＜近隣クラブ＞
多摩東グループ
東京府中RC
例会日
例会場
事務局

創立 1962.3.28 スポンサークラブ ： 東京立川RC
水曜日 12:30～
府中市緑町3-5-2
むさし府中商工会議所会館 3階大ホール
TEL 042-362-6421
〒183-0006 府中市緑町3-5-2
むさし府中商工会議所会館4階
TEL 042-366-6200 FAX 042-369-0010
Eメール： rc-fuchu@helen.ocn.ne.jp

東京調布RC
例会日
例会場
事務局

創立1963.7.12 スポンサークラブ ： 東京府中RC
月曜日 12:30～
調布市小島町1-38-1 パルコ 8階
調布クレストンホテル
TEL 042-489-5000
〒182-0026 調布市小島町1-12-7
小笠原ビル303
TEL 042-481-2525 FAX 042-489-2525
Eメール： rc-chofu@vesta.ocn.ne.jp

東京多摩RC
例会日
例会場
事務局

創立1969.6.17 スポンサークラブ：東京府中RC
火曜日18:30～
多摩市桜ヶ丘4-35-2
旭鮨総本店(株） 桜ヶ丘本館
TEL 042-374-2403
FAX 050-5798-4400
〒206-0011 多摩市関戸4-23-1
関戸ビル401号
TEL 042-371-7588
FAX 042-371-4075
Eメール： welcome@tama-rc.org

東京狛江RC
例会日
例会場
事務局

創立1971.3.9 スポンサークラブ ： 東京調布RC
金曜日 12:30～
狛江市元和泉1-8-12
泉の森会館 3階
TEL 03-5497-5444
〒201-0013
狛江市元和泉1-8-15 シグナス201
TEL 03-3488-4317 FAX 03-3488-1070
Eメール： komae-rc@kfd.biglobe.ne.jp

東京稲城RC
例会日
例会場
事務局

創立1973.1.27 スポンサークラブ ： 東京多摩RC
木曜日 12:30～
月最終例会18:30～
稲城市矢野口3294
よみうりグリーンクラブ 2階メンバーズサロン
TEL 044-955-7879
〒206-0802
稲城市東長沼1733-3 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ202号室
TEL 042-377-3041 FAX 042-377-5535
Eメール： rc-inagi@helen.ocn.ne.jp

東京武蔵府中RC
例会日
例会場
事務局

創立1988.6.6 スポンサークラブ ： 東京府中RC
金曜日 第1・2・3 12:30～
第4・5 18:00～
府中市宮町3-1
大國魂神社 参集殿
TEL 042-362-0092
〒183-0022 府中市宮西町2-14-5
萬作ビル205
TEL 042-360-6655 FAX 042-360-6363
Eメール： info@musashifuchu-rc.org

東京たまがわRC
例会日
例会場
事務局

創立1990.3.7スポンサークラブ：東京狛江RC
水曜日 18:30～
狛江市元和泉1-2-1
エコルマ Ｉ ・ノタリーノ 2階
TEL 03-3480-6940
〒201-0003 狛江市和泉本町1-1-2
松坂ビル2階
TEL03-3488-6665 FAX 03-3488-7776
Eメール：office@ttamagawa-rc.jp

東京調布むらさきRC
例会日
例会場
事務局

創立1990.11.8 スポンサークラブ ： 東京調布RC
木曜日 第1・2・3 12:30～
第4・5例会 18:30～
調布市小島町1-38-1 パルコ 8階
調布クレストンホテル
TEL 042-489-5000
〒182-0026
調布市小島町1-11-6-201
TEL 042-498-1116 FAX 042-480-6000
Eメール：info@murasaki-rc.org

東京iシティRC
例会日
例会場
事務局

創立2011.6.17 スポンサークラブ ： 東京稲城RC
月曜日 18:30～
稲城市東長沼2112-1
稲城市地域振興プラザ４階
TEL 042-378-2112
〒206-0801
稲城市大丸1012
TEL042-379-8255 FAX 042-379-8256
Eメール： rc-icity@dolphin.ocn.ne.jp

東京多摩せいせきロータリー衛星クラブ
例会日
例会場
事務局
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創立2014.6.6
火曜日18：30～
多摩市桜ヶ丘４－３５－２
旭鮨総本店(株） 桜ヶ丘本館
TEL 042-374-2403
FAX 050-5798-4400
〒206-011 多摩市関戸4-23-1 関戸ビル４０１号
ＴＥＬ 042-371-7588 ＦＡＸ 042-371-4075
Eメール： welcome@tama-rc.org

多摩南グループ
東京八王子RC
例会日
例会場
事務局

創立1959.5.8 スポンサークラブ：東京北RC
木曜日 12:30～
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子
TEL 042-656-3111
〒192-0083 八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子7階
TEL 042-644-8611 FAX 042-644-4186
Eメール： hachirc@sepia.ocn.ne.jp

