
第2690地区内67クラブ

第1グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

智頭 689-1441 八頭郡智頭町慶所25-3 鳥取銀行智頭支店 水 rc-chizu@rcc.sakura.ne.jp

倉吉 682-0886 倉吉市大正町1075-4倉吉信用金庫うつぶき支店2F 倉吉信用金庫うつぶき支店 2F うつぶきホール 火 kurarc@fancy.ocn.ne.jp

倉吉中央 682-0023 倉吉市山根543-7　倉吉シティホテル内 倉吉シティホテル 水 kchuourc@apionet.or.jp

倉吉東 682-0023 倉吉市山根543-7　倉吉シティホテル内 倉吉シティホテル 木 http://www.east-rotary.jp/ kurayoshi@east-rotary.jp

鳥取 680-0822 鳥取市今町2-112　アクティ鳥取ビル5Ｆ ホテルニューオータニ鳥取２F 木 http://www.tottori-rc.gr.jp/ office@tottori-rc.gr.jp

鳥取中央 680-0822 鳥取市今町2-112　アクティ鳥取ビル2F ホテルニューオータニ鳥取２F 月 http://ameblo.jp/tcrc/ tori-crc@abeam.ocn.ne.jp

http://www.infosakyu.ne.jp/kitarc/ kitarc@infosakyu.ne.jp

鳥取西 680-0822 鳥取市今町2-112　アクティ鳥取ビル2F ホテルニューオータニ鳥取２F 金 http://www.twrc.jp/ info@twrc.jp

第2グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

境港 684-0033 境港市上道町3147 境港マリーナホテル 火 http://sakaiminato-rc.jp rcsakai@shirt.ocn.ne.jp

米子 683-0823 米子市加茂町2-204　米子商工会議所５F 米子全日空ホテル 金 yonago-r@dream.ocn.ne.jp

米子中央 683-0805 米子市西福原1-1-55　ホテルサンルート米子３F ホテルサンルート米子 木 http://www12.ocn.ne.jp/~ycrc/ ycrc3032@fancy.ocn.ne.jp

米子東 683-0805 米子市西福原1-1-55　ホテルサンルート米子３F ホテルサンルート米子 水 http://www.yerc.jp/ eastyrc@orange.ocn.ne.jp

米子南 683-0823 米子市加茂町2-204　米子商工会議所５F 米子全日空ホテル 月 http://yonagominami.com  info@yonagominami.com

第3グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

松江 690-0874 松江市中原町167-1-3F ホテル一畑 水 http://www.matsue-rotary.jp/ office@matsue-rotary.jp

松江東 690-0003 松江市朝日町489　三洋苑Ⅰビル３F ホテル一畑 木 http://www.matsue-e-rotary.org/ matsue-east@nifty.com

松江南 690-0003 松江市朝日町489　三洋苑Ⅰビル３F 松江東急イン２F 月 matsu-su@sepia.ocn.ne.jp

松江しんじ湖 690-0003 松江市朝日町489　三洋苑Ⅰビル３F 夕景湖畔すいてんかく 火 http://www.shinjiko-rotary.org/ shinjiko@soleil.ocn.ne.jp

隠岐西郷 685-0013 隠岐郡隠岐の島町中町　隠岐の島町商工会内 隠岐の島町商工会 火 okirc2690@crux.ocn.ne.jp

第4グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

平田 691-0001 出雲市平田町2280-1　平田商工会議所２F ホテルほり江 木 http://hirata-rotary.jp/ office@hirata-rotary.jp

出雲 693-0011 出雲市大津町1131-1　出雲商工会館３F ホテル武志山荘 火 http://www.izumo-rotary.jp/ izumorc@txmiracle.ne.jp

出雲中央 693-0004 出雲市渡橋町831　出雲ロイヤルホテル内 出雲ロイヤルホテル 月 http://www8.plala.or.jp/chuorc/ chuorc@white.plala.or.jp

出雲南 693-0004 出雲市渡橋町831　出雲ロイヤルホテル内 出雲ロイヤルホテル 金 http://izumosouth-rc.org/ minamirc@white.plala.or.jp

大社 699-0711 出雲市大社町杵築南1344　出雲商工会２Ｆ 出雲商工会 水 http://www.dandan.gr.jp/~taisharc/ taisharc@dandan.gr.jp

