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aroma room
HERBA（ヘルバ）

人間用サロンです。ペット用サロンではありません。

検索

※写真はイメージです。アロマルームヘルバは
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たった一度の人生
いつまでも成長し
挑戦し続ける人でありたい

守成クラブ旭川広報紙

RE CAB

RE CAB
リキャブ

入

会は保科さんに誘われたのがきっかけです。何度か誘われ、最初は怪しい会かと思っていました（笑）。
入会当初は休まず出席しよう、いろいろなイベントにも積極的に参加しようと思いました。また、必要

なものは守成クラブの仲間から買うと言うことも実践しました。守成クラブは、経営者の集まりなので創業
時の苦労や思い、理念を生で聞くことができ、自分のモチベーションが上がる場です。また「会社の繁栄は
リーダーが元気であること！」と思い、ファスティングをきっかけに生活習慣病のリスクを減らし、守成メン

バーの健康をサーポートしたいと心から思っております。ヘルバでは、通常のサロン業務の他に補正下着の
販売と代理店の募集をしており、もう１つのミッションとして物販率を上げた『繁盛サロンを作る』ことを目

標にしております。今までの補正下着はとても高価だったり、沢山の在庫を抱えなければならないことがサ

ロン側の導入する負担でした。私のように美容関係の個人サロンが導入リスクを背負わず、サロンの利益とお客様の結果が上がるよ
うに自分の経験を生かして全国に繁盛サロンを増やしていきます。たった一度の人生です。30代は体を動かし、お金を使い、一生懸
命仕事をする！いつまでも成長し挑戦し続ける人でありたいと思っています。

守成メンバー

aroma room HERBA 藤盛明美

職種別紹介

〈2016年５月までの入会で職種別未掲載の方々〉

●間所俊哉 ㈱ほくしん〈浄水システム〉 ●樋口源二〈マルウン商事㈱旅行業〉 ●佐々木工 中央精工㈱〈精密機械加工〉 ●川
辺康幸 北日本機械㈱〈産業機械販売製作〉 ●梅野敏雄 ㈱北雄プランニング〈業務用厨房機器〉 ●成田忠幸 山内ビニール加工
㈱〈ビニール製品〉 ●江口美和 ＨＷＳ Ｃｌｏｖｅｒ〈ウエディングプロデュース〉 ●中川真弓 ㈲イマジンアミューズエルフ
〈輸入雑貨販売〉 ●岸 政充 ㈲みつばちタクシー〈タクシー〉 ●小西和洋 ㈲ニッセイ旭川〈ダストコントロール業〉 ●佐藤
真吾 ホットスタッフ〈オートバイ販売〉 ●齊藤 剛 ㈲シンセイ化学〈ビニール加工・販売〉 ●森田 仁〈森田仁プロデュース
●久保村やす子 ㈲山新 久保村〈京呉服〉 ●中富正弘 ㈲エムエイナカトミ〈コンビニエンスストア〉 ●南加奈子 ＭＩＮＡＭ
Ｉ音楽アカデミー〈音楽教室〉 ●前 政成 ㈲旭川技研〈農業用資材販売〉 ●石川陽三 ㈲トラストコーポレーション〈レンタ
ル・リース業〉 ●春日崇志 法律手続きサポートねっと〈法律手続・相談〉 ●高島直樹 ㈲タカシマ〈葬祭業〉 ●濱尾英一 マッ
クメディア〈工具販売〉 ●南 勝彦 農事組合法人ハーベストホーム〈農業〉 ●赤坂英亮 ㈱旭川たかすゴルフクラブ〈ゴルフ
場運営〉 ●小笠原元 ㈱北海道ソグナップ〈滑り止め施工〉 ●應矢晋吾 ( 同 ) トラーゴ〈引越〉 ●小林 修 フリージング・ポ
イント〈サービス業〉 ●塚谷祐平 ( 一財 ) あんしん財団 北海道支局旭川支所〈災害補償共済〉 ●佐藤貴郁 ARPA NEXT〈情
報サービス・コンサルティング〉 ●安達弘幸 サッポロビール㈱道北支社〈ビール製造販売〉 ●遊佐直樹 ㈱リプロメタル〈金
属スクラップ〉 ●秦 裕 大和健康産業㈱〈リラクゼーション・薬局〉 ●高橋教恵（同）縁 ing Japan 〜エニシングジャパン
〜〈農業〉 ●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〉 ●荒田祐一 ㈱アスクシステム〈人材派遣・飲食
業〉 ●野瀬美保 コーチングオフィス RISE あさひかわ〈ビジネスマナー講師〉 ●斉藤直輝 ジュエリーサロン 輝華〈貴金属加
工〉 ●鎌田克彦 建設連合旭川地方建設組合〈労務管理・支援〉 ●小山訓史㈱アイ・リンクス〈請負業、人材サポート〉 ●東光
知香 ㈱フレアサービス〈宅配給食〉 ●佐藤裕一 旭東清掃㈱〈廃棄物収集運搬業〉 ●大友紅離裟 ＡＬＹホリスティック ウェ
ルネス〈自己啓発セミナー〉 ●田中裕司 ㈱レゴリス〈ベルコ・ベルクラシック代理店〉 ●成田智裕 デンキュー㈱〈電気工事〉
●東 隼人 農業生産法人サウスフィールド〈農業〉 ●菅原博秀 F−SUB〈農業）

