレをして来てください♥
1/ 12（木）18：30〜第 174 回例会（ベルクラシック旭川／本町２丁目）

12 月6 日（火）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

12/8（木）12：00〜世話人会

年会費19,440円

仁

旭川

12/ 6（火）18：30〜第 173 回例会（旭川グランドホテル）
12/13（火）12：00〜フレンドランチ会

BM委員会委員長 佐々木

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

11/20
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

287 名
会 員 数
163 名
正 会 員
123 名
準 会 員
1名
パートナー

旭川会場会員 161 名
9名
ゲスト
6名
他会場会員
176 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172回『仕事バンバンプラザ』

第172回『仕事バンバンプラザ』

鬼 瓦（5社のご紹介）

がんばれ盾

ご尽力いただき
ありがとう
ございます。

出発進行！！
松村 優子

（まつむら ゆうこ）

NPO法人まこと

東旭川まこと工場長
〈福祉職〉
〒071-1513
上川郡東神楽町
北2条西3丁目254-73
TEL 0166-83-4644

藤盛 明美

（ふじもり あけみ）

aroma room
HERBA（ヘルバ）

赤バッチ

代表
〈アロマ・カラーセラピー〉
〒071-8134
旭川市
末広4条10丁目6-5
TEL 0166-57-4227

富川 泰志（とみかわ

やすし）

富川法律事務所 所長〈弁護士〉
〒070-0035
旭川市5条通12丁目1086-3
TEL 0166-20-3277

代表挨拶

㈱小滝畜産 代表取締役

先 旭川ゴルフコンペがあ

方等を発表して、今後の商売に

り大勢のメンバーに参加して

す。また、このような例会テーマ

いただいた。また「和のみ」さん

はご案内とホームページにも記

の陶芸教室・ウォーキングスタ

載されていますので積極的に見

月の例会後、守成クラブ

つなげていただきたいと思いま

イリストミチコの鈴木さんの

ていただきたいと思います。そ

「素敵な大人の為のレッスン」

れでは、本日出席メンバー全員

等コミュニケーション委員会

が皆さまのマーケットです。本

の企画がありました。いつも伝

日も、この市場を皆さまと共に

えていますが、小さい単位での

充実したものにして行こうと

集まりを大切にして参加して

思っていますのでよろしくお願

いただける事が皆さまのご商

いいたします。

売に繋がると思っています。先
月は、カトレア委員会 藤原委
員長の作業着での出席もOKに
し如何に印象付けることが出
来るかを主眼に置いた例会で
した。今月は、チューリップ委
員 会 矢 田 委 員 長 の「 守 成 で
ガッチリ！今年の商談実績を
発表しよう」です。守成クラブ
を通じて受発注した仕事の内
容や、例会でのアピールの仕

緑バッチ
準会員
正会員を
目指し
頑張ろう!

高橋 一暢

（たかはし かずのぶ）
㈱グレイス・ケア代表取締役
〈介護福祉、パーソナルトレーニングジム〉
紹介者 藤盛明美
配属 チューリップ

成田 智裕

（なりた ともひろ）
デンキュー㈱代表取締役
〈電気工事〉
紹介者 堂本晴文
配属 コミュニケーション

立花 慎也

（たちばな しんや）

北空知信用金庫 旭川支店
支店長〈金融業〉
紹介者 小滝達也
配属 コミュニケーション

中村 博之

（なかむら ひろゆき）
あいすくりん代表
〈アイス販売〉
紹介者 梅野紗季
配属 BM

例会報告

守成クラブは中小零細企業の
経営者が「商売」する場
例会運営委員会 チューリップ

委員長

フレンドランチ会
火 銀座ライオン
11/22○

今

回ぼくは銀座ライオンが初めてでした。食
事も美味しく空間もよく、みなさんも和気

藹々とビジネス会話など盛り上がっていました。
コメント／Oﬀciceむらやま 村山公一

火 amie工房
11/29○

今

レディースランチ会

回は、井上幸子さんのamie工房で美味しいランチを
食べながらの自社PR、フリージング・ポイントの小

林おさむさんに入れて頂いたエスプレッソコーヒーと一緒
にデザートも頂きました。会社訪問はamie工房さん下のス
タジオで『癒し処Ｈarmony』の金子幸子さんにお話とミニ
セミナーをして頂きました。
「天城流湯治法（あまぎりゅうと
うじほう）セルフケア」で身体の滞っている部分のほぐし方
を教わりすっかり身体がリラックスでき、呼吸も楽になりま
した！ありがとうございました。コメント／コハタ制作室 木幡留美

守

矢田栄司

成クラブは異業種交流会ではあ
りません。中小零細企業の経営者

の皆さんが「商売」をする場です。そこで
先月は、皆さんの守成クラブでの売上実
績等や例会時のアピールの事例を披露
し、入会間もなくなかなか実績を上げる
ことが出来ていない、新会員の皆さんに
も励みになればという思いで企画いた
しました。守成クラブでうまく実績を上
げることが出来ていないとい方、参考に
なりましたでしょうか？
皆 守 成 ク ラ ブ 旭 川 を 盛 り 上 げ 、皆 で
「ガッチリ」笑売しましょう！

コミュニケーション
委員会からの告知

フレンド新年会

月 19：
1/23○
００：〜大雪地ビール館

4000円飲み放題

お問い合わせ▶堂本090-2696-8914

小滝 達也

副代表の一言

伊藤 勝治

㈱ラッツ・９９４

スローガンを理解しルールを守り目的
を果たし実績に繋げていきましょう。

守
れ‼

成クラブ旭川のスロー

を果たしていく事が求められ

ガンは「みんなで顔晴

ると思います。会員数が増え

みんなで志事‼」です。

ると、商道徳を守らない人も

新会員の方が増えてきている

出てきているようですが、

ので、スローガンを再認識し

ルールを適用しスローガンを

たと思います。このスローガ

今一度確認しながら、目的に

ンには守成クラブの会員同士

向かって実績に繋げていただ

が、お互いに信頼のできる公

きたいです。

正な取引をし、仕事上のつき
合いがそのまま親友関係にま
で発展するような仲間を増や
すことの出来る場にしたいと
いう、小滝代表の考えや思い
が込められています。スロー
ガンとは理念や運動の目的
を、簡潔に言い表した覚えや
すい言葉です。280名〜300
名の会員全員とコミュニケー
ションを取るのは不可能で
が、スローガンを解して目的

