
クラブ名 〒 住所 電話 ＦＡＸ ｅ－ｍａｉｌ 週 例会時間 例会場 例会場電話 クラブ会長 クラブ幹事

串本 649-3503 東牟婁郡串本町串本2410 串本商工会2階 0735-62-5110 0735-62-5110 ksmt-rc@smile.ocn.ne.jp 火 12:30 東牟婁郡串本町串本2410 串本商工会 0735-62-5110 山本憲明 和田俊一

那智勝浦 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日4-31　中の島温泉土地㈱社宅内 0735-52-1085 0735-29-1700 nk-rc@shi.cypress.ne.jp 木 12:30 ホテルなぎさや 0735-52-0015 濵　修一 松下裕次郎

新宮 647-0045 新宮市井の沢3-8　新宮商工会議所2F 0735-23-1855 0735-23-1615 rotary@rifnet.or.jp 水 12:30 新宮商工会議所2F　大ホール 0735-23-1855 湊口博之 岡　知行

白浜 649-2211 西牟婁郡白浜町2411 0739-43-5911 0739-43-5911 sirahama.rc@deluxe.ocn.ne.jp 金 12:30 白浜町商工会3階 0739-42-4686 北裕喜彦 片田和雄

田辺 646-0031 田辺市湊23-6　Ａ＆Ｋビル1階 0739-24-2002 0739-26-0264 tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp 木 12:30 紀伊田辺シティープラザ5F　鳳凰の間 0739-24-0400 野村富也 岩本浩典

田辺東 646-0032 田辺市下屋敷町81-10　きのくに信用金庫田辺支店３F 0739-24-6427 0739-34-5008 info@tanabe-east-rc.com 水 12:30 きのくに信用金庫　田辺支店3F 0739-24-6427 武田静也 野村憲司

田辺はまゆう 646-0029 田辺市東陽1-1　闘鶏神社会館内 0739-26-6181 0739-26-6181 t-hamayu@vm.aikis.or.jp 火 18:30 闘鶏神社会館　　　            　 0739-22-0155 北山和弘 寺本　匡

有田 649-0304 有田市箕島33-1　紀州有田商工会議所2F 0737-82-3128 0737-82-1020 office@aridarc.jp 木 12:30 紀州有田商工会議所6F 0737-83-4777 上野山栄作 嶋田　崇

有田南 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2962　湯浅水産物商業協同組合2F 0737-63-5757 0737-63-5134 aridasrc@skyblue.ocn.ne.jp 火 12:30 湯浅水産物商業協同組合2F 0737-63-5757 大原　裕 赤田修己

有田２０００ 643-0025 有田郡有田川町土生409　(有)吉備インターゴルフセンター内 0737-52-8960 0737-22-6800 arida2kr@star.ocn.ne.jp 水 19:00 吉備インターゴルフセンター 0737-52-5678 南　良暢 永石睦巳

御坊 644-0002 御坊市薗350-28　御坊商工会館3F 0738-22-5431 0738-22-1234 info@gobo-rc.jp 金 12:30 御坊商工会館4F 0738-22-5431 古久保泰男 宮所忠喜

御坊東 644-0002 御坊市薗350-28　御坊商工会館3F 0738-23-2334 0738-22-1234 gobo-e@gobo-rc.jp　 水 18:30 御坊商工会館3F 0738-23-2334 松本政彦 栗林久一

御坊南 644-0002 御坊市薗350-28　御坊商工会館3F 0738-23-1755 0738-22-1234 gobo-s@gobo-rc.jp 火 12:30 御坊商工会館3F 0738-23-1755 坂井和夫 前田達也

海南 642-0002 海南市日方1294-18　海南商工会議所4Ｆ 073-483-0800 073-483-2266 kainanrcjp@yahoo.co.jp 水 12:30 海南商工会議所4F 073-483-0800 三上秀信 川村仁志

