
グル
ープ

Ｇ補佐 クラブ名 会長名 幹事名 例会　曜日 例会時間 例会場所 〒 事務所住所１ 事務所住所２ TEL FAX E-mail

大分第一グループ岡崎　誠一（中津中央）

中津 木村　通 三重野　玉江 水 12:30 グランプラザ中津ホテル 871-0055 中津市殿町１３８３－１   中津商工会議所２Ｆ 0979-22-6908 0979-22-6909 nakatsu.r.c@feel.ocn.ne.jp
日田

白石　章二 石松　雅彰 水 12:30 マリエールオークパイン日田 877-0016 日田市三本松２－２－１６  日田商工会館内 0973-22-6760 0973-28-6761 info@hitarotary.com
中津中央

大賀　重毅 諌山　宏義 火 12:30 グランプラザ中津ホテル 871-0012 中津市大字宮夫284-3 東九州龍谷高等学校寮内 0979-31-0483 0979-31-0835 nakatsuchuo-rc@ori.bbiq.jp
日田中央

山口　則行 末竹　快健 火 12:30 かんぽの宿日田 877-0016 日田市三本松２－２－１６  日田商工会館内 0973-22-6760 0973-28-6761 hitachuo@isis.ocn.ne.jp
玖珠

吉光　幸夫 矢野　邦隆 木 12:30 望山荘 879-4403 玖珠郡玖珠町帆足３９０－３ 　望山荘内 0973-72-0187 0973-72-7372 yano@jeans.ocn.ne.jp
中津平成

宇都宮　監浩 川田　智幸 木 12:30 グランプラザ中津ホテル 871-0055 中津市殿町１３８３－１　 中津商工会議所２Ｆ 0979-22-9716 0979-22-9722 office@n-heisei.org

大分第二グループ髙橋　明人（杵築）

豊後高田
芹川　範博 瀬口　忠一 火 12:30 月ケ瀬 879-0627 豊後高田市新地1848番地 （有）早瀬自動車工場内 0978-22-2638 0978-22-3666 bungotakadarc316@lily.ocn.ne.jp

宇佐
住本　憲彦 宮本　順二 木 12:30 トキハインダストリー長洲店２Ｆ 872-0032 宇佐市江須賀２９９９－２　  ㈱ユニックス内 0978-38-2370 0978-38-2370 usa_rotaryclub@yahoo.co.jp

杵築 有田　頼正 東照寺　忍 金 12:30 大分県農業共済東部支所 873-0001 杵築市杵築1357-10　 (有)　三晃堂印刷内 0978-63-1717 0978-63-2547 sankoudo.p@proof.ocn.ne.jp
くにさき

定村　智章 鶴田　繁 水 12:30 ホテルベイグランド国東 873-0502 国東市国東町田深527-2 ㈱スマート建築 0978-72-1108 0978-72-1206 turuda34@khaki.plala.or.jp
宇佐八幡 永松　何奈子 釆原　弘 金 12:30 宇佐ホテル　リバーサイド 879-0444 宇佐市石田２０２－４　 ハンズパーク石田ビル３０１ 0978-33-5381 0978-34-6112 hachimanrc@po.d-b.ne.jp

宇佐2001 京田　高裕 原田　律雄 水 19:00 宇佐ホテル　リバーサイド 879-0444 宇佐市石田２０２－４　 ハンズパーク石田ビル３０１ 0978-34-6111 0978-34-6112 usa2001@po.d-b.ne.jp

大分第三グループ田中　洋一（湯布院）

別府 後藤　謙治 香川　直哉 金 12:30 両築別邸 874-0931 別府市西野口町１－１　 青山通りビル３Ｆ 0977-23-9000 0977-23-9019 info@beppu4rc.jp
別府北 岡田　豊和 萩尾　憲司 水　二回以上 12:30 ホテル白菊 874-0931 別府市西野口町１－１　 青山通りビル３Ｆ 0977-23-9000 0977-23-9019 info@beppu4rc.jp
別府東

山下　布美代 石田　啓三 木 12:30
杉乃井ホテル（第4.5）　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　ホテル

