次回例会案内

毎回新しい参加者と出会えることは、互いのマーケットがさらに広がること

3 月例会 2012.3

場所：エクセルホテル東急５Ｆ

/ 1 4（水）18:00 スタート
参加費：５，０００円

名刺ご持参お忘れなく

ゲストをお連れの際は、名刺 100 枚ほど用意するようお伝えください。
※キャンセルは前日 15:00 までに事務局までご連絡ください。（事務局携帯：090-3555-4510）
それ以後のキャンセルは事務局より後日会費 5,000 円を請求させていただきます。

第 62 回４月例会 ：4/11
第 63 回５月例会 ：5/9

2012 年 5 月までの例会スケジュールはこちら！

例会は毎月第２水曜日開催です

グループ昼例会開催
今月は５グループ合同開催！

2/22（水）11:30 ～
会費：1,000 円～

どのグ
ル
参加Ｏ ープでも
Ｋ！！

●どのグループ例会に参加してもＯKです。
参加できる⽇程のグループ例会に参加しましょう！！

●当⽇に急遽出席できる場合、⼜は急遽⽋席の場合は
各グループ⻑までご連絡ください。

金沢市東力３丁目１０５番地
TEL292-0008

５周年記念例会

1 周年記念例会

Contents

守成クラブ金沢南・白山会場は、来月 3 月 6 日に発足 1 年目を迎えます。
金沢会員も奮って金沢南・白山会場へ足を運びましょう！
新たなる出会いとビジネスチャンスがそこにはあります。

守成クラブ金沢代表

3 / ６（火）18:00 スタート

開催場所 グランドホテル松任

参加費

メインテーマ：

輝かせ！商魂

他会場よりお知らせ

2012.

バンバン通信金沢

●2 ⽉㆗旬に出⽋確認 FAX が⼊りますので、期⽇までに
ご返信ください。

■場所：サンパリオ

開催日時

守成クラブ金沢

５周年記念例会特別号

第６2 回 仕事バンバンプラザ

守成クラブ金沢南・白山会場

守成クラブ石川県連スローガン：会社を守る、鬼となれ

例会参加申込は速やかに！

守成クラブ 5 周年記念例会

5,000 円

２月号

挨拶
実行委員長挨拶

守成クラブ石川県連絡協議会会長

※他会場の例会は、正会員のみ参加可能です。準会員は所属会場のみの参加となります。

2012.Feb

挨拶

年間表彰者インタビュー
「バンバン通信金沢」についてご意見・ご要望、広告掲載など随時募集中！ ※広掲載枠のご希望は
お問い合わせは、090-9763-6645（北出）他、各グループ長、世話人まで！ お早めにご連絡下さい！！
守成クラブ金沢 事務局
事務局 押田、角谷、西川
携帯：080-3555-4510
金沢市旭町 2 丁目 19−33
ホームページ：http://syusei-kanazawa.com/
バンバン通信金沢は、例会開催翌日以降ホームページで
ご覧いただけます。

バンバン通信金沢 2 月号 Vol.20 発行日 ： 平成 24 年 2 月 8 日
この会報誌の発行が今回で 20 回目を迎えました。まだまだ
編集後記
内容は十分と言えませんが、更なる内容の充実を図り、会員
の皆様や地域の企業の方々に、守成クラブ金沢の活動をＰＲしていきたいと考え
ております。
掲載してほしい情報などがございましたら、広報委員会まで是非情報をお寄せ
ください。また、発行にあたり記事掲載をお願いすることもあると思いますが、
何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
最後に、発行にあたりご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
企画編集 北出ゆかり
広報委員会：南野、北出、南川

昼例会レポート
例会通信 1 月
例会・昼例会スケジュール

『がんばれ』は自ら市場をつくる経営者のシンボルです。
守成クラブのモットーである” 自分たちの市場（マーケット）は自分達でつくる” に
真剣に取り組んで成果をあげている全国組織です。
『創業は易し、守成なり難し』
かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く、守成クラブは、
中小企業の経営者によって構成する会員制クラブです。

Vol.20

グループ昼例会レポート

守成クラブ金沢

守成クラブ金沢

代表挨拶

守成クラブ金沢

1 ⽉は各グループが同じ週にまとまり、3 ⽇間連続開催になるという、忙しい昼例会にでした。
そんな㆗連続出席されているかも⾒かけ、守成クラブに対する心意気が感じられましたね。
昼例会は、夜の例会と違って、ゆっくりコミュニケーションを取ることが
できます。グループ別昼例会は昨年春より実施しており、当初は⾃分のグ
ループだけ出ていた⼈も、今では積極的に他グループへ参加している⽅も
多いです。今回は他会場の⽅が参加されたり、３⽇間連続参加の⽅は、
インド料理、㆗華料理、イタリアンと多国籍料理㆔昧でしたよ！