［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. 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、
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。

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。

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。
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株式会社クロスワーク

仁

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

旭川

月の主な予定

次回例会

2/ 7（火）18：30〜第 175 回例会（旭川グランドホテル）

2/14（火）12：00〜フレンドランチ会

大雪地ビール（宮下通11丁目 ）

2/21（火）12：00〜レディースランチ会

華楽（春光 5 条 9 丁目 TEL53-4159）

会社訪問 よりあい処（末広 5 条 1 丁目 TEL070-4147-5091 ）
3/ 7（火）18：30〜第 176 回例会（旭川グランドホテル）

3月7日（火）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

2/13（月）18：00〜委員長会議 勤労者福祉会館 2F（５条通４丁目）

年会費19,440円

BM委員会委員長 佐々木

2/1
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

289 名
会 員 数
165 名
正 会 員
123 名
準 会 員
1名
パートナー

旭川会場会員 135 名
6名
ゲスト
2名
他会場会員
143 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174回『仕事バンバンプラザ』

第174回『仕事バンバンプラザ』

鬼 瓦５社のご紹介

赤バッチ正会員

代表代理挨拶

（ふじい

吉尾 悟志（よしお

ハートライフクリエイト代表

さとし）

（有）アサヒ通信機 代表取締役
〈業務用無線設備・無線設備関係販売・保守・修理サービス〉
〒078-8232 旭川市豊岡2条7丁目7-17
TEL 0166-33-0744