第5グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

江津 695-0016 江津市嘉久志町2306-4　江津商工会議所内 パレス和光 水 sasaki-kanae@gotsucci.or.jp

浜田 697-0027 浜田市殿町124-2　浜田商工会議所４F 浜田ニューキャッスルホテル 木 hamadarc@orion.ocn.ne.jp

益田 698-0033 益田市元町12-7　益田商工会議所３F 益田商工会議所２F 金 rcmasuda@tx.miracle.ne.jp

益田西 698-0033 益田市元町12-7　益田商工会議所３F 益田商工会議所２F 水 http://masudawest-rc.jp/ msd-wrc@circus.ocn.ne.jp

大田 694-0064 大田市大田町大田イ76-6　プラザホテルさんべ内 プラザホテルさんべ 木 oda-rc@ginzan-tv.ne.jp

第6グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

井原 715-0014 井原市七日市町13　井原商工会議所内 井原市地場産業振興センター 水 http://www.ibara.ne.jp/~ibara_rc/ ibara_rc@ibara.ne.jp

笠岡 714-0086 笠岡市五番町6-20　笠岡グランドホテル内 笠岡グランドホテル３F 火 http://www.kcv.ne.jp/~kasa-rc/ kasa-rc@kcv.ne.jp

笠岡東 714-0086 笠岡市五番町6-20　笠岡グランドホテル内 笠岡グランドホテル３F 金 http://www.kcv.ne.jp/~kasaokae/index.html kasaokae@kcv.ne.jp

新見 718-0003 新見市高尾360-5 新見市労働福祉会館内 ホテル エイコー 木 http://ww31.tiki.ne.jp/~niimi-rc2690/ niimi-rc2690@mx31.tiki.ne.jp

総社 719-1131 総社市中央6丁目9-108　総社商工会館３F サンロード吉備路 木 soja-rc@wit.ocn.ne.jp

総社吉備路 719-1131 総社市中央6丁目9-110　エンスイビル２F　201号 サンロード吉備路 火 http://www3.kct.ne.jp/~sojakibijirc/　 sojakibijirc@mx9.kct.ne.jp

高梁 716-0023 高梁市鍛冶町153-3 高梁国際ホテル 水 http://ww31.tiki.ne.jp/~t-rc/ t-rc@mx31.tiki.ne.jp

玉島 713-8122 倉敷市玉島中央町2-3-12　玉島商工会館内 国民宿舎良寛荘 水 tamashima-rc@mx1.tamatele.ne.jp

第7グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

児島 711-0921 倉敷市児島駅前1-102　マツヤビル　２Ｆ せとうち児島ホテル 火 kojimarc@beach.ocn.ne.jp

児島東 711-0913 倉敷市児島味野2-2-90　瀬戸商工ビル５Ｆ 鷲羽ハイランドホテル 月 http://ww31.tiki.ne.jp/~kojimaeastrc/ kojimaeastrc@vp.tiki.ne.jp

倉敷 710-0824 倉敷市白楽町249-5　倉敷商工会館４Ｆ 倉敷国際ホテル 木 http://www.kurashiki-rc.com/ info@kurashiki-rc.com

倉敷中央 710-0046 倉敷市中央1丁目5-13　倉敷ｻｸﾗｽﾃｲＰＡＲＴⅡ2Ｆ 505号 倉敷国際ホテル 月 http://happytown.orahoo.com/kurasikicyuou/ kurashiki_chuorc@car.ocn.ne.jp

倉敷東 710-0824 倉敷市白楽町249-5　倉敷商工会館４Ｆ 倉敷アイビースクエア 月 http://www.ekurashiki-rc.com/ ekurashikirc@mx9.tiki.ne.jp

倉敷南 712-8001 倉敷市連島町西之浦4141　ヘルスピア倉敷１階 倉敷芸術科学大学ヘルスピア倉敷 金 http://www.kurashiki-minami.gr.jp/ rc@kurashiki-minami.gr.jp

倉敷水島 712-8001 倉敷市連島町西之浦4141　ヘルスピア倉敷１階 倉敷芸術科学大学ヘルスピア倉敷 水 http://www.mizushima-rotary.org/ rotary@h.do-up.com