石川県１０００社を目指し安定した
２００社例会を早期に実現しよう！
「仲よしクラブ」とういうマンネリ化を排し果敢に挑戦しよう。

( 有 ) アカネ不動産商会

代表取締役

守成クラブ金沢の５年間の歩みは全国の守成クラブ

須 加 栄

しかし、私達の前にはマンネリ化という敵が大手

に比較して自負をもってしかるべき典型をもっていま

を広げて待っています。準会員のままでいいとか、も

す。商談の質と量、例会内容の豊かさ、組織運営の方

う会員は増やさなくていいとか、時間がないから面倒

法等において優れています。この会の最も大事な役割

なことは止め、とこうと言った怖いマンネリ化の伏兵

は中小零細企業が自らの力で企業を守り発展させるこ

がいることを忘れてはなりません。

とにあります。そのためにこそ毎月例会 ( 市場 ) を開

小さくまとまって「仲よしクラブ」になれば守成ク

き商談の機会つくり、人脈をつくり切磋琢磨して収益

ラブの役割は終わります。私たちは只今の小功に甘ん

を上げます。

じず石川県１０００社達成の牽引者となり目標達成の

守成クラブ石川県連は「会社を守る鬼となれ」とい
高く喧伝しています。

毎回同じ顔ぶれだけではビジネスチャンスは限られ
てきます。だからこそ、そのチャンスを増やすために

さて、私たちの奮闘による成果はまさにこれから収

不動産や会社関係の登記について、法務局に提出する登記申請の代理を専門にしています。
相続登記は特に戸籍謄本を集めたり、遺産分割など面倒な書類の作成があります。是非ご依頼下さい。

新しい課題に挑戦しなければなりません。

う合言葉を作って守成クラブの意義役割を全国に意気

角谷司法書士事務所

は、分母（会員数）を増やさないといけません。

穫されます。それは安定した２００社例会の実現によ

今一度、会員一人ひとりが原点に立ち返り、目標達成

って数倍の可能性、多大な商談が得られるからです。

を共に加速させていきましょう。

まずは、土地建物の名義変更や会社に関する登記のご相談にご利用を！
＜業務案内＞
・不動産の売買・相続・ローン返済による権抹消まど
・株式会社の取締役、監査役の任期満了改選・目的変更など

司法書士

角谷

英雄

住所：金沢市新神田４丁目４−１５
TEL：076-227-9607
FAX：076-227-9608

金沢中央店

有限会社 アカネ不動産商会
不動産の売買 ・ 賃貸 ・ 管理のことならお任せください！

土地 ・ 中古住宅 ・ アパート ・ マンション
金沢市石引 1-17-14

TEL 076-222-9577 FAX 076-222-2532

代表取締役

各種石材工事設計・施工
吉相之墓
各種墓石
建築石材
記念碑

真心の
有限
会社

みなと石材

金沢市四十万３丁目 108-2
TEL 076-296-2558
代表取締役
FAX 076-296-2568
2

墓地分譲
外構工事
造園工事
土木工事
中町

潤一

須 加

代表取締役

栄

美智子

” くらしの健康を応援します”

硝子・鏡工事
ビル用・住宅用サッシ工事
コーキング工事
シャッター工事
エクステリア工事

24 時間温泉システムオンリーゆ

新製品発売！

お風呂で困っていませんか？

マイ．ドリーラ

お風呂のことならどんなことでも
ご相談下さい！

Ｓ．Ｄ1105-0001
貴社の合うテーブルユニットで
加工にも対応できます。

押田硝子商会
金沢市旭町２丁目１９番２８号
TEL 076-222-6569 FAX 076-262-1888
E-mail oshida-g@aroma.ocn.ne.jp
代表取締役

桐畑

押田

武志

株式会社ダイセー

〒921-8025 金沢市増泉５丁目 5-22
[TEL] 076-243-4200 [FAX] 076-243-4200
[Mail] kdaise@kdaise.co.jp
[URL] http://www.kdaise.co.jp/

代表取締役

大久保

賢司

石川県ブランド優秀製品認定

〒921-8025

抗菌性抜群

美容と健康に！

金沢市増泉５丁目５番２０号

( 有 ) オンリーゆサービス
TEL

076-243-0249

FAX

244-3427
7

守成クラブ金沢

例会通信

守成クラブ金沢

1 月例会報告

１月の例会の様子をほんの一部ですがお知らせいたします。少しずつ商談入札の数も増え実績があがっております。
例会でしか得られない情報がたくさんあります。遠慮していては商売は広がらない！バンバンＰＲしましょう！