874-0931 別府市西野口町１－１　 青山通りビル３Ｆ 0977-23-9000 0977-23-9019
info@beppu4rc.jp       

jigoku@beppuhigashi-rc.jp
日出

上野　浩伸 佐藤　雪 火 19:00 ホテル＆リゾーツ別府湾 879-1506 速見郡日出町３９０４－６ 鈴木病院内 0977-73-2131 0977-73-2132 jimu@suzuki-hp.or.jp
別府中央 西馬　良和 梶原　和朗 火 12:30 トキハ別府店　7Ｆ 874-0931 別府市西野口町１－１　 青山通りビル３Ｆ 0977-23-9000 0977-23-9019 info@beppu4rc.jp
湯布院 坂本　光広 峰　親則 火 12:30 ホテル湯布院山水館 879-5102 由布市湯布院町川上２９１５－１４　 0977-85-5155 0977-85-5155 yufuin@yufuinrc.sakura.ne.jp

大分第四グループ岩崎　哲朗（大分東）

大分 三又　哲博 杉原　正晴 火 12:30 トキハ会館４階 870-0021 大分市府内町１－２－１５　  トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oitarc@mist.ocn.ne.jp
大分東 佐藤　佳郁 裏　正亘 木 12:30 トキハ会館４階 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oitahigashirc@mist.ocn.ne.jp
大分臨海

菊池　正典 薬真寺　朗彦 月 12：30                

第3　18：30
ホテル日航大分オアシスタワー 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oita7rc@jasmine.ocn.ne.jp

大分南
野中　俊秀 大塚　玄二郎 金 12:30 トキハ会館４階 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oitaminamirc@mist.ocn.ne.jp

大分中央
阿部　貴史 東　政信 火 12:30 ホテル日航大分オアシスタワー 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oita7rc@jasmine.ocn.ne.jp

大分1985 橋本　亜紀子 高橋　道成 月 12:30 トキハ会館４階 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oita1985rc@mist.ocn.ne.jp
大分城西

寺﨑　直史 衛藤　祐介 水 12:30 ホテル日航大分オアシスタワー 870-0021 大分市府内町１－２－１５　 トキハ会館４Ｆ 097-532-0611 097-532-8386 oita7rc@jasmine.ocn.ne.jp

大分ｷｬﾋﾟﾀﾙ
井上　邦弘 後藤　真吾 水 12：30　　　　　　

第3　18：30
レンブラントホテル大分 870-0816 大分市田室町9-20 レンブラントホテル大分 090-9075-5467　　　　　　　　

　　　　　（後藤幹事）
097-515-8366　　　　　
　　　　　　　　（古 s-goto@siki-sai.jp

2720 Japan Ｏ.Ｋ REC
早水　琢也 久保田　努 月 正午～翌週の月　正午 WEBサイト　//ok2720eclub.jp/ 870-0270 大分市望みが丘３２－７　滝波様方 080-3221-3377（滝波様） 097-515-8977 info@ok2720eclub.jp

大分第五グループ小寺　隆（佐伯）

竹田 衞藤　勝志 土居　丈直 火 12:30 ホテル岩城屋 878-0005 竹田市大字挟田670 土居燃料内 0974-63-0123 0974-63-0124 t-doi@mx36.tiki.ne.jp
佐伯 谷川　憲一 菊池　有二 水 12:30 ホテル金水苑 876-0013 大分県佐伯市長島町1-16-26 　佐伯ロータリークラブ内 0972-23-1837 0972-23-1827 saiki-rc@saiki.tv
臼杵 丸岡　伸比古 首藤　悦美 木 12:30 喜楽庵 875-0011 臼杵市大字諏訪1579-1 丸岡脳神経外科 0972-63-3119 0972-63-3119 usuki-rc@grape.plala.or.jp
津久見 戸髙　有基 薬師寺　政宇 火 12:30 津久見市民会館 879-2412 津久見市高洲町２１－５　 板井ビル１０２号 0972-82-8285 0972-82-8285 t-rotary@po.d-b.ne.jp
豊後大野 佐々木　勇 神山　広志 火（第2.4） 19:00 ホテルますの井 879-7131 豊後大野市三重町市場159-4 神山クリーニング内 0974-22-0578 0974-22-5191 mt-god@amber.plala.or.jp
臼杵中央 小野　健介 小手川　励人 水 12:30 喜楽庵 875-0041 臼杵市洲崎７２－１２６　 臼杵商工会館別館 0972-63-5577 0972-63-5577 u.chuo-r@cream.plala.or.jp

