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「増税スタート!!どう乗り切ってますか?!」
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ジョイン月刊
守成クラブ旭川広報誌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。

表紙に掲載している会員の写真は、9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。

来月の開催
2019年11月6日（水）18：30開会

場所：ベルクラシック旭川

会員数 ••••• 261名
正会員 ••••• 145名
準会員 ••••• 115名
パートナー ••• 1名
新入会 •••••••• 0名
前月比 ••••••• ｰ5名

今後の予定

守成クラブ旭川 -問合せ先-
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)

旭川会員•••100名

代理出席••••••6名
同行出席••••••1名
ゲスト様••••••4名
他会場 ••••••••6名
無連絡 •••••• 22名
合計••••••••111名
前月比 ••••• ｰ13名

9 月例会出席者現在の会員数
（9/20 現在）フレンドランチ会　10月15日（火）12：00～ 

　場所：大雪地ビール館　旭川市宮下通り11丁目1604-1

新会員さん歓迎オリエンテーション＆懇親会　10月16日（水） 19：00～ 
　場所：焼鳥らんまん　旭川市5条通7丁目 ふらりーと
　会費：3,500円（招待券ご持参で新入会員さんは無料）
　定員：16名
　締切：10月12日（土）定員になり次第締切とさせて頂きます

レディースランチ会　10月23日（水） 12：00スタート 
　企業訪問&ランチ
　場所：テック横丁  とはち　旭川市2条7丁目  マルカツ裏
　担当：大西、田中、佐藤

（パートナー会員1名を含みます）

守成クラブゴルフ部コンペ、優勝しましたアサヒ通信機、吉尾です！私クラスになりますと、
守成主催のコンペでは三回目の優勝となります！狙って優勝できるレベルですねぇ!!まあ、守
成クラブ会員の中にも、プロ、又はそこに準じる方がたもたくさんおりますが、やはりスコア
をつくるのはコースマネジメントですねぇ( ˘ω˘)
６５才になりますが、飛ばなくなりました!!でも優勝できます!!来年は、皆様!!かかってきなさ
い!!( ˘ω˘)
挑戦を待っています！でもゴルフは楽しくするのが一番です！次回、たくさんの参加を、お待
ちしています！今回参加されました会員の方々、お疲れ様でした。本当にありがとうございま
した！（原文ママ）
と余程盛り上がったのか文字に起こしても、その興奮が伝わって来ます！
ゴルフ部ではまだまだ部員を募集しているようです。道具は持っていないけど興味はある方で
も、入部可能との事ですので、ビギナーの方は上手い諸先輩方にコーチしてもらうチャンスか
もしれません。

9/21（土）第2回となるゴルフコンペが行われました。
参加者は15名。そこで見事優勝した、アサヒ通信機の吉尾さんに優勝した
今の率直なお気持ちと、今回のゴルフコンペはどうだったか聞いてみました。

9/21（土）第2回となるゴルフコンペが行われました。
参加者は15名。そこで見事優勝した、アサヒ通信機の吉尾さんに優勝した
今の率直なお気持ちと、今回のゴルフコンペはどうだったか聞いてみました。

ビジネスマッチング委員会＆コミュニケーション委員会＆広報委員会で
合同2部会が行われました！

今回は合同2部会ということで、海棠さん
にお邪魔しました。
広報委員会が揃って2部会を行うのも珍し
いですし、この3つの委員会が揃って2部会
を行うのも珍しく、近いようで遠かったな
という印象でした。
『イベントを企画し参加者を集める』
『会員さん同士の交流の場を設け、促す』
『守成クラブ旭川や会員さんの事に興味を
持ったり、理解出来るような誌面を作る』
やる事は違えど目的は皆同じ中で、悩んだ
り苦労をしているんだな。と、しみじみ感
じました。コミュニケーション委員会は今
後のイベントを2つ程企画しているので、ご
興味のある方是非参加されてみてはいかが
でしょうか？

コミュニケーション委員会からの
お知らせ

11月12日(火)、旭川ときわ市民ホールにて
『弁護士富田圭佑がお答えします』とい
うイベントを行います。内容は経営にまつ
わる実際にあった事例を元に、皆さんにグ
ループワークをしてもらい、最後に解説す
るという内容です。きっと勉強になると思
いますので、皆様のご参加お待ちしており
ます。
また、来年1月23日(木)は毎年恒例の守成
クラブ旭川新年会を大雪地ビール館で開
催致します。毎年大変盛り上がり、親睦を
深める良い機会かと思いますのでこちら
のご参加も重ねてお待ちしております！

見事優勝した吉
尾さん

秋晴れの天気に恵まれ、皆さん笑顔！

第2回 守成クラブ旭川ゴルフコンペ が行われました
守成クラブ旭川ゴルフ部主催



会員さんがビジネスマッチングしたい業種集めてみました
❶ 以前開催した着物を着てお寺でファッションショー
❷ みなと金物店さんが販売した商品の設置（建築・設備店）
❸ IT 関係、同業者同士のコラボをしていた事があったのでまたやりたい。
❹ 健康フェア ダンスやヨガのインストラクターさんと健康薬品のコラボ
❺ 飲食店同士のコラボ
　 例えば会員さんのお店をハシゴした際に値引きや特典など、相互紹介になるような企画
❻ 理髪店が複数在籍しているので、それでイベント出来ないか？
❼ 森田仁さんのタレント業を活かした広告代理店とのコラボ
❽ ウエスを売るイベント