■商談実績発表

5 周年記念例会
５周年記念例会

実行委員長
メインテーマ：

( 株 ) アイビー
( 有 ) エヌ・シー・ティ
池田 剛さん

( 株 ) 金沢エンタープライズ
中川知俊さん

オール電化や配線工事で 不動産仲介で、一戸建て建
利用いただきました！
物の取引がありました。

商談入札

■ブースで商談タイム
ムライ工芸 オーダースーツのマルヨネ
サンパリオ 酒の井なみ屋
光和防災
神田木材
日の出屋製菓 ブリキンながい
ダイセー
金沢健康医学社
アート
アイビー
角谷司法書士事務所 雪国化学
（順不同）
今年初例会の参加人数は通常例会よりも少し少なかったです。会員一人ひとりがもう一度新しい気持ちで、守成クラブの
商談拡大について考え、さらに盛り上がる例会にしていきたいですね。

http://www.burikin.co.jp
○建築板金工事一式（屋根・外壁・雨樋） ○落雪防止ゆきもちくん取扱店
○屋根雨漏りのお医者さんグループ加盟
○住宅リフォーム設計・施工
○遮熱材リフレクティックス特約代理店 ○シャープ太陽光発電システム 認定施工店
代表取締役

永井

紀久

有限
burikin 会社
〒920-0334 金沢市桂町ニ39番地１TEL 076(268)1752 FAX 076(268)8894

E-mail info@burikin.co.jp

記念例会を迎えることとなりました。以前に開催された第

まだ当クラブもまだまだ固まったものでもなく、今ようや

５０回記念例会時は高見の見物人としての参加をしていま

く組織も出来上がってきています。

したが、参集して頂く為には想像以上のエネルギーを費や

入会当時、商売にすぐ結びつくと思いながら例会参加を

し誠心誠意で守成クラブの良き仲間を増やす為、我（仕事）

していましたが、車座商談だけして後は懇親会と少々お楽

を忘れてやらなければ出来ない事とつくづくと感じました。
様に自社の存在感をこの市場に打ち出て更なる商売繁盛が

で壇上での自社ＰＲなど考えたこともありませんでした。

出来ることの願いを込めての思いです。金沢及び近郊の市

そんな中適当に例会参加し半年程経ったころに仲間から背

場にて企業が大小約３万数千社の事業を営んでいます、そ

中を押され、緊張しながら壇上でＰＲした覚えが昨日のよ

の企業の従業員は約２５万人として見るとその相当額の経

うに思い出されます。その後、何回か自社ＰＲをする機会

済活動が行われていますが、近年は中央の大手企業の石川

ができ入会後の１年半過ぎに初めての商談成立となりまし

県進出が盛んで地元の事業者の脅威ともなっています。

た。この時から、この会は常に継続して参加してこそビジ

そんな中、今われわれ地元でスクラムを組み、地元での

ネスチャンスに巡り合える市場であり、商売は、すべて慌

地産地消の経済循環をしっかり植え付けるためにも当クラ

てず、焦らず、諦めずの商売の原点を本当に実感できまし

ブ金沢を今以上に発展させなければ将来が見えてきません。

た。そのことも経験となり今記念例会の実行委員のモッ

商いには企業の大小や事業の規模の大小には関係なく経営

トーとして打ち出し昨年１０月以降に全会員参加とゲスト

者が必ず持っている商売の魂は全て同じであり、それは我

勧誘を促し今日に至りました。

々の揺るがない離れがたい絆でもあるはずです。そんな絆

記念例会の実行委員長の大役を仰せ付かり、２００社例会

の会員を石川県にて１０００社さらには、３０００社と広

を打ち上げた物の何から手を付ければ良いのかわからない

めて行ける原点としての５周年記念例会になることを願っ

中、実行委員２３名の皆様の多大なる協力を得て２月８日

ています。

■５周年記念例会
実行委員長
実行副委員長
実行副委員長
実行委員メンバー

実行委員会メンバー
( 株 ) アイビー 中村克司
( 有 ) ブリキンながい 永井紀久
ハウスホールド ( 株 ) 院瀬見和裕
( 株 ) ムラモト 村本外喜男
( 有 ) アカネ不動産商会 須加栄
( 株 ) ダイセー 大久保賢司
押田硝子商会 押田武志
( 有 ) みなと石材 中町潤一
城南開発 ( 株 ) 南野達也
大同生命保険 ( 株 ) 西川由美子

