
 2010～2011年度　国際ロータリー第2660地区　ロータリークラブ一覧表

NO. ＩＲ クラブ名
創立

年月日
例会  曜日

例会時
間

例会場 例会場TEL 郵便番号 事務所住所 事務所 事務所TEL 事務所FAX クラブ会長 クラブ幹事

1 I 大東 67/12/26 火 12:30 大東市民会館４階 「大会議室」 (072)871-0001 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 加藤　敏明 中原　毅

2 大東中央 96/ 3/14 水 18:00 ホテル阪奈４階「平城の間」 (072)869-0181 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 川西　津音夫 北田　宗男

3 R 東大阪 57/ 6/ 4 水 12:30 シェラトン都ホテル大阪３階「志摩の間」 (06)6773-1111 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636号室 (06)6779-5050 (06)6779-5045 富岡　成夫 清水　浩一

4 東大阪中央 72/ 2/20 月 12:30 シェラトン都ホテル大阪３階「志摩の間」 (06)6773-1111 543-0027 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-38 ロイヤルパークス桃坂1112号 (06)6772-2320 (06)6772-2327 切石　博之 細川　勝治

5 R 東大阪東 65/ 3/ 4 木 12:30 ホテルセイリュウ (072)981-5001 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 石田　肇 天野　正亮

6 東大阪みどり 98/ 9/24 木 18:30 ＫＫＲホテル大阪 (06)6941-1122 540-0007 大阪市中央区馬場町1-8 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｨﾚ大阪城公園前402号室 (06)6945-1800 (06)6945-1808 杉森　隆志 阪田　克英

7 東大阪西 85/ 3/18 月 18:30 大阪国際交流センター (06)6772-5931 543-0001 大阪市天王寺区上本町7-3-7 ハーティー上本町203号室 (06)6775-5111 (06)6775-5112 東野　公一 竹谷　立男

8 R 枚方 61/ 2/28 火 12:30 北大阪商工会議所 (072)843-5304 573-0027 枚方市大垣内町2-12-27 北大阪商工会議所内3F (072)843-5304 (072)843-5100 澤村　繁 林　武

9 ○茨木 59/12/23 水 12:30 ホテル日航茨木大阪 (072)620-2121 567-0881 茨木市上中条1-9-20 茨木商工会議所3F (072)622-2255 (072)624-1105 辰巳　克平 加藤　眞一

10 ○茨木東 74/ 2/14 木 12:30 茨木商工会議所４階会議室 (072)622-6631 567-0816 茨木市永代町8-8 国里ビル202 (072)627-5753 (072)623-9902 中田　有紀 中尾　巖

11 ○茨木西 93/12/ 8 水 18:30 ホテル日航茨木大阪 (072)620-2121 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 別處　了一 山本　高司

12 ○池田 54/ 4/24 水 12:30 池田商工会議所２階 (072)752-3355 563-0025 池田市城南1-1-1 池田商工会議所3階 (072)752-3355 (072)752-7800 岸上　宏司 森　純也

13 ○池田くれは 84/ 4/16 月 18:30 池田市民文化会館 (072)761-8811 563-0025 池田市城南1-1-1 池田商工会議所3階 (072)753-5353 (072)751-9080 藤原　進 田上　綱彦

14 門真 69/ 4/17 木 12:30 守口ロイヤルパインズホテル (06)6994-1111 570-0038 守口市河原町10-5　 守ロロイヤルパインズホテル内 (06)6993-0107 (06)6993-0108 滝川　博嗣 河瀬　隆

15 交野 84/ 6/25 木 12:30 私部会館３０１号室 (072)893-3700 576-0052 交野市私部1-36-1 私部会館306号室 (072)893-3700 (072)893-3800 西田　孝司 柴野　東樹

16 香里園 95/ 4/29 水 12:30 北河内農業協同組合香里支店３階会議室 (072)834-1011 572-0838 寝屋川市八坂町15-10 樋口第１ビル2階 (072)823-6622 (072)823-1110 小泉　二朗 的場　信一郎