東京町田RC
例会日
例会場
事務局

創立1962.3.25 スポンサークラブ：東京南RC
金曜日 12:30～
町田市原町田6-14-14
八千代銀行町田支店 5階
TEL 042-722-2121
〒194-0021 町田市中町2-4-19
朝日生命ビル3階
TEL 042-726-1331 FAX 042-728-8118
Eメール： tokyomachidarc325@triton.ocn.ne.jp

東京日野RC
例会日
例会場
事務局

創立1966.4.1 スポンサークラブ ： 東京八王子RC
水曜日 12:30～
日野市高幡733
高幡不動尊客殿 2階
TEL 090-8644-1169
〒191-0031 日野市高幡3-8
田中ビル３階
TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510
Eメール： info@hino-rotary.org

東京八王子西RC
例会日
例会場
事務局

創立1969.5.24 スポンサークラブ ： 東京八王子RC
金曜日 12:30～
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子
TEL042-656-3111
〒192-0083 八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子 ８階 ８０３号
TEL 042-649-3751 FAX 042-649-3753
Eメール： info@hachioji-west-rc.org

東京町田・中RC
例会日
例会場
事務局

創立1980.6.17 スポンサークラブ ： 東京町田RC
火曜日 12:30～
町田市原町田3-2-9
ホテル ザ・エルシィ町田
TEL 042-724-3111
〒194-0021 町田市中町2-4-19
朝日生命ビル3階
TEL 042-726-9731 FAX 042-728-9835
Eメール： info@tokyomachidanaka-rc.jp

東京八王子南RC
例会日
例会場
事務局

東京町田サルビアRC
例会日
例会場
事務局

事務局

創立1987.6.25 スポンサークラブ ： 東京町田RC
木曜日 12:30～
毎月2週目・最終例会18:30～
町田市原町田3-2-9
ホテルザ・エルシィ町田
TEL 042-724-3111
〒194-0021 町田市中町2-4-19
朝日生命ビル3階
TEL 042-729-1122 FAX 042-729-3338
Eメール： salviarc@circus.ocn.ne.jp

東京飛火野RC
例会日
例会場
事務局

創立1989.4.18 スポンサークラブ ： 東京日野RC
火曜日 12:30～
日野市高幡733
高幡不動尊客殿 2階
〒191-0016 日野市神明4-22-13
スペースブロンコ1F
TEL 042-583-6434 FAX 042-583-6435
Eメール：info@tobihino-rc.org

東京町田東RC
例会日
例会場
事務局

創立1991.5.29 スポンサークラブ ： 東京町田・中RC
水曜日 12：30～
町田市原町田3-2-9
ホテルザ・エルシィ町田
TEL 042-724-3111
〒194-0013 町田市原町田4-16-21
キムラヤビル2階
TEL 042-720-5633 FAX 042-720-2856
Eメール：machidaeastrc@machideastrc.com

東京八王子北RC
例会日
例会場
事務局

東京八王子東RC
例会日
例会場

創立1986.2.12 スポンサークラブ ： 東京八王子西RC
水曜日 12:30～
八王子市八日町6-7
八王子エルシィ
TEL 042-623-2111
〒192-0071 八王子市八日町6-7
八王子エルシィ 4Ｆ
TEL 042-624-2220 FAX 042-627-0577
Eメール： hachioji-south@rhythm.ocn.ne.jp

創立1980.12.23 スポンサークラブ ： 東京八王子RC
火曜日 12:30～
八王子市明神町4-6-12
ザ・ビー八王子 B1階「ダイヤモンド」
TEL 042-646-0111
〒192-0046 八王子市明神町4-6-12
ザ・ビー八王子 ４階
TEL 042-644-4135 FAX 042-644-5463
Eメール： hachierc@guitar.ocn.ne.jp
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創立1994.11.28 スポンサークラブ：東京八王子東RC
月曜日 12:30～
八王子市暁町1-36-6
なか安 3階「華厳」
TEL 042-623-2222
〒192-0043 八王子市暁町1-36-6
なか安70l号
TEL 042-627-6261 FAX 042-627-6265
Eメール： hachioujikitarc@nifty.com

多摩中グループ
東京立川RC
例会日
例会場
事務局

東京R立川こぶしRC

創立1960.6.27 スポンサークラブ ： 東京八王子RC
金曜日 12:30～
立川市曙町2-40-15
パレスホテル立川
TEL 042-527-1111
〒190-0012 立川市曙町2-34-6
小杉ビル8階802
TEL 042-525-4046 FAX 042-529-2666
Eメール： ttrc8082@sepia.ocn.ne.jp