作業服＆制服

システムワークス エム
代表

白山市竹松町 233

南川

貴之

TEL/FAX 076-275-9199

定休日：年中無休
代表

北出

ゆかり

金沢市泉本町 2 丁目 82−1−102
電話 090-9763-6645

システムワークスエム 南川貴之
中央ビルサービス ( 株 ) 坂本文吾
スークデザイン事務所 北出ゆかり
アクトサービス 小寺正人
相木商店 相木明美
( 有 ) アート 南周峰

金沢中央店

作業服の

金沢中央店：金沢市二ツ屋町 7-13
野々市店 ：野々市市御経塚 4-93

Systemworks M

角谷司法書士事務所 角谷英雄
( 株 ) 金沢健康医学社 米澤茂
新プリント工房 新宗一郎
ムライ工芸 村井 千寿
松島鈑金自動車商会 松島寿一
相互アルミ建材 荒川健也

頭のてっぺんからつま先まで安全で安心な品なんでも揃う！

スークデザイン事務所

6

今回のテーマとして “輝かせ商魂” を掲げたのも会員皆

もともと多勢の中での発表が苦手でハニカミヤでしたの

suuQu design office

設計
セキュリティシステム / 業務用映像システム
施工 業務用音響システム / ネットワークシステム

中 村 克 司

私が守成クラブに入会したのは４年半位前ですが当時は

しみ会的な気持ちで参加をしていたと思います。

今例会中に２件、購入申込があり、早速出席者
から入札参加希望の手が上がっています。

業務
内容

代表取締役

TEL：076-231-1121
TEL：076-227-9891

営業時間：7:00 〜 20:00

ダイレクト輸出・輸入商社

代表取締役

野々市店

中村

克司

加賀の國 ( 株 ) アイビーグループ
3

守成クラブ金沢

守成クラブ金沢

守成クラブ 石川県連絡協議会会長代表挨拶

昨年度の会員拡大優秀賞、 商談実績優秀賞、 例会皆出席賞を受賞された方々です。
例会は仲間とビジネスの輪を拡げる場です！皆出席を目指し、 今年度も積極的に参加しましょう！

守成クラブ金沢
５周年を迎えて

城南開発 ( 株 )

代表取締役

南野達也

会員拡大 ⾃分の会社を知って頂くことで商売に繋がり易く、また
優秀賞 直接決裁権のある経営者の⽅と商売の話が出来る会で、
今後は「⾃分のたちの市場を創る」の役に⽴つよう⾏動
していきたいと思います。

( 有 ) ベストクリーン・エム

( 株 ) ムラモト

代表取締役会長

専務 町美智⼦

会員拡大 ⼈と⼈、企業と企業との輪を広め、信頼関係を築き㆖げ
優秀賞 た㆗に、商売があると思います。⾊々な⽅と共に成⻑し

村 本 外 喜 男

ていけたらと思います。
今度ともよろしくお願いします。

平成１９年 2 月 南出、村本、笠島、黒崎の４名の

県連１０００社構想実現に向けて石川県連方式を打

世話人と全２８名の会員にて守成クラブ金沢第 1 回例

ち出すとともに、県連の旗「会社を守る 鬼と成れ」を

会を開催いたしました。

作り、会員増強に取り組んできたことにより平成 2３

商談実績 ⾃分の会社を知って頂くことで商売に繋がり易く、また
優秀賞 直接決裁権のある経営者の⽅と商売の話が出来る会で、

年１月県連会員２５０社、平成２３年１２月３７０社、

皆出席賞 していきたいと思います。

その後１周年記念例会、３周年記念例会、第５０回

新プリント⼯房

代表

新宗⼀郎

今後は「⾃分のたちの市場を創る」の役に⽴つよう⾏動

⼤同⽣命保険 ( 株 )

⻄川由美⼦

会員拡大 ⼈と⼈、企業と企業との輪を広め、信頼関係を築き㆖げ
優秀賞 た㆗に、商売があると思います。⾊々な⽅と共に成⻑し
ていけたらと思います。

皆出席賞 今度ともよろしくお願いします。

( 有 ) ベストクリーン・エム

専務 町美智⼦

商談実績 ⼈と⼈、企業と企業との輪を広め、信頼関係を築き㆖げ
優秀賞 た㆗に、商売があると思います。⾊々な⽅と共に成⻑し
ていけたらと思います。
今度ともよろしくお願いします。

