曜日別各クラブ一覧
クラブ名

※2021年7月1日現在

例会日時

組

例会場

事務所

TEL

FAX

毎月 12:30

1組 大阪北梅田

ウェスティンホテル大阪

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-20 ウェスティンホテル大阪内

06-6454-0401

06-6454-1614 http://www.kita-umeda2660rc.org/

毎月 12:30

2組 大阪東淀ちゃやまち

ホテル阪急インターナショナル

〒530-0012 大阪市北区芝田2-1-3 梅仙堂ビル3階

06-6375-0088

06-6375-0087

毎月 12:30

4組 東大阪中央

シェラトン都ホテル大阪3階「志摩の間」

〒577-0802 東大阪市小阪本町1丁目5－14 小阪本町ロイヤルハイツ405号

06-6753-8823

06-6753-8826 http://higashiosaka-central-rc.com/

毎月 12:30

5組 大阪船場

ホテル日航大阪32階

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-7-3 大丸北炭屋町ビル6階

06-6244-1008

06-6244-1010 http://sembarotary.club/

毎月 12:30

5組 大阪西

ヒルトン大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル30階

06-6348-8436

06-6347-4556 http://www.osaka-westrc.org/

毎月 18:00

2組 吹田西

新大阪江坂東急REIホテル

〒564-0051 吹田市豊津町9-40 カリーノ江坂 1階

06-6338-0832

06-6338-0020 http://www.suita-west-rc.org/

毎月 18:30

1組 池田くれは

池田市民文化会館3階

〒563-0025 池田市城南1-1-1 池田商工会議所2階

072-753-5353

072-751-9080 http://www.ikedakureha.jp/

毎月 18:30

4組 東大阪西

シェラトン都ホテル大阪3階「春日の間」

〒577-0046 東大阪市西堤本通西1-6-4 (株)コーヨー内

06-6788-1901

06-6788-1902

第1・3月 12:30 5組 大阪堂島

ANAクラウンプラザホテル大阪

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-3-1 ANAクラウンプラザホテル大阪2階

06-6344-2008

06-6344-2009 https://www.osakadojima-rc.com/

毎火 12:30

1組 大阪梅田

ザ･リッツ･カールトン大阪 4階「テラスルーム」

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館3階

06-6343-7792

06-6343-7793 http://osaka-umeda-rc.sakura.ne.jp/

毎火 12:30

1組 豊中

ホテルアイボリー

〒560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー内

06-6858-1551

06-6857-0011 http://www.sun-inet.or.jp/~jtrc2660/

毎火 12:30

2組 千里

千里阪急ホテル

〒560-0082 豊中市新千里東町2-1･D-1 千里阪急ホテル内

06-6833-7891

06-6833-7557 http://e07rky07.ec-net.jp/

毎火 12:30

2組 吹田江坂

新大阪江坂東急REIホテル

〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル12階

06-6821-0222

06-6821-0206 http://suitaesaka-rc.net/

毎火 12:30

3組 大東

大阪府大東市民会館4階 「大会議室」

〒574-0046 大東市赤井1-2-10 ポップタウン住道本館4F

072-875-1200

072-875-0590 http://www.daito-rc.org/

毎火 12:30

3組 枚方

枚方ビオルネ5F イベントルーム

〒573-0031 枚方市岡本町7-1 枚方ビオルネ5F

072-843-5304

072-843-5100 http://www.hirakata-rc.jp/

毎火 12:30

3組 大阪鶴見

ホテルモントレ ラ･スール大阪

〒540-0001 大阪市中央区城見2-2-22 ホテルモントレ ラ･スール大阪2階

06-6937-8171

06-6937-8011 http://rc-osaka-tsurumi.jp/

毎火 12:30

4組 大阪柏原

アゼリア柏原6F

〒582-0007 柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原5F

072-973-3655

072-973-2300 http://kashiwara-rotary.main.jp/index.html

毎火 12:30

4組 大阪南

スイスホテル南海大阪8階「浪華の間」

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-12-5 難波室町ビル8階

06-6647-6236

06-6647-6237 https://osaka-south-rc.com/

毎火 12:30

5組 大阪西北

ヒルトン大阪4階「真珠の間」

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1号－300号 大阪駅前第1ビル3階

06-6347-7100

06-6347-7109 http://osknwrc.jp/

毎火 12:30

6組 大阪東南

ホテルニューオータニ大阪

