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分区 クラブID クラブ 郵便番号 住所 住所1 住所2 電話番号 FAX番号 メール 例会日 例会場
13710 郡山 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-923-0729 024-939-5678 krc@bz03.plala.or.jp 木 郡山ビューホテルアネックス
13715 郡山西 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-923-0847 024-939-5678 kwrc@bz03.plala.or.jp 水 ホテルハマツ
13711 郡山東 963-8844 郡山市字賀庄15-1 新沢ビル302 024-973-7813 024-973-7814 kerc@cyber.ocn.ne.jp 火 郡山ビューホテル
13714 郡山南 963-8844 郡山市字賀庄15-1 新沢ビル302 024-937-2711 024-937-2721 koriyama.south@ks-rc.jp 木 ホテルハマツ
13712 郡山北 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-935-8800 024-939-5678 knrc@bz03.plala.or.jp 月 ホテルハマツ
13713 郡山西北 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-923-0729 024-939-5678 knw@bz03.plala.or.jp 水 郡山ビューホテルアネックス
23984 郡山安積 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-923-0847 024-939-5678 karc@bz03.plala.or.jp 火 ベルヴィ郡山館
50308 郡山アーバン 963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階 024-923-0847 024-939-5678 kurc@bz03.plala.or.jp
65774 郡山コスモス 963-8841 郡山市字山崎76番1 土屋病院気付 070-2037-3646 024-934-5403 cosmos@ht-net21.ne.jp 火 郡山ビューホテル

82786 福島グローバル 960-1101 福島市大森日の下41-1 アンビックスⅡ201号 090-6620-9487 love.wisdom920@gmail.com 月
開成山大神宮参拝者休憩所
 ※福島市例会の場合：ダスキンユーロ
（〒960-8153 福島県福島市黒岩北

13689 福島 960-8625 福島市万世町2-5 福島銀行本店内9階 024-536-1010 024-536-1011 f-rotary@guitar.ocn.ne.jp 木 クーラクーリアンテ サンパレス
13724 二本松 964-8577 二本松市本町一丁目60番地1 二本松商工会議所内 0243-23-3211 0243-23-6677 sugeno_m@nihonmatsu-cci.or.jp 水 二本松商工会議所
13692 福島南 960-8151 福島市太平寺字過吹6-2 ザ・36・メイファイブ1F 2号室 024-546-3793 024-545-7878 f-southrotary2530@inaka.ne.jp 水 クーラクーリアンテ サンパレス
21571 福島西 960-8625 福島市万世町2-5 福島銀行本店内9階 024-536-1010 024-536-1011 f-rotary@guitar.ocn.ne.jp 月 ウェディング エルティ
27296 福島中央 960-8051 福島市曽根田町4-22 024-526-7211 024-526-7212 info@fukushimachuo-rc.com 水 ザ・セレクトン福島
29750 二本松あだたら 964-8577 二本松市本町1-60-1 二本松商工会議所内 0243-23-3211 0243-23-6677 jimukyoku@adatara-rc.com 木 二本松商工会議所
55549 福島２１ 960-8001 福島市天神町13-5 アンビックス５ 201号室 024-525-2331 024-525-2332 f21rc@fukushima21rc.jp 木 クーラクーリアンテ サンパレス

13683 会津若松 965-0878 会津若松市中町1-4 オサダビル３F 0242-29-4111 0242-29-4400 aiwakarc@gray.plala.or.jp 水
萬花楼(7月～12月) 会津若松ワシントンホテル(1
月～6月)

13709 喜多方 966-0827 喜多方市字沢ノ免7331 会津喜多方商工会議所内 0241-22-5921 0241-24-4435 kitakatarotaryclub@yahoo.co.jp 火 会津喜多方商工会議所
13685 会津若松西 965-0878 会津若松市中町1-4 オサダビル３F 0242-29-6799 0242-29-6799 west.rc@ymail.plala.or.jp 木 ホテルニューパレス

