来月の開催

場所：ベルクラシック旭川

2020年12月8日（火）18：30開会
Friend
Lunch
Meeting

フレンドランチ会

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)

10月13日
（火) 12:00〜13:30
場所:五条食堂

＜広報委員会の旭川あんしんプランナーの加藤より＞
五条食堂さんで 10 月のフレンドランチ会が開催され、15 名の方々に御参加頂きました。準会員さん数名の新しい顔ぶれ
からベテラン、幅広い層の会員が集まりました。スピーカーはフォローアップ委員会の副委員長を務めている野瀬さんで
守成クラブに入会して 5 年間のスピーチでした。野瀬さんは入会されて最初は守成ク
ラブが余り分からぬまま時間が過ぎ、例会など欠席が多くなるも、ある会員の方との
きっかけを元に例会にも出席するようになり、結果的に商売にも少しずつ結びつき、
今は副委員長まで務めておられる経歴を分かりやすくスピーチ頂きました。守成クラ
ブはやはり交流などを通して商売に結びつく会なので、例会やフレンドランチ会に出
席してコミュニケーションを多くとる事の大切さ感じました。来月以降も、少人数で
アットホームな雰囲気のフレンドランチ会で、自社 PR しませんか？開催時期が近く
なりましたら、また Facebook や例会にてビジネスマッチング委員会の（株）Active
の山下委員長より御案内がありますので、ぜひ参加してみませんか？
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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。
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今野委員会

レディースランチ会 開催しました！
＜シェーブたなか 田中晴己さんより＞

10月20日（火曜日）に万葉の湯さんで、レディースランチ会が行われました。
自社PRから始まり、皆さんのコロナ禍での苦労話を共有して、とても元気を貰える形
になりました。まったりとした時間を過ごせて、良かったです。
来月は、11月17日（火曜日）にパン工房のメルヘンさんで行う予定です。参加費3,000
円で定員10名で、パン教室を行います。10時スタート12時ぐらいに仕上げ14時くらい
まで、時間が許す限りとなってます。皆さんの参加をお待ちしています。

会員資格による活動可能範囲

今後の予定
フレンドランチ会
日時：11月12日（木）12：00〜
場所：大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目
会費：自分の昼食代のみ
自社PRの為のチラシ配布等が全会員様可能です。
(多少早く来ても遅く来ても大丈夫！)
レディースランチ会
日時：11月17日（火）12：00〜
場所：パン工房 メルヘン 上川郡東川町東7号北3番地
会費：3,000円

現在の会員数

（2020/10/21 現在）

会員数 •••• 215名
正会員 •••• 134名
準会員 ••••••80名
パートナー ••• 1名
新入会 ••••••• 0名
前月比 •••••• ｰ3名

10月例会出席者
旭川会員 ••• 81名

（パートナー会員1名を含みます）

２部 •••• 0名
欠席 ••••••110名
ゲスト様 •••• 0名
同行出席 •••• 1名
代理出席 •••• 2名
他会場 •••••• 0名
回答無し ••• 23名
合計出席人数 ••• 84名
返信率 •• 89.25%
出席率 •• 37.85%

例会テーマ

菅野委員会

「Go To 守成クラブ旭川！」
表紙に掲載している会員の写真は、2020年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 改めまして、
お仕事からお伺いします。
A 熱帯魚・金魚・爬虫類の販売の専門店のアクアショップ フレンド

です。
Q 守成クラブに入会してどれくらいでしょうか？
A ちょうど、
11 月で 4 年目に入りました。
Q 今回初めての委員長ですが、何かこだわっている事はありますか？
A 5 月と 11 月の担当例会でしたが 5 月はコロナ禍で中止！