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 652号室

06-6910-2420

06-6910-2422 http://osaka-southeast-rc.org/

毎火 12:30

6組 大阪天王寺

天王寺都ホテル

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-11 新和興産ビル302号室

06-6772-5816

06-6779-7956 http://www.tennojirc.jp/

毎火 18:00

5組 大阪うつぼ

ホテルモントレ大阪

〒550-0004 大阪市西区靭本町2-9-11 岡﨑橋ビル本館405号室

06-6445-1000

06-6445-1028 http://www.osa-utsuborc.com/

毎火 18:30

4組 八尾中央

ベルドミール桜ヶ丘203号室

〒581-0869 八尾市桜ケ丘1-88 ベルドミール桜ヶ丘203号室

072-992-1110

072-924-0050 http://yaocentrc.sakura.ne.jp/

第1･3火 19:00

1組 大阪水都

中央電気倶楽部

〒579-8011 東大阪市東石切町2-2-25 (有)The Kansai Report内

072-983-1600

072-988-1721 http://suitorc.blog.jp/

毎水 07:30

5組 大阪アーバン

ホテルグランヴィア大阪20階

〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館6F (株)アクセス鑑定内

06-6365-5460

06-6365-5459 https://www.osaka-urbanrc.club/

毎水 12:30

1組 池田

池田商工会議所2階

〒563-0025 池田市城南1-1-1 池田商工会議所2階

072-752-3355

072-752-7800 http://www.ikeda-rc.com/

毎水 12:30

1組 大阪北

大阪新阪急ホテル2階 「紫の間」

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 大阪新阪急ホテル3F

06-6375-0905

06-6375-0915 https://www.osaka-north-rc.org/

毎水 12:30

1組 大阪そねざき

ヒルトン大阪

〒530-0047 大阪市北区西天満4－15－18 プラザ梅新607

06-6311-5757

06-6311-5758 http://www.osakasonezaki-rc.jp/

毎水 12:30

1組 豊中千里

千里阪急ホテル

〒561-0872 豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル2階

06-6866-2800

06-6866-5000 http://toyonakasenri-rc.main.jp/

毎水 12:30

2組 茨木

とり粂別館

〒567-0881 茨木市上中条1丁目9番14号 アルソレイユ201号室

072-622-2255

072-624-1105 http://www.ibaraki-rc.com/

毎水 12:30

2組 新大阪

新大阪ワシントンホテルプラザ2階

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ2階

06-6305-1010

06-6301-2525 http://www.shin-osakarc.jp/

毎水 12:30

2組 高槻

高槻阪急6階

〒569-1116 高槻市白梅町4-1 高槻阪急6階

072-683-1158

072-683-1174 http://www.takatsukirc.org/

毎水 12:30

3組 大東中央

ホテル阪奈

〒574-0046 大東市赤井1-2-10 ポップタウン住道本館4F

072-872-6349

072-872-6552 http://www.dcrc31477.com/

毎水 12:30

3組 香里園

北河内農業協同組合香里支店3階会議室

〒572-0084 寝屋川市香里南之町35-11-403

072-803-8660

072-803-8661 http://korien-rc.org/

毎水 12:30

3組 くずは

樟葉パブリックゴルフコース3F

〒573-1121 枚方市楠葉花園町14-2 樟葉パブリックゴルフコース3F

072-804-9037

072-804-9038 http://www.kuzuha-rc.jp/

毎水 12:30

3組 守口

ホテル・アゴーラ大阪守口

〒570-0038 守口市河原町10-5 ホテル・アゴーラ大阪守口5F

06-6994-0010

06-6994-0009 http://www.moriguchi-rc.net/

毎水 12:30

3組 大阪城北

ホテルニューオータニ大阪

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪634号室

06-6943-8200

06-6943-8201 http://www.osaka-shirokita-rc.jp/

毎水 12:30

4組 東大阪

シェラトン都ホテル大阪3階「志摩の間」

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 シェラトン都ホテル大阪

06-6779-5050

06-6779-5045 http://www.higashiosaka-rc.jp/

毎水 12:30

4組 八尾

八尾商工会議所

〒581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所208号室

072-991-2129

072-924-0010 http://www.yaorc.com/

毎水 12:30

5組 大阪西南

リーガロイヤルホテル

〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル416号室

06-6443-2819

06-6443-1441 http://osaka-southwest-rc.org/

毎水 12:30

6組 大阪咲洲

ハイアット リージェンシー 大阪

〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-13-11 ハイアット リージェンシー 大阪

毎水 12:30

6組 大阪帝塚山

天王寺都ホテル5階

〒543-0076 大阪市天王寺区下寺町1-3-45 (株)テクノグループ

080-5765-0450 06-7635-7423 http://osaka-tezukayama-rc.cocolog-nifty.com/

毎水 18:30

2組 茨木西

千里阪急ホテル

〒567-0033 茨木市松ケ本町2-35 大阪北摂タバコ会館1F

072-623-2668

072-622-1173 http://ibaraki-west-rc.com/

毎水 19:30

4組 大阪ネクスト

中央電気倶楽部会議室

〒577-0821 東大阪市吉松2-6-12 (株)ジョイエスト内

06-6730-5654

06-6730-5650 http://osaka-next.net/

水(月2回) 12:30 5組 大阪フレンド

ホテル日航大阪

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12 心斎橋アーバンライフ907号

06-6253-3012

06-6253-3013 http://ofrc.info/

毎木 12:30

1組 大阪中央

ホテルグランヴィア大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 ホテルグランヴィア大阪21F

06-6345-6881

06-6345-6882 http://www.osaka-central-rc.org/

毎木 12:30

1組 大阪大淀

ザ・リッツ・カールトン大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館内

06-6341-3811

06-6341-3812 http://osaka-oyodo-rc.com/

毎木 12:30

1組 豊中南

ホテルアイボリー

〒560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー内

06-6841-6996

06-6852-2500 http://toyonaka-src.com/

毎木 12:30

2組 茨木東

茨木商工会議所1階会議室

〒567-0881 茨木市上中条1丁目9番14号 アルソレイユ205号室

072-627-5753

072-623-9902 http://ibaraki-east-rc.org/

毎木 12:30

2組 吹田

サニーストンホテル

〒564-0052 吹田市広芝町10-3 サニーストンホテル内

06-6388-0266

06-6388-5801 http://www.suitarc.jp/

毎木 12:30

3組 門真

ホテル・アゴーラ大阪守口

〒570-0038 守口市河原町10-5 ホテル･アゴーラ大阪守口

06-6993-0107

06-6993-0108 http://kadoma-rc.com/

毎木 12:30

3組 交野

私部会館101号室

〒576-0052 交野市私部1-36-1 私部会館306号室

072-893-3700

072-893-3800 http://katanorc.sakura.ne.jp/

毎木 12:30

3組 大阪東

帝国ホテル大阪

〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪アネックス2F

06-6357-5151

06-6357-5252 http://www.osaka-east-rc.org/

毎木 12:30

4組 東大阪東

ホテルセイリュウ

〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室

072-985-0189

072-985-0577 http://www.higashiosaka-eastrc.jp/

毎木 12:30

4組 大阪御堂筋本町

ホテル日航大阪32階「スカイテラス」

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-10-4 エースビル5階

06-4256-3558

06-4256-3559 https://omh-rc.jp/

毎木 12:30

4組 大阪難波

スイスホテル南海大阪7階「芙蓉の間」

〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪5階

06-6632-3956

06-6632-3957 http://osaka-namba-rc.org/

毎木 12:30

5組 大阪リバーサイド

中之島センタービル31階

〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル31階

06-6445-0654

06-6445-0906 http://osriver-rc.com/

毎木 12:30

6組 大阪平野

ホテルモントレグラスミア大阪23階

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤ビル4階4号室

06-6630-1112

06-6630-1113 http://www.hiranorc.com/

毎木 12:30

6組 大阪中之島

ホテルニューオータニ大阪

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪634号室

06-6947-0800

06-6947-0801 http://www.osaka-nakanoshima-rc.org/

毎木 12:30

6組 大阪天満橋