13699 猪苗代 969-2696
耶麻郡猪苗代町大字川桁リステ
ルパーク

0242-85-7134 0242-85-7143 irc@shirt.ocn.ne.jp 木 ホテルリステル猪苗代

13682 会津坂下 969-6564 会津坂下町字中岩田167-1
フォーリーフ社会保険労務
士事務所

080-3140-2880 0242-85-8197 suzuki@sr-four-leaf-jp 木 光明寺会館

13740 田島 967-0004
南会津郡南会津町田島字北下原
222-3

株式会社南栄通商 0241-62-4446 0241-62-4899
j.mitome05nanei@mountain.ocn.ne
.jp

火 南会津町商工会館、丸山館、富じ亭

13684 会津若松南 965-0878 会津若松市中町1-4 オサダビル３F 0242-29-1373 0242-29-4400 aizuminami-rc@lapis.plala.or.jp 月 ホテルニューパレス
22818 会津若松城南 965-0873 会津若松市追手町3-24 大手門ビル内3F 0242-36-7227 0242-36-7168 jonan-rc@aizu.cc 火 会津迎賓館
28469 喜多方中央 966-0827 喜多方市字沢ノ免7331 会津喜多方商工会議所内 0241-22-5921 0241-24-4435 kitakatachuo@yahoo.co.jp 水 会津喜多方商工会議所
30620 会津若松中央 965-0873 会津若松市追手町3-24 大手門ビル3F 0242-36-7167 0242-36-7168 aizuchuo-rc@movie.ocn.ne.jp 木 会津若松ワシントンホテル
13703 いわき平 970-8026 いわき市平字白銀町4―13 不二屋第二ビル２F 0246-25-3000 0246-25-3000 office@iwakitaira-rc.jp 木 いわきワシントンホテル椿山荘
13702 いわき小名浜 971-8183 いわき市泉町下川大畑１７ 小名浜オーシャンホテル 0246-92-1385 0246-92-3333 onahama_rotary@ybb.ne.jp 火 小名浜オーシャンホテル
13701 いわき勿来 971-8185 いわき市泉町2-6-33 0246-56-3473 0246-56-3473 kanari-jinko@iwakinakoso-rc.jp 水 ホテルミドリ

13705 いわき内郷 973-8403 いわき市内郷綴町大木下1 東京電子プリンター（株） 0246-26-2046 0246-26-4823 tdp2046@yahoo.co.jp 水 クレールコート株式会社 内郷館

13700 いわき常磐 972-8321 いわき市常磐湯本町日渡74-7 0246-43-3148 0246-43-0710 junichi.sato@kyodougas.com 月 常磐共同ガス株式会社 3階A会議室
13704 いわき平東 970-8026 いわき市平字大町33 正月荘内 0246-23-3104 0246-21-7338 taira-east.rc@cap.ocn.ne.jp 水 正月荘
13706 いわき四倉 970-0111 いわき市平原高野字高原9 0246-34-2896 0246-34-2896 onihimewing@gmail.com 木 うなぎのながやま
28784 いわき平中央 970-8026 いわき市平字白銀町4-13 不二屋第二ビル2F 0246-25-3000 0246-25-3000 taira-chuo@rhythm.ocn.ne.jp 金 いわきワシントンホテル椿山荘
69320 いわき桜 970-8047 いわき市中央台高久3－34－14 080-6054-7704 0246-88-1789 mayumi@hamakobusu.com 木 いわきワシントンホテル椿山荘
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13698 飯坂 960-0211 福島市飯坂町湯野字新湯6 匠のこころ吉川屋内 024-543-1433 024-543-1433 iizk1433@sea.plala.or.jp 木 匠のこころ吉川屋
13691 福島北 960-8625 福島市万世町2-5 福島銀行本店内９F 024-536-1010 024-536-1011 office@fukushimakita-rc.gr.jp 火 クーラクーリアンテ サンパレス
13697 保原 960-0631 伊達市保原町中瀬字日の出50-1 だてごるふ練習場内 024-573-7172 024-573-7175 hobararc@estate.ocn.ne.jp 水 保原教会幼稚園
13690 福島東 960-8625 福島市万世町2-5 福島銀行本店内９F 024-536-1010 024-536-1011 office@fukushimakita-rc.gr.jp 金 クーラクーリアンテ サンパレス
13753 梁川 960-0756 伊達市梁川町字青葉町3番地 伊達市商工会内 024-577-0057 024-577-0083 k-yatsu@date-shokokai.jp 火 伊達市商工会館
13708 川俣 960-1421 伊達郡川俣町字鉄炮町18 新川内 024-565-2530 024-565-2671 kawamatarc@gaea.ocn.ne.jp 水 ニュー新川
84766 福島しんたつ 960-0408 伊達市岡沼46 株式会社イケダ内 024-584-2121 024-584-2123 info@gesui-ikeda.jp 月 福島県青少年会館
13734 白河 961-0957 白河市道場小路96-5 白河商工会議所内 0248-23-3101 0248-22-1300 yoshida@shirakawa-cci.or.jp 火 東京第一ホテル新白河
13738 須賀川 962-0844 須賀川市東町59-25 須賀川商工会館内 0248-72-8822 0248-72-8668 s-3rc@viola.ocn.ne.jp 月 ホテル虎屋