17 くずは 74/ 5/30 水 12:30 樟葉パブリックゴルフクラブハウス３Ｆ (072)855-5125 573-1121 枚方市楠葉花園町14-2 樟葉パブリックゴルフ　クラブハウス2Ｆ (072)855-5125 (072)855-5180 岩本　昌治 山口　尚志

18 箕面 69/ 4/17 木 18:30 箕面観光ホテル (072)723-2323 562-0006 箕面市温泉町1-1 箕面観光ホテル内 (072)724-2781 (072)724-1786 山下　恵司 上島　一彦

19 箕面中央 80/ 6/13 金 12:30 千里阪急ホテル (06)6872-2211 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 打田　耕三 藤本　年朗

20 R 守口 61/ 3/20 水 12:30 守口ロイヤルパインズホテル (06)6994-1111 570-0038 守口市河原町10-5　 守口ロイヤルパインズホテル　５F (06)6994-0010 (06)6994-0009 橋本　泰明 三浦　均

21 守口イブニング 00/11/ 2 木 18:30 守口ロイヤルパインズホテル (06)6994-1111 570-0056 守口市寺内町2-5-19 守口ビル2階 (06)6995-7440 (06)6995-7441 金﨑　正明 福田　治夫

22 R 寝屋川 69/ 4/18 金 12:30 シティホテルニューコマンダー「おるろーじゅ」 (072)823-7000 572-0836 寝屋川市木田町17-4 シティホテルニューコマンダー2F (072)822-6622 (072)822-6555 水﨑　勝 岡田　光司

23 RI 大阪 22/11/17 金 12:15 リーガロイヤルホテル (06)6448-1121 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 伊藤　勲 石原　福造

24 大阪阿倍野 79/ 5/ 9 水 12:30 天王寺都ホテル (06)6628-3200 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-20 (06)6628-0450 (06)6628-0451 渡邊　純一 浅岡　芳夫

25 R 大阪中央 84/ 1/26 木 12:30 ホテルグランヴィア大阪 (06)6344-1235 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪21F (06)6345-6881 (06)6345-6882 石黒　重三 永井　路子

26 大阪堂島 87/ 6/15 月 12:30 ANAクラウンプラザホテル大阪5階「ガーデンルーム」(06)6347-1112 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 片岡　亥一郎 中野　和子

27 大阪フレンド 99/ 6/ 3 水 12:30 ホテル日航大阪 (06)6244-1111 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 奥野　冨美子 柴山　泰範

28 I 大阪阪南 69/ 6/10 火 12:30 天王寺都ホテル５階 (06)6628-3200 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 南部　高志 林　幸二

29 R 大阪東 57/ 6/ 6 木 12:30 帝国ホテル大阪 (06)6881-1111 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 砂原　和彌 中川　宏一

30 大阪東淀ちゃやまち 70/ 6/26 月 12:30 ラマダホテル大阪２階 (06)6372-8181 531-0072 大阪市北区豊崎3-16-19 ラマダホテル大阪 414号室 (06)6375-0088 (06)6375-0087 磯田　郁子 前田　要之助

31 R 大阪平野 75/ 2/20 木 12:30 天王寺都ホテル (06)6628-3200 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-3-47 アベノグランドハイツＡ－１０１ (06)6627-3813 (06)6627-3823 植村　宏一郎 友藤　昭弘

32 大阪本町 91/ 3/26 火 12:30 ホテル日航大阪 (06)6244-1111 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-10-32 ブルーム心斎橋601号室 (06)6777-3468 (06)6777-3471 富田　進 首藤　隆平

33 大阪イブニング 86/ 1/23 木 18:30 フェイセスゲストハウス　 (06)6775-7301 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-38 天王寺タウンハウス305号室 (06)4305-8844 (06)4305-8845 岩井　晶博 楳村　大作

