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2019-2020年度 須田 悦正 会長

皆さまこんにちは。本日は本年度第18回例会に多数の皆さまにお越
しいただきまして、誠にありがとうございます。
まずは、先月10月10日の小林ガバナー公式訪問例会とクラブ協議会
には、多数の会員の皆様にご出席いただき、誠にありがとうございま
した。公式訪問後は10月19日の社会奉仕事業である藤村病院さんの
「健康フェア」にテント出展し、ポリオ撲滅チャリティ募金活動等を
実施することで、一般市民に「カウントダウンポリオ」を広めようと
いう目的で開催いたしました。そして、10月24日は世界ポリオデーで
上尾3クラブ合同で例会及び上尾駅にて募金活動を行いました。合同例
会で10年ぶりのという挨拶をしてしまいましたが、4〜5年前に開催し
ていました。大変失礼いたしました。募金金額も3クラブ併せて10万円
にもう少しで届く金額になりました。高校生や中学生が積極的に募金
してくれた姿には感銘を受けました。今の若者はという言葉を聞くこ
とがありますが、まだまだ素晴らしい若者がたくさんいました！募金
するのが恥ずかしいのか、改札前で数人がもじもじしながらも募金を
してくれたことがとても嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。我が
子もあの子たちのように育ってほしいと感じた一瞬でした。当日、参
加していただきました会員の皆さま大変ありがとうございました。
そして、11月9日10日と地区大会が開催されました。9日は浦和ロイ
ヤルパインズホテルにて、10日は越谷コミュニテーセンターにて開催
されました。その中にて大変嬉しい出来事がありました！なんとクラ
ブパンフレットコンテストにおいて「ガバナー賞」を受賞いたしまし
た。ガバナー賞とはグランプリです！選考の際にも唯一、選考委員全
員一致で上尾クラブのパンフレットを選んでくれたそうです。上尾RC
と浦和中RCの2クラブが受賞で舞台袖でのリハーサルでは受賞コメン
トはなく、浦和中RCの会長が代表で挨拶するまでだったのですが、舞
台上で「コメント」を求められて困りました。そんな状況でも素晴ら
しいコメントが出来るように精進いたします。ご尽力いただきました
皆様には大変ありがとうございました。特に長沼会員には本当にお力
をかしていただきまして大変ありがとうございました。
11月20日は青少年奉仕事業の埼玉学園への児童自立支援プロジェク
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トです。この支援は私がどうしてもやりたかった事
業です。未来ある子ども達に少しでも光を当てたい。
どんな形でも応援する、寄り添う大人たちは必ずい
るんだよという気持ちを少しでも伝えられたらと思
っています。是非皆さんのご協力をお願いいたします。
本日の例会主題は、新会員奥川淳一さんによる卓
話です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
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齋藤 博重会員

島村会長のもと
「げんき
ネットワーク」
という団体を
作らせていただいており、
あげお産業祭に出展して、
ぶたまん、餃子、生ビールを
パンフレットコンテスト ガバナー賞受賞の言葉
販売して２日間で50万円
長沼 大策 会員
ほど売り上げました。
この売上＝浄財で毎春「こども相
撲」を実施しております。
春の地区研修・協議会
また私の長男が大学４年で来春卒業を控え、武蔵野
でコンテストがあることを
銀行さんに就職内定をいただいています。会社はもとも
知ってから、応募するなら
と武蔵野銀行さんとおつきあいがあり、借り入れはない
１位を狙おうと思ってコツ
のですが、私募債を発行していただくことになりました。
コツ構想を練っていたので
私募債を通じてSDGsで高校の野球部にボールを20ダ
受賞はとても嬉しいです。
ース寄贈しました。高校にはお世話になった監督さんが
ロータリアンは「世界を変える行動人」をテーマに表紙
のキャッチコピーを考えました。受賞したことに終わらず、 まだいて、お電話で感謝され、良いことをしたなぁと実感
このパンフレットが会員増強の一助になれば幸いです。 しました。
ありがとうございました。

幹

事

報

斎藤 修弘幹事

例 会 主 題

告

新会員卓話

◇米山功労クラブ感謝状
が今年度も届いています。
◇社会奉仕部門ブライダ
ル委員会、友愛の広場から
参加者募集の案内が届い
ています。12月8日（日）17
時〜、ロイヤルパインズホテル浦和で開催されます。ロ
ータリアンおよび、お知り合いの方で独身の方がいらっ
しゃいましたらご参加のほどお願い申し上げます。
◇11月28日夜間例会日の日中は、ホビー委員会による
当クラブ親睦ゴルフコンペです。夜間例会では表彰式も
予定しています。