ヒルトン大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ビル11階

06-6344-0120

06-6344-0126 http://temmabashi-rc.com/

毎木 18:30

1組 箕面

箕面観光ホテル

〒562-0006 箕面市温泉町1-1 箕面観光ホテル内

072-724-2781

072-724-1786 http://mino-orc.net/

毎木 18:30

2組 千里メイプル

ル・ジャルダン

〒564-0054 吹田市芳野町13-14 株式会社サンリバー内

06-6310-6210

06-6310-6266 http://senrimaplerc.org/

毎木 18:30

2組 高槻西

高槻阪急6階 多目的ホール

〒569-0803 高槻市高槻町9-21 小山ビル201号室

072-683-0015

072-683-1171 https://takatsuki-west-rotary-club.jimdosite.com/

毎木 18:30

3組 守口イブニング

ホテル・アゴーラ大阪守口

〒570-0038 守口市河原町10-5 ホテル・アゴーラ大阪守口5F

06-6995-7440

06-6995-7441 http://www7b.biglobe.ne.jp/~m-eveningrc/

毎木 18:30

4組 東大阪みどり

KKRホテル大阪

〒631-0001 奈良県奈良市北登美ヶ丘3-11-30

0742-55-4869

0742-51-1067 https://www.midori-rc.com/

毎木 18:30

6組 大阪イブニング

ホテルトラスティ大阪阿倍野

〒546-0002 大阪市東住吉区杭全4-12-8

080-6332-8460 なし

毎金 12:15

6組 大阪

リーガロイヤルホテル

〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル418号室

06-6441-7930

06-6441-7720 http://www.osaka-rc.org/

毎金 12:30

1組 箕面千里中央

千里阪急ホテル

〒560-0085 豊中市上新田2-4-53 カーサタカガス内

06-6835-2300

06-6835-2500 http://msc-rc.com/

毎金 12:30

1組 大阪梅田東

新阪急ホテル2階

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 新阪急ホテル3階

06-6375-3522

06-6375-3523 http://www.umeda-e.jp/

毎金 12:30

2組 大阪淀川

ホテルグランヴィア大阪20階

〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル30階

06-6348-8437

06-6456-2100 http://osaka-yodogawa-rc.jp/

毎金 12:30

2組 摂津

千里阪急ホテル

〒566-0001 摂津市千里丘7-9-31 コカ・コーラ

06-6330-2267

06-6330-2267 http://www.settsu-rc.gr.jp/

第1･2･3金 12:302組 高槻東

高槻阪急6階

〒569-1116 高槻市白梅町4-1 高槻阪急4階

072-669-7200

072-669-7264 http://www.takatsukieast-rc.org/

毎金 12:30

3組 寝屋川

ニューコマンダーホテル大阪「おるろーじゅ」

〒572-0836 寝屋川市木田町17-4 ニューコマンダーホテル大阪2F

072-822-6622

072-822-6555 http://neyagawa-rc.net/

毎金 12:30

3組 大阪城東

ホテルニューオータニ大阪

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪622号室

06-6910-1220

06-6910-1226 http://www.osaka-jrc.org/

毎金 12:30

4組 八尾東

八尾市生涯学習センターかがやき地下1階ミーティングルーム 〒581-0802 八尾市北本町2-14-24 駅前コーポラス201

072-997-0626

072-997-2620 http://yaohigashi.org/

毎金 12:30

5組 大阪心斎橋

ホテル日航大阪32階

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-7-3 大丸北炭屋町ビル3階

06-6245-4950

06-6244-0932 http://www.shinsaibashirc.jp/

毎金 12:30

5組 大阪ユニバーサルシティ

ANAクラウンプラザホテル大阪

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-3-1 ANAクラウンプラザホテル大阪2階

06-4799-1581

06-4799-1582 http://www.osaka-ucrc.org/

毎金 12:30

6組 大阪城南

シェラトン都ホテル大阪

〒542-0012 大阪市中央区谷町9-1-22 NK谷町ビル407号

06-6796-9898

06-6796-9899 https://osakajonan-rc.org/

毎金 12:30

6組 大阪大手前

帝国ホテル大阪

〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪806号室

06-6357-8917

06-6357-8907 http://www.otemae-rotary.com/

割烹片桐2F
多目的ホール

多目的ホール

636号室

ボトラーズジャパン(株)6階

1523号室06-6613-5633

HP

06-6613-5665 http://sakishimarc.web.fc2.com/

http://www.osaka-evening.com/