このような声が集まりました。
ウチとコラボ出来るんじゃないか？と思われた方、是非検討してみてはいかがでしょうか？

赤バッジ！　正会員おめでとうございます！ 緑バッジ！ 新しく入会されました！

株式会社SSP
代表取締役
大畠 好二菊原 一平

Q.守成クラブに入会し
てどれくらい？
A.約半年です。
Q.守成クラブでどのよう
な活動して行きた
い？
A.豊富温泉の良さを皆
さんにお伝えしてい
ければと思っておりま
す。近くにお越しの際
は是非ウカスイモシリ
にお立ち寄り下さい！

神楽生株式会社
取締役
高畑 信一

中村孝俊司法書士事務所
代表
中村 孝俊
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会員資格による活動可能範囲

まずはお仕事からお伺します。
パソコンソフト、アプリ、Webサイ
トの製作です。
守成クラブに入会してどれぐらい
でしょうか？
3年と少々です。
今まで委員長経験はございます
か？
今年度が初めてです。
中井委員会のメンバーの印象は？
和やか系の人が多いので和気あい
あい仲良し雰囲気です。

受付委員会をやってみて良い事、
大変な事は？
良いところは受付担当の例会では
委員会メンバーが毎回顔を合わせ
て作業をするので、交流を深めや
すいところです。出席簿作成や当
日準備などは大変ですが、委員会
内で意見を出し合ってなるべく効
率的にできるように工夫を重ねて
きています。

ありがとうございました。中井委員会そして田中委員会の皆さんが受付委員
会として一丸で、もっと良くしようとするのが伝わって来る一方、2部会にお邪
魔した時はホントに和やかで笑顔一杯の2部会で仲が良さそうなのが好印象
でした。そこで皆さんに受付委員会からお伝えしたい事があるそうです。
下記の受付委員会からのお願いをご覧下さい↓↓

フレンドランチ会Friend

Lunch

Meeting

守成クラブ旭川内 取引実績

 回答率 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-

会員様へお願い

毎月恒例のフレンドランチ会が9月12日大雪地ビール館で行われました。
今回の参加者は12名。到着すると既にお集まりの皆さんは、増税に関するお話
をされており、異業種ならではの悩みや対策などが聞けて、ためになった部分
もあったのではないでしょうか？
更に今回はそれだけでは終わらず、スピーカーである上杉さんのお掃除のお
話を聞いた後の自社PRが、皆さんのお掃除にまつわるエピソードを話す流
れとなりました。
『部下へ掃除の必要性を伝える大事さと苦労』『過去に自分が掃除から学ん
だ事。それが今に活きている』など皆さんが『掃除』というテーマから自身の
エピソードと照らし合わせ、お話されていたのが印象的でした。
また共感出来る部分も多く、新しいランチ会の型が見えたような気がしま
す。
10月はランチ会はどのようなランチ会になるのか？とても楽しみです。

ウカスイモシリ株式会社
マネージャー

今野 正樹

Q.守成クラブに入会し
たのはいつ？
A.今年の６月に入った
ばかりです。もう赤
バッチで正直自分自
身ビックリしてます。
Q.守成クラブでどのよ
うな活動して行きた
い？
A.守成クラブで行政
書士の仕事を広め
ていきたいですね。
無料相談会も機会
があればやってみた
いです。次は鬼瓦を
目指して頑張ります！

行政書士
マーズオフィス

スピーカー：ゆう美堂 上杉 美由紀　　テーマ：「掃除をすれば仕事運が上がる」

9月12日（木） 12：00～13：30
場所：大雪地ビール館

受付委員会からのお願い

中井委員長に 

聞く！

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。

受付委員会では出欠連絡をFAXで行っている会員様にメールでの連絡への切り替えをお願いしています。
受付委員会や事務局でFAXを確認する事務作業の軽減していきたいこと、FAXでは送信トラブルも起こりやすいた
めなるべく避けたいということが理由です。
事務局にご自分が使用するメールアドレスを添えてご連絡いただければ、切り替え手続きができます。
例会の出欠のご連絡は、メールの本文にご自分の会社名、氏名、出欠か欠席か、ブース出展有無、ゲスト様の情報
（会社名・氏名・ふりがな）がわかるように書いて頂けると非常に助かります。

【出欠連絡について】

ドタキャンや遅刻される場合は、所属委員会の委員長または事務局へご連絡を必ずして下さい。
受付委員会では、当日皆さんから集めたお金を管理しておりますが、連絡が来ない方がいらっしゃると、いつまでも
金庫を閉められず、お金を預かってる身としても、出席でお返事頂いてる方から連絡が無い以上待つしかありませ
ん。お手数ではありますが、御一報頂けるとそのあたりの業務が大変スムーズに
行えますので、ご協力の程よろしくお願いします。

最後になりますが、受付委員会のメンバー皆さんは、今期だけの受付の目標ではなく、来期以降の受付業務が今よりも
やりやすくなる為に、今の問題点等を話し合い改善策などを打ち出して取り組んでおります。
その際守成クラブ旭川の会員の皆様のご協力も必要となります。
守成クラブ旭川をより良く出来るよう尽力致しますので、どうかご理解の程よろしくお願いします。

【ドタキャン・遅刻について】


