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守成クラブ石川県連スローガン：会社を守る、鬼となれ

バンバン通信金沢

守成クラブ金沢

発行日：平成 24 年 8 月 8 日

8 月 23 日（木）守成クラブ金沢北会場誕生！
守成クラブ石川県連は、能登を望む金沢駅前の「ホテル金沢」を会
場に、いよいよ８月 23 日（木）に金沢北会場が発足します。実行委員
メンバーを中心に発足に向けて、約 4 ヶ月間努力してまいりました。
是非、8 月 23 日は記念すべき金沢北会場第 1 回例会に、ゲストを連れ
て参加をお願い致します。ブース出展も併せてお願い致します。

日時：８月２３日（木）１８：００〜

場所：ホテル金沢（金沢駅東口前）

守成クラブ金沢北 総括責任者

村本

新企画ＮＥＷ
ＷＷＷ

市場拡大貢献賞
市場
市
場

外喜男

守成クラブ金沢北 代表

南野

達也

「会員拡大貢献賞」は３社の紹介で「がんばれ盾」、「鬼瓦賞」は 5 社の紹介で「鬼瓦」が汗を流した
仲間の証として贈呈されます。
「赤バッジ」は 1 社の紹介で準会員から正式に会員（仲間）になった証として贈呈されます。準会員
の方は 1 日も早く正会員になることを期待します。

市場拡大貢献賞、会員の証「赤バッジ」を受賞した仲間をご紹介

ムライ工芸
専務取締役

村井

千寿

Chitoshi Murai

鬼瓦

〒920-1302 金沢市末町 13-52-2
TEL ： 076-229-0227
FAX ： 076-229-0219
HP ： http://www.artmurai.com
MAIL ： info@artmurai.com

ラクシュミー
社会保険労務士事務所
所長

小矢田

由希

Yuki Koyata
赤バッジ

ムライ工芸は昭和46年に映画看板製作から始まり、イベントサイン、一般サイン、店舗装飾
まで拡充し , その間、数々の賞を受賞してまいりました。（昭和59年度内閣総理大臣賞など）店
舗建築、装飾、広告物の企画・設計・施工まで、工芸レベルの技術でお客様のニーズにお応え
します。
低価格、高機能、高いデザイン性を実現すべく、努力を続けてまいりますのでお気軽にご相
談下さい。
また、守成クラブにおきましては、お世話役をさせていただきまして、精一杯の努力をさせ
ていただき、皆様方とともに、この守成クラブを盛り上げていこうと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。

金沢市で社会保険労務士として開業しております。経営者の皆様の「ヒト・モノ・カネ」のヒ
トに関するすべてのお悩みを解決する仕事です。最近はヒトに関するトラブルを防ぐことがカネ
の悩みを解決する、そのような傾向にあります。一国一城の主である経営者の皆さんを守りたい！
支えたい！そんな思いでお仕事をさせて頂いております。
Laxmi 〜ラクシュミーはインドの女神さまのお名前をお借りしました。繁栄と豊穣の神様です。

〒921-8133 金沢市四十万町イ 52-2
TEL ： 076-296-4238 FAX ： 076-296-4238
MAIL ： apis_mellifera_999@ybb.ne.jp

私自身がお客様のラクシュミーとなる！という誓いを込めた社名です。守成クラブに参加させて
頂き、素晴らしい人脈を確実に繋ぐ機会を頂いております。この感謝の気持ちを大切に今後も活
動して参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

朝日奈
代表

知恵子

朝日奈

知恵子

Chieko Asahina

赤バッジ

〒920-0054 金沢市若宮 2 丁目 40
TEL ： 090-8097-2040 FAX ： 076-265-3315
MAIL ： asahina-wakamiya@softbank.nejp

金券ショップ、チケットハウス（六枚）の経営と同時に本格的に占いをはじめ約 30 年。未来
への道先案内の六星占術で、いくつかの人事を預かっていますが、何とか石川を、金沢を元気に
したいと思い必死に祈り続けてきました。ハラハラと、まるで風に舞うように「守成クラブ」と
出会い、間違いなくこの「守成クラブ」を応援することで、正しい確信をしました。
「守成クラ
ブの母」として、命がけで助けを求めてきたり、自分の未来のために現在を見つめなおしたい経
営者の方々の運気を見、時期（勝負）を伝えます。
県外の「守成クラブ」の方々も郵便でお引き受けします。元気なパワーとアドバイスを発進し続
けます。そしてその内１度、皆様の会場へも行きたいと思っています。「六星占術
おおいに「自身ある前進」に役立ててください。

守成クラブ金沢

姓名判断」

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

第６８回 仕事バンバンプラザ

９月例会 2012. ９
場所：エクセルホテル東急５Ｆ

例会参加申込は速やかに！

/ １ ２（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 69 回 10 月例会：10/10
第 70 回 11 月例会：11/14

2012 年 11 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
開催のお知らせ
どのグループでも参加ＯＫ！！
木下

グループ

グループ

荒川
グループ

■場所：もんぜん

■場所：もんぜん

8/29（水）11:30 ～

南川
グループ

■場所：魚匠庵

金沢市駅西新町 3-13-17
TEL 231-1144

8/28（火）11:30 ～
■場所：魚匠庵

金沢市駅西新町 3-13-17
TEL 231-1144

8/21（火）11:30 ～
金沢市昭和町 6-8 金沢シティホテル 1F
TEL 224-2201

8/22（水）11:30 ～
金沢市昭和町 6-8 金沢シティホテル 1F
TEL 224-2201

坂本

他グループの昼例会参加の際は、
グループ長まで連絡して下さい。

新
グループ

8/28（火）11:40 ～

■場所：八兆屋 県庁前店
金沢市西都 1 丁目 96 番地
TEL 267-1186

事務局よりお知らせ

例会出欠は、必ず期日までに FAX してください。（不参加でも忘れないでください。）
キャンセルは前日１５：００までに下記までご連絡ください。
⇒事務局携帯：押田硝子商会 押田まで携帯：080-3555-4510

前日１５：００以降のキャンセルにより例会を
欠席された方には、事務局より後日、
会費５，０００円を請求させていただきます。

「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！
お問い合わせは、090-9763-6645（北出）他、各グループ長、世話人まで！
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守成クラブ金沢 事務局
事務局 押田、角谷、杉ノ原、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/

編集後記

リニューアル
しました。

今月は金沢北会場が発足しますね。約 5 年弱前に石川県に守成クラブ
金沢が発足し、続き小松会場、金沢南白山会場が開設され、金沢北会
場は、県内４会場目となります。1000 社構想に向け、守成クラブは躍
進していますね。
金沢北会場の今後の発展に向け、是非金沢会場の会員皆さんも、第 1
回例会に積極的に参加しましょう！
毎日毎日暑い日が続きますが、皆様お体にご自愛くださいませ♪

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。

企画編集 北出ゆかり・南川貴之・村井千寿
守成クラブ金沢