緑バッチ準会員
竹内

上野 貴仁

たかし）

〈

〉

WEBマーケティング・コンサル
Amazon電子出版サポート
〒070-8071
旭川市台場1条4丁目 木楽創芸2階
TEL 050-5850-1088

（うえの

たかひと）

Free Space Bar Up Freak
オーナー〈飲食店〉
〒070-0033
3条通6丁目 ウィンダムビル7F
TEL 0166-23-8338

平 ておめでとうございま

多いに皆さんの抱負を語って

150名〜170名の会で、式次

ください。本日は、150名ほど

第に沿ったメリハリある例会

す。新しい年を迎え気持ちも

の出席だと聞いております。

は、車座・懇親会・各案内等、会

新たに例会を迎えることがで

正会員164名、準会員123名、

場がざわつかず、話を聞く姿

きました。年始の忙しい中、例

パートナ会員１名。総勢288

勢もきちんとしており他の会

会に出席していただきありが

名の会員様です。今月の出席

場よりも数段レベルが高いも

とうございます。12月は、ひ

率は若干低めですが常時

のです。これは当旭川会場の

まわり委員会 菅野みか委員

55％〜60％と高い出席率を

素晴らしい所だと思います。

長の例会「今年の反省と何事

維 持 し て お り ま す 。他 会 場

市内及び守成クラブ他会場か

も１から考え来年へつなげる

は、ほぼ40〜50％です。また

らも一目置かれるような会に

例会」でした。今年１番目はさ

出欠回答率も87％以上の数

なってきております。皆様、本

くら委員会 岩鼻委員長の「今

値です。例会に対しての意識

日も素晴らしい例会にしてく

年の抱負を語ろう」です。去年

の高さの現れだと思います。

ださい。

の例会から継続して反省をし

私も、他会場に多々出席させ

よろしくお願いいたします。

抱負をテーマにしています。

ていただいておりますが、

今村 速人

圭

遠藤 未麗

（いまむら はやと）

（えんどう みれい）

今村速人
社会保険労務士事務所

JAPAN OFFICE TRAINERS
代表〈整体業〉
紹介者 佐藤弘子
配属 リキャブ

代表が欠席のため吉尾副代表
が羽織袴で新年のご挨拶

地酒のまるしん商店さんの酒樽を
鏡開きする4人の副代表

例会報告

正会員を目指し頑張ろう!

（たけうち けい）

吉尾 悟志

高い出席率、ざわつかない会場は旭川会場の素晴らしさ
成29年 新年あけまし

藤井 公志

㈲アサヒ通信機 代表取締役

Mirei

新年の抱負を
語らい合いましょう！

オーナー
〈飲食業〉
紹介者 小野寺孔
配属 チューリップ

代表〈社会保険労務士〉
紹介者 江口美和
配属 コミュニケーション

例会運営委員会 さくら

フレンドランチ会
木
1/19○

初

銀座ライオン

参加させて頂きました。
終始和やかな会でありながら、
自社PRの時ばかりは真剣ですね。ランチタイムの短い

時間でしたが、
皆さんと楽しく談話させていただき、
とても有
意義なひとときでした。
初参加でも楽しい会です。
是非参加し
てくださいね。

コメント/今村速人社会保険労務士事務所 今村速人

いつも楽しく参加させていただいてます。皆さんに当施設のダイ
エットコースやパーソナルトレーニングの話を聞いていただき、仕
事も頂けてありがとうございます！ コメント/グレイスケア 高橋一暢

レディースランチ会
火
1/17○

豊

鉄板ダイニングzill

岡zillさんでランチ♪今回は長年世話人をして頂いてる清水さん
達から４月より世話人交代の提案！総入れ替わりを希望で２月

のランチ会までに自薦、他薦を募集になりました。企業訪問は私むつみ
理容へ来店頂き新子さんの手を借りしてシェービング、ケア後の違いを
観て頂き嬉しい時間でした。お隣のアクアショップフレンドさんでは熱
帯魚の飼育のアドバイスを受けたり、蛇・トカゲに触れることも出来、可
愛くてお持ち帰りしたかったです。

コメント／むつみ理容 高綱恵子

委員長

今

岩鼻徳夫

年一年また頑張るため

出発進行！！

に、皆さんと今年の『抱

負』を発表しあい、人の目標や
目的を聞き助言したり助言さ
れたりうまく発表出来ました
でしょうか？目標を掲げ、毎日
努力しあっという間の一年に
なれるよう私も顔晴ります。
例会担当としてさくら委員会
は最後の例会でした。事前打合
せや当日のコーディネーター
等みんなで協力しあって担当
する事が出来ました。皆さんお
疲れさまでした。また協力して
頂いた世話人さんや他の委員
長に感謝！感謝！です。
ありがとうございました。

コミュニケーション委員会告知
コミュニケーション委員会
委員長 堂本晴文

皆さんふるってご参加下さい。
《お問合せ》堂本 ☎090-2696-8914

●女性限定! 体験Yoga 2月20日（月） ●人材採用セミナー

2月23日（木）

・受付／18：00〜19：00 ・会費／1,100円

・受付／17：30〜 ・セミナー／18：00〜20：00

・会場／MINAMI音楽アカデミー（マルカツ7F）

・会場／ときわ市民ホール3F 303号室 ・会費／1,000円

●ボーリング大会

・受付／18：00〜
2月25日（土）

・会費／5,000円（ボーリング＆懇親会）
・会場／ディノスボール旭川
1,500円（ボーリングのみ）
・3,500円（懇親会のみ）