例会日
例会場
事務局

創立1986.2.5 スポンサークラブ ： 東京立川RC
火曜日 12:30～
立川市曙町2-14-16
立川グランドホテル
TEL 042-525-1121
〒190-0011 立川市高松町3-13-17
ｲｸﾞﾚｯｸ立川501号
TEL 042-527-0524 FAX 042-522-5241
Eメール：kobushi@cap.ocn.ne.jp

東京小金井RC
例会日
例会場
事務局

創立1963.2.12 スポンサークラブ ： 東京府中RC
木曜日 12:30～
月第５例会 夜間
小金井市本町2-5-4
多摩信用金庫 小金井支店 4階
TEL 042-383-8477
〒184-0004 小金井市本町2-5-4
多摩信用金庫小金井支店 4階
TEL 042-383-8477 FAX 042-383-0009
Eメール： tkrc@sage.ocn.ne.jp

東京国分寺RC
例会日
例会場
事務局

事務局

事務局

事務局

例会日
例会場
事務局

創立1990.3.28 スポンサークラブ ： 東京昭島RC
水曜日 19:00～
昭島市昭和の森
フォレスト・イン 昭和館
TEL 042-542-1234
〒196-0034 昭島市玉川町3-10-1
ヒルパークハイツ1階
TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002
Eメール： tacrc@inv.co.jp

例会日
例会場
事務局

創立1992.5.11 スポンサークラブ ： 東京国分寺ＲＣ
月曜日 12:30～
国分寺市寺町3-11-12
多摩信用金庫 国分寺支店３階 会議室
TEL 042-329-8887
〒185-0021 国分寺市南町3-20-3
国分寺ターミナルビル9階
TEL 042-323-3443 FAX 042-323-3459
Eメール： tmkrc@apricot.ocn.ne.jp

東京小金井さくらRC

創立1968.1.20 スポンサークラブ ： 東京立川RC
木曜日 12:30～
昭島市昭和の森
フォレスト・イン 昭和館
TEL 042-542-1234
〒196-0014 昭島市田中町562-8
昭島昭和第１ビル本館202-B
TEL 042-543-8975 FAX 042-541-1117
Eメール： akisima-rc@hkg.odn.ne.jp

東京国立RC
例会日
例会場

事務局

創立1986.6.16 スポンサークラブ ： 東京三鷹RC
月曜日 12:30～
三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2階
チャイニーズガーデン桃亭
TEL 0422-40-1233
〒181-0013 三鷹市下連雀3-34-22
ライオンズプラザ三鷹駅前705
TEL 0422-49-0099 FAX 0422-49-0077
Eメール： inokashirarc@ybb.ne.jp

東京武蔵国分寺RC

創立1967.9.29 スポンサークラブ ： 東京武蔵野RC
火曜日 12:30～
三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ
TEL 0422-40-9669
〒181-0013 三鷹市下連雀3-41-14
コスモフォーラム三鷹307
TEL 0422-48-8811 FAX 0422-48-8200
Eメール： jimkyoku@mitaka-rotary.org

東京昭島RC
例会日
例会場

例会日
例会場

東京昭島中央RC

創立1966.5.17 スポンサークラブ ： 東京小金井RC
火曜日 12:30～
国分寺市寺町3-11-12
多摩信用金庫 国分寺支店３階
TEL042-329-8887
〒185-0021 国分寺市南町3-20-3
国分寺ターミナルビル8階
TEL 042-322-6480 FAX 042-322-5800
Eメール： tky-kokubunji.rc@an.wakwak.com

東京三鷹RC
例会日
例会場

東京井の頭RC

例会日
例会場
事務局

創立1993.6.2 スポンサークラブ ： 東京小金井RC
水曜日 12:30～
毎月最終例会18:30～
小金井市本町2-5-4
多摩信用金庫 小金井支店 4階
TEL無し
〒184-0004 小金井市本町5-11-6
伊藤ビル3階
TEL 042-387-6688 FAX 042-387-8008
Eメール： sakura-rc@jcom.home.ne.jp

東京国立白うめRC

創立1969.2.23 スポンサークラブ ： 東京立川RC
水曜日 12:30～
国立市谷保5209
谷保天満宮社務所 2階
TEL 042-576-5123
〒186-0011 国立市谷保5234-1

例会日
例会場
事務局

TEL 042-575-0770 FAX 042-572-8666
Eメール： kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp

創立1993.11.1 スポンサークラブ ： 東京国立RC
月曜日 12:30～
国立市中1-14-5 雅月
TEL 042-571-0007
〒186-0004 国立市中1-9-36
KKビル3階
TEL 042-574-7755 FAX 042-574-7771
Eメール： shiroume@alto.ocn.ne.jp
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