34 大阪城南 69/ 5/30 金 12:30 シェラトン都ホテル大阪 (06)6773-1111 543-8543 大阪市天王寺区上本町6-1-55 (株)近鉄百貨店上本町店10階 (06)6771-9009 (06)6772-9090 佐伯　爲次 中谷　佳正

35 大阪城東 73/ 4/27 金 12:30 ホテルニューオータニ大阪 (06)6941-1111 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501号室 (06)6910-1220 (06)6910-1226 井土　賢一 岡　俊紀

36 大阪柏原 70/ 6/ 1 火 12:30 アゼリア柏原６Ｆ (072)973-3655 582-0007 柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原５Ｆ (072)973-3655 (072)973-2300 榊原　春枝 竹内　寛

37 R 大阪北 52/12/16 水 12:30 大阪新阪急ホテル２階 (06)6372-5101 530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 大阪新阪急ホテルＢ１ (06)6375-0905 (06)6375-0915 河田　一彦 浜田　晋

38 大阪北梅田 92/ 1/20 月 12:30 ウェスティンホテル大阪 (06)6440-1111 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 秀平　吉朗 加登　敏夫

39 R 大阪御堂筋 93/ 1/28 木 12:30 ホテル日航大阪３２階「ジェットストリーム」 (06)6244-1111 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)6241-6893 (06)6241-6894 森田　和明 川崎　二郎

40 RI 大阪南 52/12/16 火 12:30 スイスホテル南海大阪８階「浪華の間」 (06)6646-1111 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 三原　幸二 小林　二郎

41 大阪中之島 92/10/29 木 12:30 太閤園 (06)6356-1111 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閤園内 (06)6353-2215 (06)6353-9889 前田　隆司 西田　末彦

42 大阪難波 76/ 8/ 5 木 12:30 スイスホテル南海大阪７階「芙蓉の間」 (06)6646-1111 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 山田　誠一 石川　益三

43 大阪なにわ 84/ 2/23 木 18:00 スイスホテル南海大阪７階「花桐の間」 (06)6646-1111 556-0011 大阪市浪速区難波中2-6-15 ユーアイプラザビル802号室 (06)6632-7281 (06)6632-7289 坂本　勝男 岡藤　龍正

44 I 大阪南西 74/ 6/10 水 12:30 スイスホテル南海大阪 (06)6646-1111 556-0014 大阪市浪速区大国1-3-20 居仁ビル３階 (06)6643-8721 (06)6643-8722 南　樹一 小池　廣子

45 大阪ネクスト 07/10/13

第１・３
木

第２・４
土

19:30
10:00

摂南大学　大阪センター (06)6346-6367 572-0085 寝屋川市香里新町7-6-302 (072)834-8108 (072)834-8108 川本　典美 住吉　誠

46 R 大阪西 57/ 6/ 4 月 12:30 ヒルトン大阪 (06)6347-7111 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店内 (06)6348-8436 (06)6347-4556 三枝　輝行 松岡　庄司

47 大阪大手前 83/ 3/18 金 12:30 帝国ホテル大阪 (06)6881-1111 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 三木　元昭 岡田　耕平

48 大阪大淀 73/ 2/22 木 12:30 ザ・リッツ・カールトン大阪 (06)6343-7000 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 大石　正守 籾山　敏雄

49 大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 80/ 4/10 木 12:30 中之島センタービル３１階　トップラウンジ　 (06)6445-1977 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 柿本　円 徳山　善雄

50 大阪咲洲 95/10/11 水 12:30 ハイアット リージェンシー 大阪２階「サファイア」 (06)6612-1234 559-0034 大阪市住之江区南港北1-13-11 ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 大阪　1523号室 (06)6613-5633 (06)6613-5665 西山　雅康 谷口　俊司

51 大阪西北 69/ 5/27 火 12:30 ヒルトン大阪４階「真珠の間」 (06)6347-7111 530-0001 大阪市北区梅田1-8-8 ヒルトン大阪1105号室 (06)6347-7100 (06)6347-7109 勝亦　良彰 小山　登

