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蔓 水東高関東地区同窓会

会のお知らせ

しております |

つくろはず、と松尾芭蕉も詠んだ季節になりましたが、清水東高同窓生の皆様に

基
1蠍

読姜i玲緑ぁふれる街並みをお楽しみのことと存じます。
さて今年も、清水東高関東地区同窓会の総会・懇親会のお矢□らせを、皆様にご案内する時が参りま

した。本年度のテーマは『1日友との再会と新たな出会い』です。清水東高校を卒業後に、なかなか旧

交を温める機会が少なかった皆様にとりまして、また様々な分野で活動している新 日卒業生と世代

を超えて交流し合える場として、この清水東高関東地区同窓会をご活用いただければ幸いです。

本年度は、昨年の参力0者の皆様からご好評をいただきました、出身中学校と在学時の部活、現在取

り組んでおられる職種を、新1日卒業生の共通の話題としてご提供させていただくことにいたしまし

た。この清水東高関東地区同窓会が、世代を超え、地域を超えて広がる機会となればこれに勝る喜

びはございません。

梅雨の晴れ間を期待しつつ、土曜のタベを共に過ごしましょう1!多 くの皆様のご参力0をお待ちし

ております。

清水東高関東地区同窓会 会長代行 都築 賢治 (21回生)

幹事年代代表 渡辺 克彦(29回生 )

『旧友との再会と新たな出会い」

1. 出身中学校

2. 部活動 (「帰宅部」可)

3. 現在の業種 (過去でも可。話題提供が目的です。厳密である必要はございません。)

【業種番号 】

1 製造業 (製品)

2 製造業 (材料)

3 農林水産

4 インフラ (電気・ガス・水道。通信)

5 建設・運輸・不動産

6 流通

7 弁護士。会計士。税理士・放送
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金融

医療

ハウスホールド(主婦。主夫)

公務員・教員

自営。芸術家

悠々自適

学生



清水東高関東地区同窓会 総会・懇親会を下記の通り開催することとなりまし

たのでご案内申しあげます。

新1日卒業生の交流に力0え、例年通り講演会とイベントも企画しています。

今EDElの講演会は、株式会社 静鉄ストア 代表取締役会長 望月 広愛(モチヅキ

ヒロチカ)氏 (29回 生)をお招きし、「A Great Place to VVork～ キーヮード

は経営そのものの質～」を題目にご講演いただきます。

※望月氏の略歴プロフィールの詳細につきましては、別紙に記載させていただきましたので、そ

ちらをご参照ください。

なお、参力0者の皆様には、昨年の清水東高90周年記念として作成された「創立90周年記念誌Jの DVDを全員にお

持ち帰りいただきます !本DVDには30050060070080年 記念誌や清高新聞のバックナンバー、歴代校長たちば

な巻頭言・肖像写真、90周年記念学校紹介ビデオ、学校生活・校舎などの歴史ある写真から現在までなどなど、書

ききれない程のデータが収録されている力作です。皆様の清水東高在籍中の思い出を蘇らせるツールとして、大変

貴重な資料ですので是非ご参カロいただきたいと思います :

平成26年 6月 21日 (土)16100～20100(会場受付開始 15:30～ )

明治記念館 東京都港区元赤坂2-2-23 HP:httpノ /www meilikinenkan gnlp/

(」 R信濃町駅 徒歩3分 地下鉄 青山二丁目駅 徒歩6分 )
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I.総会 ………………………………… … ………………… ……………… ………16:00-16:20

Ⅱ.講演会 ……………………………………………………………………………………16:20-17:30
モチヅキ   ヒロチカ

講師  望月 広愛 氏 (29回生)

テーマ 「A Great Place ttt VVork
～キーワードは経営そのものの質～」
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始めましてタイム 先輩後輩と親交を深めましょう。

ビンゴ大会    何が当たるかはお楽しみに !

※総合司会   大 長 克 哉 氏 (29回 生 )

プロフィールは別紙ご参照ください。
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参力□費 10,000円  (関東地区同窓会年会費 2,000円 を含む)

学生 4,000円  関東地区同窓会費無料

上記参カロ費を同封の郵便振替用紙にて26年 5月 34日 (土 )までに、お振り込み下さい。

なお、欠席の方は関東地区同窓会年会費 2,000円 を本年度末日(27年 3月 31日 )までに納入お願いします。



<講演テーマ >

A Creat Place to Ⅷ「ork
～キープードは経営そのものの質～
～4億の赤字を出した赤字企業を、8年連続経常増益に|

小、中、大企業の社長を経験した講師が語る永続性のある経営の共通

警膨 広愛 プ密フィール
前 (株 )静鉄ストア代表取締役社長

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科客員教授

株式会社MATコンサルティング代表

<路歴>

1981年北海道大学卒業後ヤマハ株式会社入社、

1989年 (株 )三和総合研究所(現在の三菱∪F」 リサーチ&コ ンサルティング)入社、

東京経営戦略本部チーフコンサルタント、⊂Sマーケティング戦略室長、企業革新推進室長等

1999年 J・ アートグループに入社し、(株 )J・ アート/(株 )」・アートレストランシステムズ代表取締役社長、

同グループは、焼肉、イタリアン、インストアベーカリー、スィーツ、餃子の王将、豆腐料理、串料理、カラオケ、

コーヒー事業など総合飲食チェーンを展開

2000年 4月社長を退任したが、経営再建のため2000年 12月 より再度社長に就任し、

経営品質活動を展開し業績は急回復。債務超過脱却と当期利益黒字化、8年連続経常増益を果たす。

2005年度日本経営品質賞中小規模部門を受賞、同時受賞はトヨタ輸送と松下電器産業

2008年 (株 )MATコ ンサルティング代表取締役社長

2004年 より名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBAプ ログラム)講師・客員教授

2009年度名古屋商科大学大学院Teaching Award(最 優秀教員賞)受賞 .