佐伯MARINE 鍛冶屋　孝明 加藤　文吉 金 12:30 割烹　山城家 876-0835 佐伯市鶴岡町2-6-35　 タカノビル 0972-22-5840 0972-22-5978 saiki-marine@citrus.ocn.ne.jp

熊本第一グループ田代　桂一（山鹿）

山鹿
川上　知義 山下　宏 火 12:30

温泉プラザ山鹿　1階　ふるさと市場内　多
目的ホール

861-0501 山鹿市山鹿1番地 温泉プラザ山鹿　1階　 0968-43-6298 0968-43-0077 yamagarc@sepia.ocn.ne.jp
玉名 松﨑　健次 堀本　武司 木 12:30 司ロイヤルホテル 865-0061 玉名市立願寺５４０－１　 安東アパート１０２号室 0968-73-3399 0968-74-3939 jimu@tamanar.club
荒尾

角町　博記 吉永　晃一郎 水 12:30
ホテルブランカ（第1.2.3.5水曜日）　
ホテル有明会館（第4水曜日）

864-0011 荒尾市下井手水洗１３０８　 グリーンランドホテルブランカ内 0968-66-3722 0968-66-3723 arao-rc@theia.ocn.ne.jp
玉名中央

山岸　直之 茅畑　孝篤 水 12:30 ホテル司 864-0015 荒尾市平山1668-1 アルバーロ 090-3740-0671 t_kayahata@yahoo.co.jp

熊本第二グループ志賀　昭男（阿蘇）

阿蘇 市原　正史 岩永　良成 水 12：30　　　　　　
　　　　　　　　

阿蘇ホテル 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2020-1 0967-22-3011 0967-22-3011 asorc@shore.ocn.ne.jp
肥後大津 中島　圭 下川　公一郎 火 12:30 ピアパレスみいけ 869-1233 菊池郡大津町大津1104 ピアパレスみいけ なし 050-3737-3513 higoozu.rc@gmail.com
菊池 弥頭　徳久 角田　昭吉 木（第1.3） 12:30 菊池　笹乃家 861-1331 菊池市隈府１６９ 0968-24-0950 0968-24-0937 kikuchi.rc-2720@nifty.com
肥後小国 梅田　修二 平野　由利 木 12：30　　　　　　

第1.3　18：30
役場んまえ咲いた 869-2504 阿蘇郡小国町西里2052-9-43 まるメディア㈱内 0967-32-8166 0967-46-4856 higo.oguni@gmail.com

熊本菊南 弥頭　幾久雄 村上　祟 水 12:30 菊南温泉ユウベルホテル 861-5517 熊本市北区鶴羽田町３丁目10－1　 菊南温泉 ユウベルホテル内 096-345-9298 096-345-9298 kumamotokikunan-rc@nifty.com
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熊本'05福祉 村木　忠嗣 小山　雅弘 火 12:30 一般財団法人　火の国ハイツ 860-0862 熊本市中央区黒髪６丁目１１－６ 096-343-2857 096-343-2857 rc.05fukushi@hi.enjoy.ne.jp
熊本りんどう

橋之口　茂 廣田　雅人 木
13：00　　　　　　

第1　19：00
阿蘇熊本空港ホテルエミナース 869-1107 菊池郡菊陽町辛川1923-1 医療法人　永田会　東熊本第二病院内 096-232-3938 ookido@higashikumamoto.or.jp

熊本第三グループ川口　公二（熊本平成）

熊本 泉　冬星 立石　和裕 金 12:30 熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２　 熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053 krc@serc2720.org
熊本東

小川　裕士 平木　邦洋 火 12:30 熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２　  熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053 kerc@serc2720.org
熊本北

和田　明大 中尾　潤一 木（第1.4）　　　
　　　　　　　　

12：30　　　　　　
第3　18：30

熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２　  熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053 kumamotokita@gmail.com