52 R 大阪西南 69/ 5/21 水 12:30 リーガロイヤルホテル (06)6448-1121 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 吉川　守 太田　敏一

53 大阪船場 88/ 5/23 月 12:30 ホテル日航大阪３２階 (06)6244-1111 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 岩本　浩平 樋口　一夫

54 大阪心斎橋 70/11/10 金 12:30 ホテル日航大阪３２階 (06)6244-1111 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 藤澤　肇 芦邊　康徳

55 大阪城北 77/ 6/29 水 12:30 太閤園　 (06)6356-1111 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閣園内 (06)6352-0634 (06)6352-6207 弓削　要 丸井　龍太郎

56 大阪そねざき 94/ 3/ 2 水 12:30 ヒルトン大阪 (06)6347-7111 530-0001 大阪市北区梅田1-8-8 ヒルトン大阪1115号室 (06)6345-5067 (06)6345-2518 伊﨑　順五 革嶋　祐理子

57 大阪住之江 75/ 3/24 水 12:30 天王寺都ホテル５階 (06)6628-3200 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-20 (06)6628-2361 (06)6628-2361 小島　康秀 東　光宏

58 RI 大阪住吉 61/ 2/14 水 12:30 天王寺都ホテル５階 (06)6628-3200 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-20 (06)6624-5170 (06)6621-8885 川上　富清 澤田　正實

59 R 大阪天満橋 67/11/ 4 木 12:30 ヒルトン大阪４階 (06)6347-7111 530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル第一ホテル1713号 (06)6345-1115 (06)6344-8222 中村　健輔 山村　朋史

60 大阪天王寺 88/ 9/10 金 12:30 天王寺都ホテル (06)6628-3200 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-20 (06)6606-8821 (06)6606-8823 津留　正孝 吉岡　宏之

61 大阪東南 85/11/26 火 12:30 ホテルニューオータニ大阪 (06)6941-1111 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510号室 (06)6910-2420 (06)6910-2422 奥田　実 大山　文雄

62 大阪鶴見 84/ 7/10 火 12:30 太閤園 (06)6356-1111 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閤園内 (06)6357-8171 (06)6357-8011 林　成志 菅田　隆久

63 R 大阪梅田 77/ 6/29 火 12:30 ザ･リッツ･カールトン大阪 ４階「テラスルーム」 (06)6343-7000 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 芳賀　修 池田　佳弘

64 大阪梅田東 88/ 5/20 金 12:30 新阪急ホテル2階「月の間」 (06)6372-5101 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 山本　毅 北木　平八郎

65 大阪うつぼ 81/ 4/17 火 18:00 堂島ホテル6階 (06)6341-3802 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 橋本　逸郎 大川　治

66 R 大阪淀川 61/ 1/14 金 12:30 ホテルグランヴィア大阪２０階 (06)6433-1235 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店11階 (06)6348-8437 (06)6456-2100 西﨑　克由 山本　照彦

67 大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 01/ 3/27 金 12:30 ANAクラウンプラザホテル大阪5階「テラスルーム」 (06)6347-1112 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 菊　泰仁 笹田　隆志

68 千里 73/ 6/12 火 12:30 千里阪急ホテル (06)6872-2211 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 神前　俊彦 上島　弘資

69 千里メイプル 98/ 6/13 木 18:30 ホテル阪急エキスポパーク「緑樹」 (06)6878-5151 565-0826 吹田市千里万博公園1-5 ホテル阪急エキスポパーク 306号室 (06)6816-7077 (06)6816-7073 水島　洋 近藤　一弥

70 摂津 70/ 9/26 金 12:30 ホテル阪急エキスポパーク (06)6878-5151 566-0001 摂津市千里丘7-9-31 ｺｶ･ｺｰﾗｳｪｽﾄ㈱６階 (06)6330-2267 (06)6330-2267 辻井　正房 尾崎　公宏

