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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「地域金融について」山本督憲 会員

▲

12月８日のプログラム
　「頑張れ中小企業」
　元岡山県産業振興財団理事長　青井賢平 様

「生き残りをかけた養鶏経営」
アルム株式会社 代表取締役社長

荒嶋　望 様（岡山岡南 RC）

11月24日のプログラム

　赤磐市石蓮寺（旧熊山町）の山中で，鶏に優しい養鶏を目指し，鶏舎の衛生環境，
鶏のエサに徹底的にこだわり，心身ともに健康な鶏を育てています。
　アルムは，畜産の灯が消えつつあった農場を見過ごすことができず，その灯を
継承すべく立ち上がったメンバーによって平成６年11月に設立されました。その
後，同様の運営不能になった農場の救済を行いながら，規模を拡大していきまし
た。平飼い飼育の本格開始・直売所の開設・他業種企業とのブランドの立ち上げ
などを経て，現在に至っています。
　現在では，関東・関西方面の高級量販店での取り扱いもしていただくまでにな
り，直売所もグループで県内４店舗の運営を行えるまでになっています。
　今後は，平飼い飼育による生産をさらに強化していき，シェア日本一を目指していきます。
　また，地方創生へのチャレンジも行い，カッコよく儲かる農業を若者とともに実現していきたいと考えて
います。

荒嶋　望 様　略歴
1975年（昭和50年）９月９日生まれ　41歳　岡山県出身
1999年（平成11年）　有限会社アルム（現アルム株式会社）に入社
2004年（平成16年）　代表取締役専務　に就任
2013年（平成25年）　代表取締役社長　に就任
尊敬する人　：佐藤　一斎
好きな言葉　：年中夢求（ねんじゅうむきゅう）
経営者の喜び：自ら構想を描き，やり遂げ，実現する喜びを仲間と得られること。



例会報告（11/24）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　79名（内出席免除者出席14名）
　出席率　83.16％（前々回訂正後出席率96.84％）
　ビジター　20名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。日に日に寒くなってまいりました。今日は，岡山ロータリークラブの幹事である岡
崎様が多くの岡山ロータリークラブの会員の皆様をお連れしてメークアップに来られています。また，岡
山北西ロータリークラブの会長 岡本様，幹事 末吉様も I.M. の件で来られています。本当にありがとうござ
います。
　先週はフィリッピンのバコロド北ロータリークラブの会員が７名来られ歓迎会等でにぎやかな１週間で
した。短時間ではなくきっちり１日朝から晩まで付き合うと生活習慣の違いが分かっていいものでした。
また，来週はあとから幹事か職業奉仕委員長から話があるかもしれませんが，備前焼の窯元である森様の
窯だしに行く予定になっています。参加予定の会員の皆様には今から楽しみにしていてください。

幹事報告
他クラブ週報を回覧いたします。

岡山RCメークアップツアー受け入れ
　岡山ロータリークラブより，幹事 岡崎
正裕様，副幹事 中島範久様，出席委員長 
岸本浩二様，会員増強委員長 越宗孝昌様
をはじめ18名の皆様がメークアップにお
越しいただき，岸本出席委員長様よりご
挨拶をいただきました。

I.M. 参加要請
　岡山北西 RC 会長 岡本和夫様と幹事 末吉賢多様にお越しいただき，2017年３月26日の国際ロータリー第
2690地区８・９グループ I.M. のご案内と参加要請がありました。

委員会報告
●職業奉仕委員会　赤松興一 委員長
　12月１日（木）備前焼窯出しに34名ご参加の返事をいただいています。バスにまだ余裕がありますので，
当日参加も歓迎いたします。自車で行かれる方は赤松委員長宛申し出て下さい。駐車場等のご案内を差し
上げます。なお，本日例会終了後この会場で職業奉仕委員会を開催します。

●国際奉仕委員会　池田博昭 委員長
　11月15日から17日までバコロド北 RC より短期交換留学事業の事前視察訪問団が来岡し，県内観光，岡山
外国語学院視察，歓迎会 ･ 例会参加など多くの行事をこなされました。視察訪問団の皆様は齊藤会長，佐
藤幹事をはじめ会員皆様の温かいおもてなしに大変感激されて帰国されました。
　平林金属様をご手配いただいた石井パスト会長，琴の演奏をしていただきました荒川直前会長ご令室，
取材同行の若林会員，神田会員，最後まで同行いただいた横手会員，高橋会員，大橋会員，国際奉仕委員
会の皆様および関係者の皆様にお礼申し上げます。

お 食 事
（下町メニュー）豚汁定食（鶏唐揚げ 香味
ダレ サラダ添え，小鉢 春菊・しめじ・
白キクラゲのお浸し，豚汁，御飯，漬物，
デミコーヒー）



●広報委員会　堀善直 副委員長
「ロータリーの友」11月号　主要記事のご案内
　（横組み）・ ポリオ撲滅に関する記事（p12〜），特にロータリアンの気持ちを代弁した記事（p18）とドノ

ヴァンがポリオ撲滅大使に就任した記事（p19）について
　　　　　・ 世界のロータリーニュースから，ご縁ができたフィリピン共和国の取り組みについて（p22〜

p23）
　　　　　・ モンゴルに図書館を作る活動（米山記念奨学会ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト）