熊本東南
内田　信行 中島　祐爾 水 12:30 熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２　  熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053 serc@serc2720.org

熊本城東
福島　正継 西村　まりこ 月 12:30 熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２ 熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053  joto-rc@hotmail.co.jp

熊本グリーン 山下　佳介 本田　悟士 月 18:30 熊本ホテルキャッスル 860-0846 熊本市中央区城東町４－２　  熊本ホテルキャッスル内 096-354-4521 096-354-4053 kgrc@serc2720.org
熊本平成

谷山　正典 宮本　量治 水（第1.3.4） 第1.3　12：30　　　
第4　18：30

ANAクラウンプラザホテル　　　　　　
熊本ニュースカイ

861-8029 熊本市東区西原2丁目2-1　OAビル２F OA通信サービス㈱内 096-213-7556 096-213-7558 mayumi_matsuno@oat.ne.jp

熊本水前寺公園
植野堀　洋 永松　裕一 水 12：30　　　　　　

　　　　　　　　
メルパルク熊本 860-0843 熊本市中央区草葉町３－１９　 花ノ木ハイム３－３ 096-356-8211 096-356-8215 suizenji.park@khaki.plala.or.jp

熊本第四グループ出田　晴彦（熊本西）

熊本南
坂本　研一 北口　誠 月 12:30 ホテル日航熊本５Ｆ 860-8536 熊本市中央区上通町２－１　 ホテル日航熊本内 096-211-2720 096-211-2721 2720ksrc@gmail.com

熊本江南
福嶌　隆彦 山室　昌敬 水 12：30　　　　　　

第2　18：30
ザ・ニューホテル　熊本 860-0047 熊本市西区春日１－１３－１　 ザ・ニューホテル　熊本 096-326-5737 096-326-5738 info@kk-rotary.com

熊本西南
前田　康秀 栗﨑　剛 木 12：30　　　　　　

　　　　　　　　　
ANAクラウンプラザホテル　　　　　　
熊本ニュースカイ

860-0034 熊本市中央区東阿弥陀寺町２番地　 ANAクラウンプラザホテル　　　　
　　熊本ニュースカイ内

096-354-4533 096-355-4533 kumamoto-seinan@spice.ocn.ne.jp
熊本西

礒野　新二 本田　一夫 火 12:30
ANAクラウンプラザホテル　　　　　　
熊本ニュースカイ

860-0034 熊本市中央区東阿弥陀寺町２番地　 ANAクラウンプラザホテル　　　　
　　熊本ニュースカイ内

096-354-4533 096-355-4533 kumamoto-west.rc@spice.ocn.ne.jp
熊本中央

丹後　秀庸 松尾　知明 金 12：30　　　　　
第2　18：30

ANAクラウンプラザホテル　　　　　　
熊本ニュースカイ

860-0034 熊本市中央区東阿弥陀寺町２番地　 ANAクラウンプラザホテル　　　　
　　熊本ニュースカイ内

096-354-4533 096-355-4533 kumamoto-chuo.rc@spice.ocn.ne.jp
熊本西稜

岡畑　寛 荒木　正人 月 18:30 ホテル日航熊本 862-0913
熊本市東区尾ノ上１丁目１２－３　　　　　　　　
　　　　　　　　ファインパレス尾ノ上２０５

藤本・益田税理士事務所内 096-284-6000 096-382-6172 seiryo-rc@tkcnf.or.jp

熊本第五グループ福島　和敏（八代）

八代
鋤馬把　祥二 吉武　卓哉 水 12:30 セレクトロイヤル八代 866-0861 八代市本町２－１－５　 セレクトロイヤル八代 0965-35-8240 0965-35-5521 yarc0@poppy.ocn.ne.jp

八代北
野村　浩一 吉田　英利 金 12:30 料亭　おがた 869-4203 八代市鏡町鏡188-1 (有)九州旅行会内 0965-52-1006 0965-52-3772 rally@fork.ocn.ne.jp