米山記念奨学会功労者表彰
島村健会員 おめでとうございます！

奥川 淳一 会員
本日は私の自己紹介と
会社の紹介をさせていた
だきます。私は昭和57年
12月27日生まれ、36歳、や
ぎ座、B型です。生まれた時
の体重は4100gでお産に
99時間＝丸４日間かかる難産だったと母から聞きまし
た。現在、身長188cm、体重88kgで順調に成長しまし
た。最近は少しお腹がでてきたのでフィールサイクルと
いうジムに通っています。
このジムは、45分間、暗闇の中
でエアロバイクに乗り、音楽にあわせて踊るという要素
の多いトレーニングで、45分を終えると汗だくになって
います。ダイエットしようと思ったきっかけは、服がきつく
なったのと、健康診断の数値が悪かったからなのですが、
筋トレするので体重は横ばいで、逆に筋肉がついてしま
い、
３クラブ合同で行ったエンドポリオ募金活動の際、ス
ーツが破れてしまうというハプニングがありました（笑）。
私の幼少期についてお話しします。私は活発な子供で
昼寝もせずに公園に１人で出ていってしまうくらい元気
だったと聞いています。小学生になってから習い事をたく
さんしていて、剣道、水泳、バレーボール、書道、ピアノ、
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公文をやっていました。中学校では地元の上平中に進
学し、本来やりたかったサッカー部に入部し、
３年間が
んばって続けた結果、サッカーの強豪校である武南高校
にサッカー推薦で入学できました。中学校で身長が急激
に伸びて185cmになって、身長の高さで推薦枠に入れ
たようです。高校入学当初の体重は63kgと細かったの
ですが、練習を続けていたら、卒業時には77kgになって
いました。サッカーは高校までで、大学は大東文化大の
法学部で、弁護士になりたいという志をもっていたので
すが、弁護士になる門は狭くて、
２年で退学しました。
その後、中央工学校という建築の専門学校に通うことに
して、
ここで学んだことが現在のリフォーム業の礎となり
ました。
専門学校卒業後、建築の設計事務所に入社しました。
設計事務所に入ってデザインの勉強をしたいと思ってが
んばっていたのですが、自分が思い描く仕事と実務は違
っていて、ギャップを埋められずにその会社は１年間で
退社しました。その後も設計事務所でデザインを学んだ
のですが、設計とは現場を知らなければならないと強く
感じまして、次は現場監督ができる工務店に入社しまし
た。そこでデパート内のテナントの内装や、家具を作って
収める什器工事を行いました。
トータル５年間、会社員
として勤めて、27歳の時に株式会社Re-styleを自分で
創業しました。
株式会社Re-styleは、住宅、店舗、事務所の改修工事
をメインに、サラリーマン時代に思ったことを少しでも具
現化しています。設計事務所に勤めていた頃は、極端に
言うと予算は考えずにデザインを重視していて、効率が
悪いと思われる部分がありました。効率が悪い理由は、
単純に設計側が知らないことが多くて、できないことを

設計してしまったり、施工業者への必要のない確認作業
が多かったからだと思います。逆に工務店に勤めてみる
と、デザインよりも、収まりが良く、なるべくお金がかから
ないことを考えがちになり、デザイン性が損なわれること
が往々にしてありました。私はデザインも好きで施工作
業も楽しかったので、設計事務所と工務店の両方を兼
ね備えた「設計・施工」
という形で、改修工事をメインに
した会社を立ち上げました。創業して９年、来年で10年
になり、創業当初は自分の考えるような工事はできませ
んでしたが、少しずつ具現化できる工事が増えてきまし
たので、本日は施工例をご紹介したいと思います。
昨年は須田会長のお店の工事も弊社でお請けして行
いました。須田商店さんはもともと外観のフロントサッシ
前にのぼり旗を並べて店内が見えなかったので、店内
が見えるようにして、印象的な大きな暖簾を配し中央に
杉玉を吊るして酒屋さんらしさをデザインしました。外観
のようにそのまま店内も、左が酒ゾーン、右が米ゾーンに
なっています。店内、酒ゾーンでは、バックヤードにお酒
を置かず、なるべくたくさんのお酒を並べて見せたいと
いうご希望から飾り棚を設けました。
続いて住宅のリノベーションの施工例です。築30年の
住宅を、解体して間取りを変えるなどフルリノベーション
させていただきました。施主さんの希望で白いフローリ
ング、壁にして、天井も白くすると寒々しくなってしまうの
で天井には杉板を貼って暖かみをもたせる形でデザイ
ンしました。
もともとリビングとダイニングは分かれてい
たのですが、一緒にしてオープンキッチンにして、
リビン
グダイニングにしました。
マンションのリノベーションの事例です。
２ＬＤＫだっ
たスペースを１ＬＤＫに改装しました。後々間仕切りを設

ければまた２ＬＤＫになります。キッチンは既製品ではな
く特注で作っています。
現在、事務所の改装も行っています。築40〜50年の、
須田会長の事務所物件をフルリノベーションさせてい
ただいています。
以上になります。社業とロータリー活動でお役に立て
るようがんばっていきたいなと思います。
どうぞよろしく
お願いいたします。
ご清聴いただきありがとうございまし
た。

奥川会員、卓話、ありがとうございました。末永くよろしくお願いいたします！
須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／深澤副幹事／

岡野会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／村岡会員／尾花会員／大木保司会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／樋口会員／
野瀬会員／長沼会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員／奥川会員

地区大会（第２803回 振り替え）

会員数
出席数
欠席数

40
29
11

出席率

72.50％

11月9日（土）ロイヤルパインズホテル浦和、10日（日）越谷コミュニティセンターで
2019〜2020年度 地区大会が盛大に開催されました！
登壇された地区出向役員様、参加された会員の皆さん、お疲れ様でした！
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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