2010年 6月 より株式会社静鉄ストア代表取締役社長、2013年より代表取締役会長

2014年 4月  同社代表取締役を退任し、MA丁コンサルティング代表に復帰

静鉄ストアは静岡県下に33店舗、売上高426億円、従業員約2,500名

<著書>

「『ありがとう」の力J 生産性出版

「文旬ばかりの会社は儲からない!一従業員満足のための顧客満足」 生産性出版

「これが実践!超 お客様満足主義一経営品質の理念が会社を救う」 同友館

「勝つための価格戦略とそのメカニズム」 日本コンサルタントグループ 等多数

1生 ～

司会lt大長 克哉(～■|う かつや)プ回フマ■ル
1958年  静問生まれ

1977年  濤1水東高校卒業

19爆 3年   日本大学商学部事業
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清高関東へ、すべての年代の参加を !

私は、山下一平前会長を引継いだ都築 賢治(21回生、1969年卒)と 申し
ます。突然の事でしたが、会長代行として代表を務めております。

当会は、設立四半世紀を超えた関東居住の清高卒業生の同窓会組織とし
て約400名のOBと OGに会員として登録いただいております。
90周年を迎えた母校の伝統を引き継ぎながら、今後とも会員に支持され続
け時代ニーズにマッチする柔軟な組織になっている、私の同窓会の未来の

姿はこれです。

そのためには『人材を確保して、基盤整備を進めれば対応力が備わる』と
考えていて、その一歩をメンバーとともに踏み出したところです。

人材確保は、20代から40代の若手層からの参加増がポイントになります。当会のホームページやフェースブック
で、積極的にアプローチして対話機会を探索しなければなりません。この層が参画すれば、時代対応できる組織、ヘ

の道筋が見えてきます。50代以上の参加が多い今より若返るだけでなく新たな取組みを期待できます。

進めるべき将来の基盤整備で優先事項は関東在住者数の掌握。2013年発行の同窓会名簿での在住者は約2千数
百名ですが、当会では3千名超と推測します。5年毎に発行される名簿頼りでは捕捉困難です。現在の会員数の約4
00レベルは該当者全員に同窓会情報が行き届いた結果ではない、のです。登録漏れや連絡先を親元の清水に仮
置き状態の方が多数いらっしゃいます。いつかは全者にたどり着きたい、が目標です。そして、山下前会長時から課
題だった独自データベースを作りそれを基に自己完結型運営にする、手間は多大ですが将来資産となるでしょう。

次に、当会の運営現状を概観してみます。

収入面では会員の年会費と企業からの支援や寄付を基盤にしています。特定拠点は不定でまた専任者不在とささ
やかな組織です。2013年 に開設したホームページは一応の存在感を示しました。そんな中、会員有志20名のボラン
ティア活動が頼りです。企画運営委員会として毎月脈々と続けています。年間最大行事である6月の同窓会 (総会・

懇親会)開催に向けた準備を行っています。
メン ―ヾは会員の満足度を高め、会員増に繁げたいと願っています。総会・懇親会の講演やイベントで、同期生や先
輩後輩の異世代会員が親しく楽しむ姿を実現しようと頑張っています。その場では、関東に住みながら心の中に清
水や母校での思い出が鮮やかに蘇ります。清高生であることが誇らしく良かったと心に響く時間を過ごしてもらうの
が願いです。

ところで、当会は会費制会員組織であります。ですから、当会にご関心のある清高OB&OGは、必ず入会してから行
事へご参加いただきたいのです。
入会時には、その年度の4月 ～3月 までの年会費納入をしていただきます。
(翌年も会員継続の場合は新たに年会費納入が必要。また翌年を休会、翌 年々再入会も可。徴収分は会則により運
営費用に充当され、総会で報告承認されます。ご了承下さい。)

入会後は、当会の案内に従い6肋同窓会にご参加下さい。総会や懇親会に関してお寄せいただいた意見等は次回
改善になるので同窓会への貢献になります。
もう一つの参加方法は、企画運営委員会見学やそこへの参加です。委員会メンバーではアイデアやマン ワヾーを渇望
しています。

以上が現状説明と基本方針です。
ボランティア会員有志が汗を掻いているとはいえ、全くの弱体組織で会員の皆様には何かとご不自由を掛けているも
のと思います。一層努力して改善する所存ですが、今後とも皆様の多数のご参加とご支援、ご協力も併せてお願いい
たします。

2014年 4月吉日

清水東高関東地区同窓会

会長代行都築 賢治