海南東 642-0002 海南市日方1294-18　海南商工会議所内 073-483-0801 073-483-2266 info@kainaneast-rc.jp 月
12:30 / 第1週のみ18:30
(第1週のみ7,8,9月19:00) 海南商工会議所4F 073-483-0801 山畑弥生 中村俊之

海南西 642-0002 海南市日方1294-18　海南商工会議所4Ｆ 073-483-6666 073-483-2266 kainanwestrc@yahoo.co.jp 木 19:00 海南商工会議所4F　大ホール 073-483-6666 神出直治 高田博司

Rotary E-Club
  Sunrise of Japan 640-8281 和歌山県和歌山市六十谷226-15　カハールＭ２階 073-464-5660 info@e-club-sunrise2016.jp 火

火曜午前０時～
翌週火曜午前０時

http://www.e-club-sunrise2016.jp/ - 田原和己 藤本竜太

和歌山 640-8156 和歌山市七番丁26-1　ダイワロイネットホテル和歌山2F 073-432-1681 073-428-1666 wrc@dream.ocn.ne.jp 火 12:30 ダイワロイネットホテル4Ｆ　グラン 073-435-0055 木綿紀文 中谷晃也

和歌山アゼリア 640-8249 和歌山市雑賀屋町52　南方ビル2F 073-435-3470 073-435-3472 wa-az-rc@naxnet.or.jp 月 12:30 アバローム紀の国 073-436-1200 黒田忠嗣 小阪　知

和歌山東 640-8142 和歌山市三番丁6　関西電電ビル5F 073-432-4343 073-432-4845 info@werc.jp 木 12:30 ダイワロイネットホテル4Ｆ　 073-435-3313 吉田篤生 乾　敦雄

和歌山城南 640-8215 和歌山市橋丁23 Ｎ-4ビル２Ｆ 073-432-1615 073-423-4002 wa.jonan@nifty.com 木 18:30 アバローム紀の国 073-436-1200 瀧口博士 大久保浩美

和歌山中 640-8215 和歌山市橋丁23 サイバーリンクスＮ-4ビル２Ｆ 073-423-3555 073-423-7200 nakarc@w-nakarc.org 金 19:00 レストラン｢デューン｣ 073-433-7716 大平洋和 奥村典生

和歌山北 640-8142 和歌山市三番丁6　関西電電ビル5F 073-432-5260 073-432-4845 wnrcinfo@oak.ocn.ne.jp 月 12:30 ルミエール華月殿 073-424-9392 有田佳秀 山下茂男

和歌山南 640-8215 和歌山市橋丁23 サイバーリンクスＮ-4ビル２Ｆ 073-423-8822 073-423-8821 wsouthrc@snet.ne.jp 金 12:30 ダイワロイネットホテル4Ｆ 073-435-0055 三木菊夫 柴田哲男

和歌山東南 640-8215 和歌山市橋丁23 サイバーリンクスＮ-4ビル２Ｆ 073-423-3666 073-423-7200 rotary@wakayama-serc.org 水
第1･2週18:30

第3･4･5週12:30
ルミエール華月殿 073-424-9392 中岡隆文 塩﨑和仁

和歌山西 640-8156 和歌山市七番丁26-1　ダイワロイネットホテル和歌山2F 073-432-1654 073-432-1654 wwrotary@sweet.ocn.ne.jp 水 12:30 ラヴィーナ和歌山 073-454-0010 石塚宏介 安井　健

橋本 648-0016 橋本市隅田町下兵庫1123　橋本カントリークラブ内 0736-36-9222 0736-36-9223 hashirc@poppy.ocn.ne.jp 木 12:30 橋本カントリークラブ内 0736-36-9222 中村嘉宏 重岡昌吾

岩出 649-6232 岩出市荊本77-3　岩出市商工会館３Ｆ 0736-62-0838 0736-62-0838 iwade-rc@naxnet.or.jp 木 12:30 岩出市商工会館2F 0736-62-0838 中村　寛 藤岡昭彦

河内長野高野街道 586-0015 河内長野市本町1-1 0721-52-2451 0721-52-2451 k.koyakaido.rc@gmail.com 木
19:30(事前にクラブにお問い