八代南
西﨑　徳彦 柳口　崇 火 12:30 八代グランドホテル 866-0844 八代市旭中央通り１０－１  八代グランドホテル内 0965-32-3730 0965-35-3703 y-minami@eco.ocn.ne.jp

宇土
作守　順子 佐方　俊之 水 12：30　　　　　

第1　18：30
熊本信用金庫　宇土支店２Ｆ 869-0451 宇土市北段原町３３ 髙田事務所内 0964-24-5828 0964-24-5838 uto.rc.2720＠gmail.com

八代東
織田　勉 松下　浩太 木 12:30 八代ホワイトパレス 866-0883 八代市松江町２９０－１   八代ホワイトパレス１Ｆ 0965-35-1211 0965-31-6360 yatushirohigasi1989@blue.ocn.ne.jp

宇城
柏木　伸次 川﨑　誠治 木（1.2.3） 18:00 県南高木クリニック3Ｆ 869-0543 宇城市松橋町南豊崎480-1 (有)川﨑工業内 0964-33-3701 0964-25-9090 uki-RC@outlook.jp

熊本第六グループ中川　貴夫（人吉）

人吉
水野　虎彦 青木　一幸 金 12:30 清流山水花あゆの里 868-0004 人吉市九日町３０  清流山水花あゆの里内４Ｆ 0966-24-6665 0966-24-6505 hitoyoshi-rc@mocha.ocn.ne.jp

水俣
築地　広幸 君島　徳昭 火 12:30 あらせ会館 867-0006 水俣市白浜町20-12 0966-63-3366 0966-63-9258 minamata.rc3366@gmail.com

多良木
中村　春喜 髙田　洋 木 12:30 新辰己 868-0408 球磨郡あさぎり町免田東4844-1 合資会社　吉田種苗園内 0966-45-4476 0966-45-2810 moca.0801.m@gmail.com

芦北
早川　徹 和田　貴嗣 月 12：30　　　　　　

第1　18：30
一蓮亭 869-5442 葦北郡芦北町宮浦339 （株）江口興産 0966-82-3715 0966-82-4083 egg-saiseki-w@estate.ocn.ne.jp

人吉中央
平野　隆三 藤本　賢一 水 12:30 国際観光旅館　鍋屋本館 868-0037 人吉市南泉田町３－３  人吉商工会議所内 0966-22-3188 0966-24-6509 hitoyoshichuo-rc@hitoyoshi-cci.or.jp

熊本第七グループ山本　司（天草パールライン）

本渡
深谷　茂 槌本　幸一郎 火 12:30 アマクササンタカミングホテル 863-0022 天草市栄町１－２３ 天草信用金庫中央支店３F 0969-24-3963 0969-24-3963 hondorc@a.acn-tv.ne.jp

牛深
福本　伸人 中元　秀一 水 12:30 海彩館２階視聴覚室 863-1901 天草市牛深町２１５－１   牛深商工会議所内 0969-73-2723 0969-73-2723 ushibuka.rc-1964@iaa.itkeeper.ne.jp

西天草
山下　貴弘 川田　哲也 火 12:30 レストラン　一力 863-2503 天草郡苓北町志岐1059 （福）慈永会 0969-35-1258 0969-35-2398 tetsu.kawata@jieikai.com

天草中央
吉本　浩 川本　健輔 木 12:30

ホテル　アレグリア　ガーデンズ天
草 863-0022 天草市栄町１－２３ 天草信用金庫中央支店３F 0969-24-3963 0969-24-3963 yuuai@a.acn-tv.ne.jp

天草ﾊﾟｰﾙﾗｲﾝ
森内　一 直江　幸一 水 12:30 大矢野ショッピングプラザキャモン 869-3601 上天草市大矢野町登立9289 0964-56-1100 0964-56-1149 k.naoe@camon.jp
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クラブ名 メールアドレス

くにさき r-toshi@oct-net.ne.jp

佐伯 saiki-rc@saiki.tv

熊本りんどう ookido@higashikumamoto.or.jp

熊本 kumamotorotary@yahoo.co.jp

宇土 uto.rc.2720@gmail.com

宇城 yamasako@magma.jp

天草ﾊﾟｰﾙﾗｲﾝ ishinoizumi@lemon.plala.or.jp
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