（p24〜 p25）について
　（縦組み）・ 米子市のロータリークラブについて。特に，鳥取県西部で最も古い歴史を持つ米子ロータ

リークラブの活動内容を紹介した記事（p9〜 p12）について

●スマイル●
齊藤（博） 岡山 RC 幹事の岡崎様をはじめ，岡山 RC の皆様，ようこそ岡山東 RC へいらっしゃいま

した。子クラブとして歓迎します。又，岡山北西 RC 会長 岡本様，幹事 末吉様ようこそ
いらっしゃいました。

岡山ロータリークラブ一同 普段，お目にかかれることが出来ない岡山東 RC 会員の皆様とお会
いできることを楽しみにし，本日は総勢18名でお邪魔させていただきました。１時間と
いう短い時間ではありますが，それぞれのテーブルにて交流を図ることができれば大変
嬉しく思います。あわせまして，11月16日の岡山 RC 例会においてパストガバナー鳥居
滋様に卓話をいただき誠にありがたく御礼申し上げます。本日は，どうぞよろしくお願
いいたします。

岡山北西ロータリークラブ　岡本会長，末吉幹事 本日は国際ロータリー2690地区第８，第９
グループ合同インターシティ・ミーティングのご案内に参りました。皆様ご参加よろし
くお願いいたします。

米田 ①親戚の槇野岡大病院長がこの度岡大学長に内定しましたのでよろしく。　②岡山ロータ
リークラブの皆様御苦労さんです。

更井 ①過日，東風の会第２回大会で第３位入賞でした。　②岡山ロータリークラブの皆さん
メーキャップにようこそ。

西本 岡山 RC の皆様多くの方ご出席いただきましてありがとうございます。山陽新聞越宗様，
岸本建設岸本様他皆さんよくお見えいただきありがとうございます。又，岡山北西 RC
会長，幹事の方ご苦労様です。

石井 岡山ロータリークラブの皆様，又，岡山北西ロータリークラブ 岡本会長ようこそお越し
いただきました。

藤井 岡山 RC の皆様ようこそ！　JC 時代のなつかしい顔もみえてうれしいです。
諸國 ①総会にて藤井年度ロータリー財団委員長の御承認をいただきました。ありがとうござ

います。　②岡山ロータリークラブの方々のメーキャップありがとうございます。
佐藤 ①荒島さま，卓話楽しみにしております。　②岡山北西クラブ岡本会長，末吉幹事岡山ク

ラブ岡崎幹事をはじめ18名の皆様ようこそ岡山東 RC へおこし下さいました。　③フィリ
ピン バコロドクラブ受入では池田委員長をはじめみなさまにお世話になりありがとうご
ざいました。

冨岡 岡山 RC 幹事 岡崎正裕様，副幹事 中島範久様，出席委員長 岸本浩二様，会員増強委員
長 越宗孝昌様をはじめ総勢18名の皆様，岡山東 RC へようこそお越しくださいました。
また，岡山北西 RC 会長 岡本和夫様，幹事 末吉賢多様，ようこそお越しくださいまし
た。

大西 ①荒嶋様，仁科様，本日の卓話楽しみにしています。　②越宗会長，本日はご苦労様で
す。　③神田様，千原様，ようこそお越しいただきました。　④勘藤様，さん太ホールで
はお世話になりました。

神田 大きな山場を乗り切りました。本年残り１ヶ月気を引き締めて頑張ります。
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赤松 岡山ロータリークラブの皆さん，よくおいで下さいました。
池田 11月15日〜17日にかけて短期交換留学事業の事前視察訪問団のフィリピン共和国バコロ

ド北 RC の皆様が来岡されました。会員皆様のあたたかいおもてなしで感激して帰国さ
れました。ありがとうございました。

石原 ①結婚記念日においしそうなメロンありがとうございました。一番おいしくなるのが11
月27日頃と書いてありましたので楽しみにしています。　②先日の園遊会では大河原委員
長，近藤副委員長ご苦労さまでした。

近藤（聡） 親クラブである岡山 RC の皆様，北西 RC 会長，幹事様，岡山東 RC へようこそ！！
内山（隆） 岡山北西ロータリークラブ，岡山ロータリークラブの皆様ようこそ！！
髙藤 ワイフの誕生日にお花をありがとうございました。
三垣 岡山ロータリーの皆様，多勢でお越しいただきありがとうございます。
井上（英） 岡山ロータリーの皆様，ごくろうさまです。
横手 日名様，先日はありがとうございました。
渡邊（修） 岡山 RC 丹下健三君ようこそ岡山東 RC へ！
小橋 岡山北西ロータリー会長，幹事様，岡山ロータリーの皆様，ようこそ岡山東ロータリー

へお越し下さいました。
末藤 岡山ロータリー，岡山北西ロータリーの皆様，ようこそいらっしゃいました。
 25件　153,000円

11月の月間行事予定  疾病予防と治療月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
１日通常例会

８日通常例会
15日通常例会

22日特別例会
29日例会休会

・お祝い行事
・「地域金融について」山本督憲 会員

・「頑張れ中小企業」元岡山県産業振興財団理事長　青井賢平 様
・「約半年を経過して…雑感」米山記念イムヒョンソップ奨学生
・「イニシエーションスピーチ」冨谷拓真 会員

・年末家族特別例会（於　岡山プラザホテル）
・例会休会（定款第６条第１節による休会）

１日　・理事会
　　　・ 優良企業事業所訪問

（備前焼窯出し見学）
５日　・写友「輪影」忘年会
11日　・ 次期クラブ R 財団委員

長研修会
　　　・ゴルフ同好会（倉敷 CC）
18日　・ 岡山南 RC 創立60周年

記念式典

11月の月間メニュー

１日通常例会
８日通常例会
15日通常例会
22日特別例会
29日例会休会

・（ミリオンダラーミール）カツカレー，サラダ，コーヒー
・吹き寄せ丼（鮪，サーモン，鰆タタキ，烏賊），赤だし，漬物，デミコーヒー
・（下町メニュー）肉じゃが，ニラ入り厚焼き玉子の卸しアンカケ，しじみの味噌汁，御飯，漬物
・年末家族特別例会（於　岡山プラザホテル）
・例会休会（定款第６条第１節による休会）