合わせください）
奇数週：河内長野市キックス3階 会議室2
偶数週： K-高野街道ロータリークラブ スマイルファーム

0721-24-0001 飯阪　保 安井史郎

粉河 649-6531 紀の川市粉河777-1 和心庵 0736-73-8422 0736-73-8422 kokawarc@leto.eonet.ne.jp 水 12:30 紀の川市立粉河ふるさとセンター 0736-73-3312 岡智恵子 中谷新治

高野山 648-0211 伊都郡高野町高野山401 0736-56-3671 0736-56-2763 koyarc@gold.ocn.ne.jp 金 12:30 高野山　花菱4F 0736-56-2236 近藤大玄 尾上恵治

羽曳野 583-0854 羽曳野市軽里1-1-1　ＬＩＣはびきの3F 0729-58-4878 0729-58-4887 habikirc@maple.ocn.ne.jp 水 16:00 ＬＩＣはびきの2F大会議室 0729-58-4878 川口　正 八尾清隆

河内長野 586-0025 河内長野市昭栄町７-３　河内長野商工会館４階 0721-53-2900 0721-53-2900 info@2640krc.com 金 12:30 河内長野市商工会館３階大会議室 0721-53-9900 大北和繁 片山雅一

河内長野東 586-0025 河内長野市昭栄町７-３　河内長野商工会館内 0721-50-3010 0721-50-3020 kawachi-higashi-rc@isis.ocn.ne.jp 水 18:30 河内長野市商工会館３階大会議室 0721-53-9900 大宅和公 辻　展幸

松原 580-0043 松原市阿保1-2-30　松原商工会議所会館４Ｆ 072-331-1009 072-331-3388 mrc@viola.ocn.ne.jp 火 12:30 松原商工会議所会館5F 072-331-1009 妻谷憲一 山内　修



クラブ名 〒 住所 電話 ＦＡＸ ｅ－ｍａｉｌ 週 例会時間 例会場 例会場電話 クラブ会長 クラブ幹事

松原中 580-0043 松原市阿保1-2-30　松原商工会議所会館４Ｆ 072-330-4567 072-330-5599 mnrc@tiara.ocn.ne.jp 水 18:30 松原商工会議所会館5F 072-330-4567 宮本信宏 前田貴彦

美原 587-0042 堺市美原区木材通4-1-1　 072-362-6633 072-361-8866 mihara_rc@arion.ocn.ne.jp 金 12:30 ウッドリーム大阪2階 大会議室 072-362-6633 脇田裕行 泉並　正

大阪狭山 589-0011 大阪狭山市半田2-313-1 072-366-5928 072-366-2010 osakasayama-rc@sage.ocn.ne.jp 木 18:30 がんこ大阪狭山店 072-366-4500 上田俊夫 雪本孝治

太子 583-0992 南河内郡太子町山田648-1 3F 0721-98-3977 0721-98-3634 taishirc@arion.ocn.ne.jp 月 19:30 太子ＲＣ事務所 0721-98-3977 辻元　潤 平山悟史

富田林 584-0012 富田林市粟ケ池町2969-5　富田林商工会館2F 0721-26-0133 0721-26-0443 kikusui@abeam.ocn.ne.jp 木 12:30 富田林市市民会館 0721-25-1117 上野克己 猪阪成宏

富田林南 584-0025 富田林市若松町西2-1702　富田林納税協会3F 0721-25-3737 0721-25-3737 tsrc@d3.dion.ne.jp 木 19:00 すばるホール３階　アルデバラン 0721-26-3755 土井　彰 越井康之

泉佐野 598-0006 泉佐野市市場西3-2-34　泉佐野商工会議所内 072-462-8184 072-462-5434 izumisano-rc@giga.ocn.ne.jp 木 12:30 泉佐野商工会議所 072-462-8184 安部川信 脇田拓也