本心はちょっだけほっとしましが、次回 11 月となり準備期間も

今野
委員長に

たっぷりありの活気ある例会にします。気合を入れますよ。

2020ブース収穫祭イベント

Q 今回の例会テーマについて説明をお願いします。
A「go to 守成クラブ旭川！」はコロナ禍において感染対策に、取り

！
く
聞

組みながら頑張っている企業を、応援したい！商品、サービス、情報
を 20 秒程度にまとめて、全員で発表していただきます。

ブース出展者
の皆さん

車座は冬商戦と、年末商戦に向けてです。

Q ご自身が感じる守成クラブの良い所は、
何ですか？
A 飲みに出る機会が多くなり肝臓が鍛えられます。

色んな業種の経営者様と交流が出来、知識とか、情報とか勉強に
なる事が多く、収穫のある実になる会です。

Q 改めまして、
お仕事からお伺いします。
A 理容師・つぼ療法士・エステをやっています、ヘアー＆フェイスエ

ステサロン KANNO です。
Q 守成クラブに入会してどれくらいでしょうか？
A 2006 年 3月23 日の入会なので、
丸14 年で15 年目に入りました。
Q フォローアップ委員会の委員長ですが、何かこだわっている事はあり

ますか？
A 委員会の全会員さんとコンタクトを取り、楽しみながら委員会の仕

事を行う！2 部会には必ず行くようにしている
（笑）
Q フォローアップ委員会として、会員の皆さんに何かお願いはありま

すか？
A 会員さん自身の紹介者フォローを必ず行って欲しいです。
黙っていて

は、仕事や仲間も増えないので、自ら動き、声をかけて欲しいです。
Q ご自身が感じる守成クラブの良い所は、
何ですか？
A 入会間もない時から気にかけてくれる仲間が大勢いました。
会員同

士、助け合いの気持ちに感謝です。色々な業種の方々がいるので、ま
ずは守成クラブの会員さんの所から、商品を買ったり、お世話になっ
て助かります。これから、長いお付き合いになることを願っていま
す。他地区の方々にも、お世話になっていますので、全国組織の利点
もあります。私は、床屋ですが、自分の仕事の利益も、信頼関係の利
益も頂きました。

菅野
委員長に

！
く
聞

F‒SUB 菅原博秀さん

NPO法人まこと 松村優子さん

このコロナ禍のなかで、守成クラブの士
気が下がりつつあると思い、例会に出席
してない方の来場人数が、一人でも増え
ることを願い出展させていただきまし
た。結果として、たくさんの方のご来場が
叶い、良かったです。ただ、生産者として
季節が深まった時期で、野菜の種類が少
なかったのが残念でした。もう少し、時
期が早いと良かったと思います。また、
機会がありましたら、参加させていただ
きたいと思います。

今回、皆さんにお付き合いで沢山のウエスを買って頂きありがとう
ございました。色んなブースがあり、自分も楽しみながら色々買わ
せて頂きました。守成クラ
ブ会員さんのみのイベント
だったので、次回は一般の
お客様にも来て頂き、販売
できる企画があっても面白
いと思います。また、機会
が あ れ ば是 非 参 加したい
と思います。ありがとうご
ざいました。

くすりの健康堂 藤原直樹さん

BCO合同会社 笠原二三男さん

今回、久しぶりのイベントで楽しかった
です。
良かった事は、イベント参加者同士
で、お互いのブースで 買い物をしよう
という思いで協力をしてくれた事です。
個人的な事ばかりではなく、事前に守成
の FBページにて出展者が当日展示する
商品等の告知ができたら良かったと思
いました。
是非参加したいと思います。

収穫祭に参加して、コロナ禍でも感
染予防をして、売上を上げる作業を
行うことが大切だと思いました。久し
ぶりに会員様の笑顔の交流が見れて
良かったです。
五条食堂のスペースは、テナントが決
まり使用できなくなりますが、また機
会があればやりたいです。

ビジネスマッチング委員会の(株)Activeの山下委員長より

緑バッジ！新しく入会されました！

有限会社 浅野商事
営業部長

守屋 雅文

10 月 19 日月曜日 17 時から五条食堂とその前の旭川フードテラス
にて「ブース収穫祭 2020」が開催されました。16 社の出展、79 名の
会員の方々にお越し頂き、大盛況の内に終了する事が出来ました。
早々に売切になるブースも有り、嬉しい悲鳴でした。
このイベントは守成クラブ旭川の今年度最初のイベントで、前例が
有りませんでしたので、運営側も試行錯誤の連続でした。しかしなが
ら会員相互の商売に繋がるよう、市場活性化推進部一丸となって一
生懸命頑張らせて頂きました。機会が有ればまた開催出来たらと思
います。改めまして、お越し頂いた方々、出展に御協力頂いた方々、運
営に御協力頂いた方々、有難う御座いました。

