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例会運営委員会 さくら

誰にでも紹介
している訳ではありません︒

その人の為に
なると思えばこそ
紹介するのです︒

鬼瓦賞

守成クラブ旭川広報紙

RE CAB

RE CAB
リキャブ

入

会のきっかけは、いつもお世話になっているケイ・オフィスの上神田社長の強い勧めでした。
とても良い会なので是非出席したらいいよ！と言われたのがきっかけです。

鬼瓦への道・・・不動産業をしているのでテナント物件などを紹介している中で、こういういい会があ

るよと紹介していったのが鬼瓦に繋がってます。私は、ただ守成に紹介し入会してもらって終わりと

は思っていません。第一に仕事に繋げ頑張ってもらいたいと言うこと。守成クラブは一つのきっかけ
に過ぎません。今でも紹介者の役割として、自分が紹介した会員の方には、例会出欠の確認をもらう様

にしています。なので、誰でも紹介している訳ではありません。その人の為になると思えばこそ紹介
するのです。

仕事について・・・不動産業、土地、建物、賃貸住宅など不動産にかかわること全般になります。また、大

家さんに代わり管理業務等も行っています。24時間体制でお客様の対応をしており、人間関係をとて
も重視したお付き合いをさせていただいております。携帯電話を肌身離さず持ち、いつでもお客様に
対応できるよう心掛けております。

守成メンバー

㈱翔輝 堀 義孝

職種別紹介

〈2016年6月〜12月までの入会で職種別未掲載の方々〉

●今津雅人 今津フォトグラフ〈写真業〉 ●河村道彦 ㈱キョウエイ〈建設業〉 ●大河内豪 ぱっけーじなび．旭川〈包材資材販
売〉 ●横井裕明（同）ノンビジュー｜エヴァンスブライダル〈貴金属販売〉 ●立崎裕二 ㈱ジャンクボックス〈自動車買取、販売〉
●宮西弘之 トレスアニーロ〈ホームエステ機器、化粧品販売〉 ●橋場優企 ㈱ばらドライセンター〈クリーニング業〉 ●豊田
すみれ ㈱マイナビ 旭川営業所〈求人広告〉 ●高橋 聡 ㈱ショップさきがけ〈タイヤ販売〉 ●犬伏和夫 ㈱三輪商会〈事務機、
洋紙販売〉 ●桜井 恵 ㈱ワースリビング〈販売業〉 ●大野弘幸 ㈱中村葬儀社〈葬祭業〉 ●手塚雅博 ㈱ PLUS2｜麺や虎鉄
旭川豊岡店〈飲食業〉 ●米田卓司 米田容器㈱〈空瓶、回収業〉 ●加藤博久 コワーキングスペース旭川 37〈貸室業〉 ●岡宇知
勇 ㈱カムイ〈農業資材、石材・墓石〉 ●藤岡健吾 ㈱ライフサービス 旭川営業所〈ビルメンテナンス業〉 ●山田美智子 ㈱
A.O.G ｜パーリーゲーツ旭川店〈ゴルフウェア販売〉 ●村山公一 ㈱盛電写真事業部 Oﬀcice むらやま〈写真業〉 ●井上 渉
Car Best 井上〈自動車販売〉 ●亀井美砂 楽々フラワー〈フラワーアレンジメント教室〉 ●大谷雅矢 monogram モノグラ
ム〈デザイン、映像、HP〉 ●北條こより ㈱ひとらんど〈人材派遣業〉 ●前田ロシェール スナック JOY〈飲食業〉 ●白澤 拓
㈱エイチ・アイ・エス フィール旭川営業所〈旅行業〉 ●古立勝仁 ㈱ハスコムモバイル〈ドコモケータイ、スーツ〉 ●中村博之
あいすくりん〈アイス販売〉 ●今野正和 ㈲フレンド | アクアショップ フレンド〈熱帯魚販売〉 ●山上雄司 ㈲ヤマガミスク
リーン印刷〈特殊印刷〉 ●加野尚久 cocktail bar g'day カクテルバー グッデイ〈飲食・バー〉 ●青山翔大 ほぐし整体 真心
〈整 体 業〉 ●宮 崎 美 智 子 ぱ ん 工 房 メ ル ヘ ン〈米 ぱ ん 製 造・販 売〉 ●山 口 眞 ス タ ー す す き の〈タ レ ン ト〉 ●竹 内 圭
JAPAN Oﬃce Trainers〈整体業〉 ●朝野裕一 運動科楽舎〈健康運動指導〉 ●青木幸枝 ヨガ＆サップヨガ ブルー〈ヨガ、
サップヨガ〉 ●今村速人 今村速人社会保険労務士事務所〈社会保険労務士〉 ●橋本欣人 とり丸亭〈飲食業〉
まだ間に合う！9日まで！

第2回 守成クラブ旭川 ミニ・見に例会開催
対象者【入会 1 年未満】の方と【緑バッジ ( 準会員 )】の方
・開催日時 平成 29 年 3 月 15 日 ( 水曜日 )19:00~21:00
・開催場所 アートホテル旭川 旭川市 7 条通 6 丁目
・参加費 2,000 円 ( 税込 )
・お申込み・お問い合わせは

フォローアップ委員会 委員長

TEL.090-8278-9767

［世話人会からのお願い］ご協力お願いします。

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、

今期は６ヶ月に１回を予定。是非ご協力をお願いします！！

2. 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。

藤原立人

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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旭川

・ 月の主な予定

次回例会

3/ 7（火）18：30〜第 176 回例会（旭川グランドホテル）
3/14（火）12：00〜フレンドランチ会

3/28（火）12：00〜レディースランチ会 & コミュニケーション委員会合同企画
〜まこと工場完成見学会〜（東神楽町北 2 条西 3 丁目 254-73）
10：50 集合▶工場見学▶社員食堂にて昼食
4/ 5（水）18：30〜第 177 回例会（旭川グランドホテル）
年会費19,440円

１８：３０〜 旭川グランドホテル

大雪地ビール（宮下通11丁目 ）

3/24（金）委員長会議 詳細未定

4 月5日（水）

2/8
現在の会員数 現在

先月例会出席報告

290 名
会 員 数
166 名
正 会 員
123 名
準 会 員
1名
パートナー

旭川会場会員 150 名
2名
ゲスト
2名
他会場会員
154 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175回『仕事バンバンプラザ』

第175回『仕事バンバンプラザ』

緑バッチ準会員

赤バッチ正会員

出発進行！！

正会員を目指し
頑張ろう!

市場拡大
ありがとうございます！
なおき）

ジュエリーサロン 輝華

山下 直樹

（やました

代表
〈貴金属加工〉
〒078-8218
旭川市8条通24丁目353-10
TEL 0166-73-7036

コミュニケーション委員会報告

㈱Active

M

なおき）

代表取締役〈設備業〉
紹介者 大村尚史
配属 カトレア

コミュニケーション委員会

次はあなたも参加したくなる「2月に行われたとっておきイベント」

月 女性限定! 体験Yoga
2/20○

委員長 堂本晴文

木 人材採用セミナー
2/23○

INAMI音楽アカデミーでヨガ&サップヨガブルーの青木

日

さんを講師に招いて、女性限定体験ヨガを開催しまし

㈱小滝畜産 代表取締役

頃から人材採用に手こずっていて大変な思いをしてる中、
船井総研・芝原さんのセミナーを聞き求職者の視点や企業

た！！優しいヨガを教えて頂いたので負担も少なくリラックスで

としての理念や努力の大切さを教わりました。非常に考えさせられ、

きました。すこぶる体調もいいです！！そして何故か笑いも起

実践できるとこはしていかなきゃと思う素晴らしいセミナーでし

こる楽しい時間でした〜 byコミュニケーション委員会スーパー副委員長

た。参加者の方々も熱心にメモをとったり聞き入っていました。

小滝 達也

大好きな仕事を一人でも多くの方に
知ってもらえるチャンスがこの例会！

先 をしてしまい申し訳あ

だ！と言うお話を聞いてきま

りませんでした。しかしなが

方も、仕事が大好きな方々ば

ら、先月の岩鼻委員長の担当

かりだと思います。そんな大

例会が盛況だったと聞いてお

好きな仕事を一人でも多くの

ります。ご苦労様でした。

方に知っていただけるチャン

そして本日、藤原委員長の担

スがこの例会です。本日も、こ

当例会は「自社や自分を知っ

の市場を皆さまと共に充実し

て覚えてもらおう」をテーマ

たものにして行こうと思っ

に普段の作業着での出席がＯ

ていますのでよろしくお願

Ｋですので、名刺では分から

いいたします。

月、仕事の関係で欠席

斉藤 直輝

（さいとう

代表挨拶

した。今日お集まりの皆さん

ない一面も垣間見る事が出来
ます。また、４月からの次年度
体制も徐々に整いつつありま
す。今年度の委員会での交流
を残り少ないですがしっかり
と行っていただければと、
思っています。また先日、成功
しているトップ企業の経営者
は皆さん仕事が大好きな方々