倉敷瀬戸内 710-0803 倉敷市中島267-1　小野ビル２Ｆ北 倉敷ロイヤルアートホテル 火 http://www.ksrc.jp setouchi-rc@mx3.tiki.ne.jp

第8グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

津山 708-0022 津山市山下30-9　津山商工会館内 津山国際ホテル 金 http://www3.ocn.ne.jp/~tsuyama/ tsuyamarc@giga.ocn.ne.jp

美作 707-0004 美作市入田221-1　パティオ221内 竹亭 火 http://www.mimasakarotaryclub.com/ mimasaka-r@mx32.tiki.ne.jp

津山西 708-0022 津山市山下30-9　津山商工会館内 津山国際ホテル 水 http://www.tvt.ne.jp/~t-west t-west@tvt.ne.jp

真庭 719-3201 真庭市久世2482-7 真庭ロータリー会館 火 http://www.maniwarotary.com maniwarc@mx32.tiki.ne.jp

津山中央 708-0022 津山市山下30-9　津山商工会館内 津山国際ホテル 木 t-chuo@tvt.ne.jp

第9グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

岡山 700-0827 岡山市北区平和町1-10　高塚ビル２Ｆ ホテルグランヴィア岡山 水 owj-rc@po.harenet.ne.jp

岡山東 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ 岡山プラザホテル 木 http://www.okayama-higashi-rc.jp/ oke@ok6rc.jp

備前 705-0022 備前市東片上230　備前商工会議所内 備前焼伝統産業会館３Ｆ 金 http://bizen-rc.com/ info@bizen-rc.com

岡山後楽園 700-0821 岡山市北区中山下1-5-27　スカイパーキング アークホテル岡山 木 3rc@po.harenet.ne.jp

岡山北西 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ ホテルグランヴィア岡山 月 http://okayama-hokusei-rc.jp/ hokusei@ok6rc.jp

赤磐 701-2224 赤磐市西窪田533 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞ･ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 火 http://www17.ocn.ne.jp/~akaiwarc/ akaiwarc@cronos.ocn.ne.jp

第10グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

岡山南 700-0821 岡山市北区中山下1-5-27　スカイパーキング 岡山全日空ホテル 火 3rc@po.harenet.ne.jp

玉野 706-0011 玉野市宇野1-11-1　 瀬戸大橋カントリークラブ 金 http://www.tamano.or.jp/rotary/ tamanorc@tamano.or.jp

岡山北 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ ホテルグランヴィア岡山 火 http://okayama-kita-rc.jp/ okayamakita@ok6rc.jp

岡山中央 700-0821 岡山市北区中山下1-5-27　スカイパーキング ホテルグランヴィア岡山 金 3rc@po.harenet.ne.jp

牛窓 701-4302 瀬戸内市牛窓町牛窓3933番地　永楽会館内 永楽会館 月 ushimado_rc@mx22.tiki.ne.jp

岡山旭川 700-0904 岡山市北区柳町2-11-20　ダイトクビル３Ｆ アークホテル岡山 水 http://okayamaasahigawarc.wix.com/rotary o-asahigawa.rc@dune.ocn.ne.jp

第11グループ

クラブ名 郵便番号 住所 例会場 曜日 ホームページアドレス メールアドレス

岡山西 700-0827 岡山市北区平和町1-10　高塚ビル２Ｆ 岡山全日空ホテル 月 owj-rc@po.harenet.ne.jp

岡山西南 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ アークホテル岡山 金 http://www.okayama-sw-rc.jp/ office@okayama-sw-rc.jp

岡山備南 700-0975 岡山市北区今8-14-28　合同ビル２Ｆ メルパルク岡山 水 binan-rc@mx91.tiki.ne.jp

岡山丸の内 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ 岡山全日空ホテル 水 http://www.okayama-marunouchi-rc.jp/ marunouchi@ok6rc.jp

岡山城 700-0827 岡山市北区平和町1-10　高塚ビル２Ｆ リーセントカルチャーホテル 火 http://www.ctico.net/ojrc/ owj-rc@po.harenet.ne.jp

岡山岡南 700-0902 岡山市北区錦町1-8　岡山県木材会館４Ｆ アークホテル岡山 火 kohnan@ok6rc.jp

鳥取北 680-0846 鳥取市扇町22-1　山陰合同銀行鳥取駅南ビル内 ホテルモナーク鳥取 火
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