( 株 ) ⼭徳

代表取締役

徳本久志

商談実績 守成クラブとは、⾃社では出来ないことを快く引き受け
優秀賞 てくれるビジネスパートナーと出会える場です。業務拡
⼤のため、買い専⾨で頑張っています。これからも買い
続けて皆さんと共に成⻑していきたいと思います。

例会と回を重ね、会員拡大に取り組んでまいりました。 と 1 年間で１２０社と会員数が拡大しております。全
また、平成２１年３月には守成クラブ小松、次には平

国の県連の中で会員年間増加率では、石川県連は全国

成２３年３月には守成クラブ金沢南・白山を立ち上げ

第１位ということもありました。また商談実績も、全

ることが出来ました。

国の中でも上位だったと思います。

過去、ネットワークビジネス問題、宗教問題、その

会員皆様、本年も会員拡大、商談実績拡大の全国県

他色々と紆余曲折がありましたが、周年行事ごとに会

連第 1 位を目指すとともに、守成クラブ七尾の立ち上

員拡大が進み、世話人をはじめとする各会員の協力の

げを目標に、
「みんなは 1 人のために、1 人はみんなの

おかげで、現在の守成クラブ金沢があると思っており

ために」の守成クラブの理念を心に会員拡大にご尽力

ます。

くださいますようお願い申し上げます。

⼭や草

代表

奥村ゆき⼦

( 株 ) ⾦沢健康医学社

皆出席賞 ⽬先の商売にとらわれることなく、毎回出席することで

⼈との出逢いに感謝し、これからも⼤切にしていきたい
です。
今度ともよろしくお願いします。

㆞道に商売につなげることが出来ればと思っています。
商売の場を⽭り㆖げられるように今後も頑張ります。
皆さんも⼀緒に頑張りましょう！

スークデザイン事務所

代表

北出ゆかり

皆出席 参加してこそご縁があり、⼈、仕事と様々なキッカケを
頂いております。これからも良い刺激を受ける場である
この守成クラブで頑張っていきたいと思います。企業コ
ラボなどもこれから取り組んでみたいと思います。

相互アルミ建材

システムワークスエム

１．１０００社会員達成は全県目標

代表

南川貴之

皆出席賞 守成クラブは異業種の経営者との出会いの場であり、頑

２．新会場は既設クラブの胎内から

張れば頑張るほど、ビジネスチャンスに出会える会だと
思います。今後は皆様が商売しやすい会場作りの運営に
微⼒ながら、貢献出来ればと思っております。

３．１００社会員はクラブの基本単位

( 有 ) アート

５．県連は強力な指導援助部隊
羊毛断熱材ウールブレス
全国総販売代理店

代表取締役

南野

毎月２２日はムラモト銘木市開催！！

南

周峰

との⼈脈ネットワークを広げたいと思うなか、1 年間皆
出席することができました。これからもたくさんＰＲし
て商売につなげたいと思います。

達也

http://muramoto-sp.com/

自然素材の住宅資材を販売する

株式会社

代表取締役

皆出席賞 ⽻咋に事務所を持ちますが、市場拡⼤に向け、様々な⽅

４．クラブ役員は全員ゴールドバッチに

アクトサービス

代表

⼩寺正⼈

皆出席賞 毎回出席することで、顔を憶えていただき、何かあった
際には声をかけてもらえることが出来る会だと思います。
今後も売り、買い、共に会に貢献できるように頑張りま
す。これからも宜しくお願いします。

荒川健也

はとても楽しいです。これからは⾃分の商売だけでなく、
皆さんお商売もアシストできるようにしたいと思います。

石川県連方式

⽶澤茂

皆出席 例会で皆さんと合えるのを毎回楽しみにしております。

皆出席賞 仕事を通じて、⾊々な業種の⽅と知り合える場のこの会

守成クラブ石川県連絡協議会

代表取締役

ビル・フロント・住宅サッシ

相互アルミ建材
・ビルサッシ、フロントサッシ
・住宅サッシ、自動ドア
・エクステリア
・シャッター、外装建材
・住宅機器商品

何でもご相談ください！
金沢市玉鉾 1 丁目６０
TEL(076)291-3174 FAX(076)291-2522

荒川

健也

店舗建築、装飾、広告物、企画・設計・施工まで、
工芸レベルの技術でお客様のニーズにお伝えします

ムラモト

呼吸する羊毛断熱材ウールブレス

WOOL BREATH

専務取締役

村井

千寿

ウールブレスは数ある断熱材の中で唯一、調湿性能を持ち「湿気と共存」が可能な断熱材なのです。
〒金沢市旭町３丁目１９－３８
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TEL 076-263-2034

代表取締役会長

村本

外喜男
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