貝塚 597-0094 貝塚市二色南町4-7　産業文化会館3F 072-439-0215 072-439-0225 kaizkarc@jasmine.ocn.ne.jp 火 12:30 産業文化会館1Fメインホール 072-439-0215 奥田　稔 川﨑　武

貝塚コスモス 597-0094 貝塚市二色南町4-7　産業文化会館3F 072-438-3317 072-438-3394 cosmosrc@poppy.ocn.ne.jp 水 12:30 産業文化会館1Fメインホール 072-438-3317 川﨑晃生 安野和子

関西国際空港 549-0001 泉佐野市泉州空港北1番地　ホテル日航関西空港内 072-455-4766 072-455-4767 kankurc@rhythm.ocn.ne.jp 火 12:30 ホテル日航関西空港 1 階「白鳥の間」 072-455-1111 髙橋信行 番匠谷光晴

岸和田 596-0014 岸和田市港緑町1-1　岸和田市立浪切ホール２F 072-437-2462 072-437-5088 kishiwada-rc@tvk.zaq.ne.jp 水 12:30 岸和田市立浪切ホール　交流ホール 072-439-4173 宇野芳孝 櫻井　昇

岸和田東 596-0821 岸和田市小松里町2514 コルロフ５　102号 072-440-2100 072-440-2101 info@kishiwada-east-rc.jp 金 13:00 岸和田グランドホール 072-445-1200 辻林一郎 近江和代

岸和田南 596-0053 岸和田市沼町33-32 蔵王ビル1Ｆ 072-457-3794 072-457-5941 ksrc@sensyu.ne.jp 木 19:00 蔵王ビル1Ｆ（岸和田南RC事務所） 072-457-3794 西村滋二 松林俊和

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵 590-0414 泉南郡熊取町五門東4丁目3-3 072-452-0056 072-453-1121 kumatorihimawari@gmail.com 土 12:00 KUMATORI向日葵ロータリークラブ事務所 072-452-0056 番匠　博 番匠琢磨

りんくう泉佐野 598-8522 泉佐野市りんくう往来北１-7関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 072-469-1199 072-464-9555 info@rinku-rc.com 水 18:30 関西エアポートワシントンホテル3F 072-461-2222 町谷卓男 八田眞弓

ワールド大阪ロータリー
Eクラブ 596-0103 岸和田市稲葉町377 050-3409-2306 072-479-0885 info@senshu-kumatori-eclub.jp 金

金曜午前０時～
翌週金曜午前０時 http://senshu-kumatori-eclub.jp/　 - 原田秀昭 門田知也

羽衣 592-0005 高石市千代田1-2-24 072-261-4527 072-261-4539 hagoromo-rc@zeus.eonet.ne.jp 木 18:30 ホテルきららリゾート関空 0725-20-1111 納谷政志 谷野一彦

和泉 594-0022 和泉市黒鳥町3丁目4-5　西辻第2ビル　212 0725-41-5204 0725-30-2021 izumi.rc@ican.zaq.ne.jp 水 12:30 うお健ビル3Ｆ 0725-45-1122 藤田正彦 富岡裕史

泉大津 595-0062 泉大津市田中町10-7　泉大津商工会議所３Ｆ 0725-21-9500 0725-21-9501 izumiotsu-rc@ioctv.zaq.ne.jp 金 12:30 ホテルレイクアルスター 0725-20-1121 藤野修次 寺田敏也

和泉南 594-0071 和泉市府中町1-10-3　第２泉洋ビル201号 0725-41-3456 0725-41-9115 adw39000@ams.odn.ne.jp 木
第1･3･5週12:30
第2･4週18:30

ホテルレイクアルスター 0725-20-1121 道川　豊 嘉手納良和

大阪金剛 589-0005 大阪狭山市狭山2-949-1 072-368-8230 072-368-8231 kongorc@abelia.ocn.ne.jp 木 19:00 樫本病院5階 072-366-1818 伊原郁夫 酒谷敏康