71 四條畷 77/11/30 水 18:00 四條畷市商工会議所　２階　会議室 (072)879-1656 575-0003 四條畷市岡山東2-1-33 平井マンション101号室 (072)879-5505 (072)879-5505 田村　成明 甲林　高雄

72 新大阪 85/ 5/ 8 水 12:30 新大阪ワシントンホテルプラザ２Ｆ (06)6303-8111 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 村木　茂 安井　一男

73 R 吹田 58/12/18 木 12:30 サニーストンホテル (06)6386-0001 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 柳川　義行 淀井　満福

74 吹田江坂 90/ 2/27 火 12:30 新大阪江坂東急イン (06)6338-0109 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 水谷　善博 延　秀恵

75 吹田西 80/ 6/12 月 18:00 新大阪江坂東急イン (06)6338-0109 564-0051 吹田市豊津町9-40 江坂東急ビル1階 (06)6338-0832 (06)6338-0020 村井　正雄 澁谷　清明

76 R 高槻 54/ 6/15 水 12:30 オーロラモール高槻西武６階　多目的ホール (072)684-5379 569-1116 高槻市白梅町4-1 オーロラモール高槻西武６階 (072)683-1158 (072)683-1174 西田　直弘 川畑　孝彦

77 高槻東 73/ 3/ 1 金 12:30 たかつき京都ホテル　２階 (072)675-5151 569-0065 高槻市城西町4-39 たかつき京都ホテル711号室 (072)661-0711 (072)661-0712 市田　忠夫 野村　定昭

78 高槻西 89/ 6/15 木 18:30 オーロラモール高槻西武6階多目的ホール (072)684-5379 569-0803 高槻市高槻町9-21 小山ビル201号室 (072)683-0015 (072)683-1171 大津　彌平 和三　弘磨呂

79 豊中 59/ 6/16 火 12:30 ホテルアイボリー3階 (06)6849-1111 560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー3階 (06)6858-1551 (06)6857-0011 黒河　洋 奈須　正典

80 豊中南 69/ 6/ 5 木 12:30 ホテルアイボリー3階 (06)6849-1111 560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー3階 (06)6841-6996 (06)6852-2500 長谷川　龍司 増山　忠雄

81 R 豊中－大阪国際空港 72/ 2/23 金 12:30 大阪国際空港ターミナル　中央ブロック３F「宙の間」 (06)6856-6659 560-0036 豊中市蛍池西町3-555 大阪国際空港ターミナルビル4階 (06)6856-8855 (06)6841-9561 上西　利三 齊城　正之

82 豊中千里 86/ 2/ 5 水 12:30 千里阪急ホテル (06)6872-2211 561-0872 豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル2階 (06)6866-2800 (06)6866-5000 栗田　正憲 藤谷　和憲

83 I 八尾 61/ 3/28 水 12:30 八尾商工会議所 (072)991-2129 581-0003 八尾市本町2-2-8 八尾商工会議所会館内 (072)991-2129 (072)924-0010 中西　啓詞 山本　勝彦

18:30
第

1.2.4.5
週

八尾商工会議所3階 (072)992-1110

18:30
第3週

シェラトン都ホテル大阪 (06)6773-1111

85 八尾東 73/ 2/23 金 12:30 西武百貨店八尾店8階 バンケットルーム (072)997-0111 581-0803 八尾市光町2-60 西武百貨店内８Ｆ (072)997-0626 (072)997-2620 森下　慶治 石川　義一

Ｉ＝インターアクトクラブの提唱ロータリークラブ、Ｒ＝ローターアクトクラブの提唱ロータリークラブ、○＝ローターアクトクラブの共同提唱ロータリークラブ

吉馴　茂子 久原　正仁84 82/12/ 7 火 (072)924-0050581-0003 八尾市本町2-2-8 (072)992-1110八尾中央 八尾商工会議所201号室

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ


