来月の開催

場所：OMO7 旭川

2019年12月10日（火）18：30開会

フレンドランチ会
スピーカー：大雪地ビール
（株）常務取締役
テーマ：
『大雪地ビールとわたし』

守成クラブ旭川事務局 ㈱丸金 金田商店内
TEL 0166-76-1072 FAX 0166-76-1091
Eメール info@syusei.biz(金田・佐々木)

10月15日
（火）12:00〜13:30
場所：大雪地ビール館

梅井幹雄

JOIN

森田委員会

Friend
Lunch
Meeting

守成クラブ 旭 川 ‑ 問 合 せ 先 ‑

The Monthly Magazine of Shusei Club Asahikawa

守成クラブ旭川広報誌「月刊 JOIN ジョイン」は人と人を「繋ぐ」という意味から命名されました。

今回のランチ会は、大雪地ビール館で守成クラブ旭川の
副代表でもある、梅井さんのお話を聞きました。お話の内
容は、大雪地ビール館誕生の歴史から、業界の動向や推
移などで、設立して23年目を迎え〜地元に愛されるビー
ルを目指して〜と地域に根ざした経営姿勢は、業種が
違っても参考になる点は多かったと思います。
参加された方から
は、
「 今回は資料
もあって、すごく
分かりやすくて良
かった」
という声
が多くありました。
自分のお
仕事や商品PRは、勿論ですが違う一面が見れるのも、今期のランチ会
の良さではないでしょうか？
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守成クラブ旭川広報誌

守成クラブ旭川内 取引実績
取引実績額

4月分

71%

19,929,084-

5月分

78%

86,442,849-

6月分

72％

17,545,774-

7月分

91％

26,197,000-

8月分

88％

34,164,000-

9月分

76％

48,088,500-

会員様へお願い
少しでも精度の高い取引実績を出す為に、回答率100%を目指しており
ます。その為には皆様のご協力が必須です。
非回答又は0円でも構いませんので、必ず記入し用紙は必ず専用の回収
箱へ投函するようご協力よろしくお願いします。

今後の予定
フレンドランチ会

11月13日（水）12：00〜
場所：大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目1604-1

レディースランチ会 11月19日（火）12：00〜 大雪地ビール館
企業訪問
場所：癒し処Harmony 金子幸子
担当：中村 摩維子（090 6217 9921）
篠原 直子（090 6993 9416）
髙綱 恵子（090 7516 3916）

新年会

日時：令和2年1月23日（木）19:00〜 会費：3,000円
場所：大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目1604-1

現在の会員数

（10/31 現在）
会員数 •••• 260名

正会員 •••• 144名
準会員 •••• 115名
パートナー ••• 1名

新入会 ••••••• 0名

前月比 ••••• ｰ1名

10月例会出席者
旭川会員 ••111名

（パートナー会員1名を含みます）

代理出席 •••• 7名
同行出席 •••• 0名
ゲスト様 •••• 2名
他会場 •••••• 2名
欠席連絡 ••114名
キャンセル連絡 •••• 5名
無連絡 ••••• 25名
合計 ••••••122名
前月比 ••••+11名

11

月例会テーマ

回答率

「年末商戦の自社商品PR」
表紙に掲載している会員の写真は、10月30日までにご提供いただいたもので構成しています。あらかじめご了承ください。

Q 守成クラブ旭川に入会したのはいつでしょうか？
A 2010年12月に入会しました。
Q もうすぐ丸9年ですね！

A

Q

A

Q
A

旭川会場の皆さんの中にも具体的にどんなお仕事されてるのかわ
からない方もいらっしゃるかと思いますので、お仕事内容を具体的
に教えてください。
タレント、MC、フードプロデュースをしています。忘、新年会、地域
のイベント等にMCとしてご利用頂けたら嬉しいです。また、飲食
店の方々ご一緒にメニュー開発とかをさせて頂けたらと思いま
す。
以前ウチ(麺や虎鉄)ともコラボしてつけ麺を発売しましたね。あれ
が好評で今のつけ麺はあの時のがベースとなってます。いつも壇
上で話してるイメージがありますが、今まで委員長をされた経験は
どれぐらいあるんでしょうか？
一昨年、フォローアップ委員会、ミニミニ例会や、例会時に何でも
質問コーナーと言うのを開催していました。昨年は広報委員会、広
報誌をワードで作成していたので、見づらい面もありました。
上記は、過去のリキャブ、ジョインに掲載しておりますのでぜひHP
からご覧ください。
そして3年目の今年は、コミュニケーション委員会です。
運営委員会以外は結構網羅してますね！
コミュニケーション委員会を運営してみて感じた事はありますか？
当初過去の委員長から申し送られた事を踏まえて企画していた事
と、今年から会のコミュニケーションとしての方向性が多少違うこ
ともあり、スタートに少し時間がかかってしまいました。しかし最
初のイベントは大成功に終わったと自負しているので、今後のイ
ベントも皆様の力を借りて盛り上げたいと思っています。また、委
員会のメンバーがスタート時から4人退会されたので残された期
間は今いるメンバーで頑張りたいと思います。

森田委員長に

緑バッジ！
新しく入会されました！

おがわ物産
代表

株式会社デミ計画
常務取締役

小川 和弘

有馬 佳吾

会員資格による活動可能範囲

聞く
！
Q 先月一杯で副委員長も一身上の都合により退会と大変ですね。
直近でイベントが控えているとの事ですが、今後の予定は？

A 11月12日にときわ市民ホールにて19時から弁護士富田圭佑が

お答えしますというイベントを、そして年明けの1月23日には大
雪地ビール館にて守成クラブ旭川大新年会を予定しています。
Q 富田先生のイベントは個人的に凄く興味があります。
では最後に皆さんへ一言お願いします。
A 皆様、ぜひお時間を作って頂きご参加して、コミュニケーションの
輪を広げて仕事に繋げて下さいね！

コミュニケーション委員会からイベントのお知らせ

【弁護士 富田圭祐がお答えします！】

りんどう法律事務所 弁護士の富田圭祐先生をお招きし、仕事をしている上でのトラブル解決法についてお話しいただ
きます。今回は実際に起こった 2 つの事例を使って、皆様にも一緒に考えていただきます。弁護士の見解、解決方法をこ
の機会に一緒に聞いてみませんか？
【日時】11 月 12 日（火） 19:00〜20:00（予定）【料金】500 円 【定員】
30 名
【場所】ときわ市民ホール 旭川市 6 条 4 丁目 TEL 0166-26-1304
【参加資格】守成クラブ旭川の会員様とそのご家族ならどなたでも OK です。

10月の2部会コミュニケーション委員会の
2部会に潜入しました。
ところが各委員会が2部会フリーが多かっ
た為か、続々と集まり大盛況の2部会とな
りました。
10月の例会で準会員になられた有馬さん
も参加し親睦を深めており、顔見知りが増
える事で例会に参加しやすくなるキッカケ
になるのではないでしょうか？
また、今回森田委員長のサプライズバース
デーもあり、仕事の枠を越えてちょっとは しゃぎすぎたような…でも例会では
絶対見られない、皆さんの素の部分。見ておいて損はないと思います。
来月12月は合同2部会が行われます。普段2部会にあまり参加されない方もこの機
会にご参加される事をオススメします！

Q& A

ビジネスマッチング委員会より

合同2部会の
お知らせ

守成クラブ旭川合同二部会を今年
も12月の例会後にOMO7様の別室
にて開催致します。皆さんが楽しめ
る内容を企画しております。
また、会の補助を頂き会費は2,000
円で会員様なら誰でもご参加出来
ますので、是非皆 様のご参加お待
ちしております。
ビジネスマッチング委員会委員長
丹野

これってどうだったっけ！？

Q 合同2部会ってなんですか？
A 年に1回行われる守成クラブ旭川公式の2部会です。例年12月の例会後に行われ、忘年会的な意味合いも含まれております。
また守成クラブから補助が出るのも特徴で、自己負担額が少ないので例会でちょっと仲良くなった方と、その日のうちにより

【守成クラブ旭川 2020 新年会】
毎年恒例の新年会を開催いたします。令和 2 年最初のイベントになります。
皆様奮ってご参加ください。
【日時】令和 2 年 1 月 23 日（木） 19:00〜 【会費】3,000 円
【場所】大雪地ビール館 旭川市宮下通 11 丁目 1604-1
やむを得ず遅れる場合は各委員長、または 森田（090-8493-9837）までご連絡ください。

コミュニケーション委員会の2部会に潜入

親睦を深める格好の場かと思いますので皆さんの参加お待ちしております。

昨年の新年会の様子

10月4日、三役、世話人、委員長の皆さんで参与会が行われました。
新体制発足してから半年、今期の折り返し地点を迎え、各委員会の
進捗報告や参与からの意見・感想などを聞き、それぞれの立場は違
えど、向かう先は守成クラブ旭川をもっと良くし仕事に繋がる集まり
にする事。その為の反省点や改善策を話し合いました。
やはり皆さん経営者及びそれに準ずる方々。その熱量にはとても熱
いものを感じました。
個人的な意見にはなりますが、守成クラブに入会されキャリアの長い
方。1度委員長等を経験し、こういう場に触れる事で、自身の仕事の
モチベーションアップにも繋がるのではないでしょうか？

Q 例会の後の2部会や、オリエンテーション＆親睦会、ゴルフコンペ、ランチ会など色々例会以外にも
イベントがあるみたいなんですが、誰でも参加出来るのでしょうか？

A オリエンテーション＆親睦会は新会員さんを対象としたものなので、条件付きではありますが、それ以外は会員さんであれば
皆さん対象です。ランチしながらコミュニケーションを取ったり、趣味を通じて親睦を深めたりとご自身に合った方法で、顔
を広めて頂けると幸いです。

Q 参加の仕方がわからないんですが…？
A それは所属委員会の委員長に聞いて頂くか、世話人に聞いて頂くと良いかと思います。入ったばかりで名前と顔が一致しない
場合は、近くにいる赤い紐の名刺ホルダーの方にお尋ねしても優しく教えてくれると思います。
Q 守成クラブ旭川の情報を知る為のコンテンツって何がありますか？
A 守成クラブ旭川のホームページをご用意しておりますが、その他にもFacebookで守成クラブ旭川というグループも作成して
おり、そちらも活用して頂く事を推奨しております。
Facebook内では守成クラブからの情報発信の他、個人の自社の告知等も出来ますのでご活用下さい。