例会報告

自社や自分を積極的に知って
もらい覚えてもらおう！

土 ボーリング大会
2/25○

久

例会委員会 カトレア

委員長

しぶりにやる方も結構いたみたいですが白熱した大会になりました！
特にチーム対抗気合入ってましたね〜表彰式はグダグダで失礼しましたが

二次会でもカラオケ大会になりホント楽しく終わることができました。

今

藤原直樹

期に入り新入会員がコンスタントに増えて、2
月の段階では会員数も約290名となりました。

ただ会員数が増えると共に、同じ委員会になれば顔も

フレンドランチ会
火 大雪地ビール
2/14○

例

会との違いはお酒がなく、よりフレンドリーに且つ熱
いお話をさせていただけることがいいと思いました 。
コメント/Oﬀciceむらやま 村山公一

レディースランチ会
火 ランチ華楽 会社訪問よりあい処
2/21○

春

光の華楽さんでボリューム満点中華ランチを頂いた後、はりとお
灸の『よりあい処』さんにて会社訪問。岸本さんの経歴や施術内容を

伺い、様々な香りのお灸を合谷（ごうこく）と言う万能ツボに貼り、お灸体験

例会もフレンドランチ会も顔を出せば仕事に繋がる！

もさせて頂きました。私もよりあい処さんに何度か施術して頂いた事があ

どんなところでも顔を出すことが自身の仕事に繋がると思

りますが、刺さない鍼やお灸はとても効果を感じます。ゆったりお茶を頂き

います。

コメント/ぱそこんおたすけ本舗 佐藤大輔

ながら奥様とお話もでき心も癒やされますよ。コメント/コハタ制作室 木幡留美

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る状況でもあると思います。
そこで2月の例会では1人でも多くの会員さんに顔と
名前・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・商品パンフレット・取扱い商品などを持
参して積極的に・PRして頂きました。また社名やロゴ
入りの作業着や制服・帽子・エプロン、業種をイメージ
しやすいユニフォームなどの着用もOKとした事で、
いつもの例会よりも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。また３月の例会では来期の委員会メンバーが発表
され、早速４月の例会に向けて動き出さなければなら
ない委員会もある事から、２月例会の懇親商談会では
今期の委員会ごとに集まっていただき、一足早く今期
委員会活動の反省や来季に向けての改善点などを話
していただきましたし、慰労を兼ねた2部会でも大い
に盛り上がって頂けた、とお聞きしています。どうか
その熱意と活気をもって、今期最後の３月例会を盛り
上げていきましょう！

副代表の一言
守

成クラブ旭川ではBM
委員会により守成クラ

ブ内での会員企業の売上実績
の収集に取組んでいます。4月
〜9月までの上半期の売上実績
ですが、回答率が会員企業288
社（昨年4月は240〜250社）に
対 し て 4 5 . 0 3 ％（ 正 会 員：
55.48％準会員：30.5％）、売上
総額は142,572,166円となっ
ています。残念ながらもっと回
答率が上がらないと精度の高
い数字を把握することが難し
い状況です。では何故、売上実
績を収集・公開するのか？1つ
は、外部への宣伝です。守成ク
ラブ旭川が地域におけるマー
ケットにおいて、どれほどの経
済効果を上げているのか具体
的に数字で示し、未だ入会され
ていない潜在的な会員候補へ
のPRとし市場の拡大へと発展
させる狙いがあります。もう一

（株）総北海

西村 公艶

つは、内部への意識改革です。
会員の皆様が守成クラブ内で
どれほど売上を上げられ買う
ことができたかを数字に表す
ことで、クラブ内取引への意識
が高まり、守成クラブ旭川とい
う市場の活性化に繋がってい
くものと考えています。先ずは
上半期の売上実績報告から実
績が「0円」でも報告してくださ
い。報告をされてない方がい
らっしゃいましたら、事務局、
BM委員会、世話人まで報告し
ていただくようお願いいたし
ます。最後になりますが、本日
も実りある例会となりますよ
う顔晴りましょう！

