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国際ロータリー第2610地区
2012-2013年度ガバナー

中
な か お

尾 哲
て つ お

雄（富山西RC)

【プロフィール】

職業分類　情報システム

生年月日　1936年（昭和11）4月2日  

出 身 地　富山県魚津市

住 　 所　富山市太郎丸本町1-4-18

学　　歴　1960年 富山大学経済学部卒業

職　　歴　1965年 日興証券㈱、富山商工会議所を経て

㈱インテック参与

1993年 同社 代表取締役社長

2005年 同社 代表取締役会長（現職）

2008年 ITホールディングス㈱代表取締役会長

2012年 ㈱インテック代表取締役最高責任者（現職）

ITホールディングス㈱取締役（現職）

その他の職歴 社団法人テレコムサービス協会最高顧問

富山経済同友会特別顧問

富山国際センター代表理事

富山県立大学客員教授

趣　　味　俳句、短歌、ゴルフ

ロータリー歴

　1973年 富山西ロータリークラブ入会

　1987年 ポール・ハリス・フェロー

　1992年 米山功労者　マルチプル

　1995-96年 富山西ロータリークラブ会長

　1997年～ 富山みらいロータリークラブ特別代表

賞　　罰　2003年 ４月　藍綬褒章受章

　　　　　2008年11月　旭日中綬章受章

　8月25日（土）、カナダのオンタリオ州ジョージタウン

から今年度、当クラブで受け入れる交換学生　Karlee 

ZAMMITさんが小松空港へ到着しました。

　彼女のお母様はGeorgetown RCのロータリアンで、

ご家族はお母様とお姉様の16歳の高校生です。

　第1ホスト家庭の竹松俊一会員宅から、9月より石川

県立金沢商業高校に通学いたします。

　今後、瀬戸さん（金商高校公募交換学生宅）、二木会員、

諸江さん、大島さんのお宅でホストファミリーとしてお

世話いただく予定です。

　今後、例会等でカーリーを見かけた際は、お気軽に声

をかけてください。
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ようこそ　カーリー！
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ようこそ中尾ガバナー！

９月は新世代のための月間です



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 9 月 3 日（月）例会❖

“ガバナー公式訪問”
■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  9 月  3日 RI第2610地区ガバナー　中

な か お

尾哲
て つ お

雄氏
 「ガバナー公式訪問」

■例会卓話予定
  9 月10日 参議院議員　岡

お か だ

田直
な お き

樹氏（金沢東RC）
 「世界最古の憲法～動き出した改正～」
  9 月24日 ㈱シグ・ワークショップ
 代表取締役社長　吉

よ し だ

田茂
し げ お

雄氏
 「ちょっとお洒落なデザイン鉄工所が作った
 　ドッグカート（犬用車いす）ものがたり」
10 月  1日 ヤマか水産㈱
 代表取締役社長　紙

かみたに

谷一
いっせい

成氏（金沢東RC）
 「未定」
10 月15日 金沢学院大学美術文化学部
 教授　山崎達文氏
 「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎９月お誕生日祝

臼井　紳一　9.  9  米沢　　寛　9.  9
小池田康成　9.10  宮本　亮一　9.10
竹内　　靖　9.12  水上　誠子　9.20
山本　晴一　9.20  原　　喜啓　9.22
木屋　満晶　9.28

◎９月ご結婚記念日祝
 大島　国雄　9.25  吉田　直也　9.25 
安達　　洋　9.27

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…親睦委員会の皆様、楽しい企画、運営をありがとうございます。
徳野…大変多くの方々に夏の納涼例会へご参加いただき、ありがとうござい

ます。お楽しみください。
成島…＜一番搾りフローズン生＞をお楽しみください。暑い夏をフットばしま

しょう。
別川…徳野与志一委員長はじめ親睦委員の皆様のお蔭で、楽しい夏の納涼例

会を迎えることが出来ました。感謝です。
竹松…先週、娘の紗央里が米国留学に出発し、カナダから交換学生のカー

リー・ザミット嬢が我が家にやって来ました。明るく社交的なお嬢さん
です。皆様どうぞよろしく。

小池田康秀…交換留学生のカーリーさんの来日を歓迎します。1年間、頑張っ
てください。

松木…夏の納涼例会、担当の方々にいろいろとお世話になります。
中田…Karlee, Welcome to Kanazawa East Rotary Club. Please 

study and enjoy a lot. We hope that your stay will be fruitful.
山本…夏ヤセもせず、夏太りで健康でいられることに感謝して…　ニコニコと。
不破…残暑厳しい中、ご苦労様です。ニコニコと…
西川…暑い夏も何とか乗り越えていけそうです。感謝して！
湊　…1万円のおつりを取られました。ニコニコと！
高岩…湊君と同じ理由です。
坂本…奥さんと一緒にニコニコと…。
土橋…今日は無粋なことにも上着着用出来てしまいました。とは言いながら、

楽しいひと時を皆様とご一緒できることにワクワクしています。

累計　296,550円

❖ 8 月 27 日（月）例会報告❖

“夏の納涼例会”

■出席率報告
 8 月  6日 52 ／ 89　ホームクラブ　58.43％
 7 月30日 82 ／ 89　補正出席率　　92.13％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3名）

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

〈 9月例会メニュー 〉
 9月  3日 〈和食〉そろそろ秋の便りを
   　　　　松花堂弁当「秋来ぬと」 
9月10日 〈洋食〉仲秋に先駆けて
   　　　　フォアグラ入り月見ハンバーグ
9月24日 〈中華〉秋のスタンダード
   　　　　銀杏、きのこ、秋味を使って

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月3日（月） 11:30～12:00
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：山岸、米沢、半田、小池田康秀、鏑木

◆55周年第２回実行委員会
日　時：9月3日（月） 13:40～
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：米沢、高桑秀治、竹松、半田、伊東、
　　　　小池田康秀、松本浩平

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：9月10日（月） 11:30～12:30
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：澤木、杖村、浅田久太、米沢、浅田裕久、
　　　　小池田康秀、根布、久内、、鈴木宗幸

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月29日（土） 10:37スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆指導者育成セミナー・地区大会本会議Ⅰ
日　時：11月10日（土） 13:00～14:50
場　所：富山国際会議場
出席予定者：松尾、山岸、米沢、小池田康秀、半田、
　　　　田中和彦、吉田、紙谷

◆国際ロータリー第2610地区 2012-2013地区大会
日　時：11月11日（日）
　　　　　13:00～17:40　本会議
　　　　　18:00～19:30　大懇親会
場　所：富山国際会議場
　　　　ANAクラウンプラザホテル富山
登録料：11,000円（内2千円はクラブ負担）