13696 東白川 963-5405 東白川郡塙町大字塙字本町2 佐藤印刷所内 0247-43-0026 0247-43-0688
higashishirakawa.rc.2530@gmail.co
m

火 味の宿 白洋旅館

21757 石川 963-7862 石川郡石川町字鹿ノ坂88-2 0247-26-7253 0247-26-7253
ishikawa-rotary-club-
2530@lapis.plala.or.jp

木 レストラン スワン

21919 矢吹 961-0102
西白河郡中島村大字滑津字二ツ
山20-4

中島村商工会内 0248-52-2716 0248-52-3515 nakasyo1@coral.ocn.ne.jp 水 ホテルニュー日活

23677 白河西 961-0957 白河市道場小路96-5 白河商工会議所内 0248-23-3101 0248-22-1300 yoshida@shirakawa-cci-or.jp 木 東京第一ホテル新白河
30679 須賀川ぼたん 962-0844 須賀川市東町59-25 須賀川商工会館内 0248-72-8822 0248-72-8668 s-3rc@viola.ocn.ne.jp 水 ホテルサンルート須賀川
51475 白河南 961-0957 白河市道場小路96-5 白河商工会議所内 0248-23-3101 0248-22-1300 yoshida@shirakawa-cci.or.jp 水 東京第一ホテル新白河
13694 原町 975-0003 南相馬市原町区栄町2-8 0244-24-1210 0244-24-1217 haramachi-rc@extra.ocn.ne.jp 木 ニューさいとう
13736 相馬 976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘71 相馬商工会議所３Ｆ 0244-36-2629 0244-36-2629 d2530soma@kib.biglobe.ne.jp 火 ゲストハウスヒルトップＮリゾート福島

13722 浪江 979-1521
双葉郡浪江町大字権現堂字上続
町7-1-12号室

080-2181-1717 namierc@yahoo.co.jp 木 きち傳(福島市)、如水（浪江町）

13745 富岡 979-0333
いわき市久之浜町久之浜字九反
坪10

あぶくま信用金庫 久之浜
支店２F

0246-38-9561 0246-38-9562 d2530tomioka@lily.ocn.ne.jp 水 Jヴィレッジ

29608 原町中央 975-0008 南相馬市原町区本町1-85 Mビル2F 0244-24-4360 0244-24-4370 haramachi-chuo@muse.ocn.ne.jp 水 ホテル丸屋グランデ

75665 南相馬 975-0004
南相馬市原町区旭町3丁目11
Rinaビル2F

0244-26-7633 0244-26-7634 minamisomarc@white.plala.or.jp 火 味処 新かとり

13718 本宮 969-1131 本宮市本宮字南町裡38
ネーブルシティもとみや
aube内

0243-24-1093 0243-24-1093 motomiya-rotary@gol.com 水 ネーブルシティもとみやaube

13716 三春 963-7741 田村郡三春町八島台5-3-9 0247-62-2334 0247-62-2334 rcmiharu@gmail.com 木 割烹八文字屋
13744 常葉 963-4602 田村市常葉町常葉字上町62-3 常葉町商工会館内 0247-77-2019 0247-77-4070 s1-tokiwa.shoko@feel.ocn.ne.jp 水 常葉町商工会館

13742 滝根 963-3602 田村市滝根町神俣字五林平3
日東粉化工業株式会社 福
島工場

090-6828-0080 0247-78-3539
katsutoshi_shiraishi@nittofunka.co.
jp

火 ドライブイン そば処 白友

13693 船引 963-4312 田村市船引町船引字南町通52 0247-82-5527 0247-82-5525 funehiki-rc@star.ocn.ne.jp 水 開宝 花の湯
21841 小野 963-3401 田村郡小野町字品の木126-2 ㈱石覚組 0247-72-3011 0247-72-3048 toshiya.i@ishikaku.co.jp 水 すずきや食堂
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