高石 590-0940 堺市堺区車之町西2-1-30南海ｸﾞﾘﾙ ポピア南海3F 072-282-1500 072-282-1510 tkis-rc@pure02.pure.ne.jp 火 12:30 南海グリル・ポピア南海2F 072-222-0131 中井博文 古川誠司

高師浜 592-0014 高石市綾園2-6-10　高石商工会議所4F 072-264-8823 072-261-5717 takashinohama-rc1@muse.ocn.ne.jp 木 12:30 高石商工会議所3F 072-264-8823 永山健二 小林英樹

堺 590-0985 堺市堺区戎島町４丁45-1　ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺８Ｆ 072-238-3250 072-232-3711 sakai-rc@nifty.com 木 12:30 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺4Fﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ 072-224-1121 神山紀夫 内藤早苗

堺東 591-8025 堺市北区長曾根町130-23　堺商工会議所４Ｆ 072-258-1021 072-258-9189 s.eastrc@peach.ocn.ne.jp 火 12:30 堺商工会議所2F 072-258-5581 吉村登志子 芝山秀樹

堺フラワー 590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16　C-17 072-227-4990 072-227-4991 sakai.flower.2018@gmail.com 土 11:00 堺市堺区北三国ヶ丘1-1-16 ログハウス 090-3700-7459 東　秀昭 久保木紀男

堺泉ヶ丘 599-8237 堺市中区深井水池町3194　ロイヤルハイツ深井104号室 072-276-5363 072-276-5364 izumirc@skyblue.ocn.ne.jp 火 18:30 サンパレス 072-278-2211 角谷勝男 風元直行

堺中 599-8237 堺市中区深井水池町3194　ロイヤルハイツ深井106号室 072-279-9074 072-279-9094 sakainak@d2.dion.ne.jp 水 18:30 アンジェリカ・ノートルダム 072-277-8014 松本恭宣 根来隆志

堺北 590-0940 堺市堺区車之町西2-1-30南海ｸﾞﾘﾙ ポピア南海3F 072-223-2300 072-223-5005 snrc@jasmine.ocn.ne.jp 金 12:30 南海グリル天兆閣別館4Ｆ「ローズ」 072-222-0131 澤井久和 坂田兼則

堺おおいずみ 591-8025 堺市北区長曾根町130-23　堺商工会議所会館内４Ｆ 072-258-0770 072-254-3245 rid2640sakaiooizumi@sound.ocn.ne.jp 水 12:30 堺商工会議所3Ｆ 072-258-0770 姫野　晃 松葉健治

堺フェニックス 590-0021 堺市堺区北三国ヶ丘1-1-16 C-17号室 072-227-4990 072-227-4991 sakai.phoenix.1997@gmail.com 土 18:30 堺東備徳 堺市堺区北花田口町1-1-23 072-247-7736 鈴木順也 曲　航平

堺清陵 590-0075 堺市堺区南花田口町2-2-7　南野ビル４Ｆ　402号 072-229-6658 072-229-7680 seiryorc@basil.ocn.ne.jp 木 18:00 ホテル・アゴーラ リージェンシー25階「日本料理　なにわ」 072-224-1121 吉村誠治 田辺弘樹

堺南 590-0829 堺市堺区東湊町5-311-3 072-275-8266 072-275-8274 minamirc@skyblue.ocn.ne.jp 月 12:30 ホテル・アゴーラ リージェンシークリスタルルーム 072-224-1121 物種利仁 中田眞豪

堺東南 599-8114 堺市東区日置壮７丁1-1　出雲大社大阪分祠　社務所内 072-349-9212 072-349-9213 s-tounan@chive.ocn.ne.jp 木 18:30 サンパレス 072-349-9212 鶴　啓之 大潮良二

mailto:mihara_rc@arion.ocn.ne.jp
mailto:osakasayama-rc@sage.ocn.ne.jp
mailto:info@senshu-kumatori-eclub.jp
http://senshu-kumatori-eclub.jp/　
mailto:sakai-rc@nifty.com
mailto:rid2640sakaiooizumi@sound.ocn.ne.jp
mailto:rotary@sakaiphoenix.com

