ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区２００９〜２０１０年度 各種表彰一覧表
第１３回西日本区大会 広島国際会議場 ２０１０年６月１２日−１３日
西日本区理事（鈴木 誠也）主題：「すべてのいのちを大切に −いのち・平和・環境−」
（敬称略） ＊は個人賞

理事表彰
奈良傅賞 ＊

鈴木誠吉（大阪サウス）

最優秀クラブ賞
優秀クラブ賞
努力賞
理事特別賞 ＊
ブリテン優秀クラブ賞
５クラブ
理事感謝状 ６クラブ

京都
和歌山
熊本にし
大野 勉（神戸ポート）
彦根シャトー 京都ウェスト 大阪センテ二アル 芦屋 福岡中央
広島 福山 呉 東広島 岩国 広島西

ＹＭCAサービス・ユース事業
Ｙサ・ユース事業最優秀クラブ賞 京都
Yサ ・ユース献金優秀賞
京都パレス
名古屋東海 名古屋南山 四日市 名古屋プラザ 名古屋グランパス
金沢犀川 長浜 滋賀蒲生野 京都キャピタル 京都センチュリー 京都ウィング
京都グローバル 京都みやび 京都トゥービー 京都東稜 和歌山 奈良
大阪サウス 大阪河内 和歌山紀の川 大阪 大阪土佐堀 大阪豊中
Yサ・ユース献金１００%達成賞
４４クラブ
大阪高槻 大阪センテ二アル 大阪西 大阪セントラル 大阪なかのしま
大阪ヴェクセル 神戸ポート さんだ 神戸学園都市 芦屋 姫路 岡山
姫路グローバル 広島 福山 東広島 熊本 福岡中央 熊本ジェーンズ
熊本むさし 熊本にし
ユースコンボケーション協力賞
ユースクラブ姫路−Ｙ3 熊本
２クラブ

地域奉仕・環境事業
地域奉仕・環境事業最優秀賞
地域奉仕・環境事業優秀賞
２クラブ
ＣＳ献金賞

TOF献金賞

FF献金賞

CS個人献金賞 ＊

FF個人献金賞 ＊

CS・TOF・FF献金
トリプル達成賞
３１クラブ
エコライフアイデア賞

大阪西
彦根シャトー 京都エイブル
第１位 名古屋東海
第４位 奈良
第２位 大阪なかのしま
第５位 大阪サウス
第３位 京都グローバル
第１位 京都トゥービー
第４位 京都キャピタル
第２位 京都洛中
第５位 大阪泉北
第３位 京都グローバル
第１位 大阪なかのしま
第２位 和歌山
第３位 京都グローバル
第１位 八木武司（名古屋東海）
第４位 宍戸秀子（奈良）
第２位 澤田賢司（京都グローバル）
第５位 杉浦眞紀子（大阪なかのしま）
第３位 江見淑子（大阪なかのしま）
第１位 澤田賢司（京都グローバル）
第４位 松谷隆史（京都グローバル）
第２位 神谷尚孝（和歌山）
第５位 谷口憲一（京都グローバル）
第３位 今井利子（大阪なかのしま）
名古屋東海 金沢犀川 近江八幡 彦根シャトー 長浜 京都ウェスト
京都キャピタル 京都センチュリー 京都洛中 京都エイブル 京都グローバル
京都トップス 和歌山 奈良 大阪サウス 大阪河内 大阪泉北 和歌山紀の川
大阪センテ二アル 大阪西 大阪なかのしま 大阪ヴェクセル 芦屋
姫路グローバル 福山 東広島 長崎 熊本 福岡中央 熊本むさし 熊本にし
岡山

EMC事業
EMC最優秀クラブ賞
EMC優秀クラブ賞 ８クラブ
EMC（E)優秀クラブ賞 ３クラブ
EMC最優秀ワイズメン賞 ＊
２名
EMC優秀ワイズメン賞 ＊
８名
ノンドロップ賞
２８クラブ
青年会員獲得賞
１５クラブ
出席率９０％達成賞
２０クラブ
会員増強クラブ賞 ３クラブ

京都パレス
名古屋東海 長浜 和歌山 大阪土佐堀 岡山 米子 福山 熊本にし
広島 熊本むさし 熊本ひがし
亀浦正行（熊本にし） 岩本悟（熊本にし）
水元裕二（熊本にし） 田上正（熊本むさし） 佐藤典子（熊本ジェーンズ）
成瀬康夫（大阪西） 福井将一(京都パレス） 山野進（広島西）
久保田圭二（広島西） 松岡義隆（長浜）
金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山 名古屋グランパス 金沢犀川 近江八幡
彦根シャトー 福知山 京都洛中 田辺 和歌山 大阪堺 大阪河内 大阪泉北
大阪茨木 大阪セントラル 大阪ヴェクセル 神戸学園都市 岡山 鳥取
姫路グローバル 広島 福山 呉 岩国 阿蘇 熊本ヤング
長浜 京都パレス 京都ウェスト 京都ウィング 京都洛中 京都グローバル
京都トゥービー 大阪土佐堀 大阪センテ二アル 大阪西 西宮 岩国 広島西
熊本にし 熊本ヤング
名古屋東海 名古屋南山 名古屋プラザ 名古屋グランパス 金沢犀川 近江八幡
京都 福知山 京都ウェスト 京都キャピタル 京都センチュリー 京都ウィング
京都洛中 京都グローバル 京都みやび 京都トップス 京都トゥービー 和歌山
大阪千里 福山
福山 和歌山 京都パレス

ファンド事業
ＢＦ総合最優秀賞
BF総合優秀賞
９クラブ
ＢＦ目標達成賞
３５クラブ
ＢＦ切手ポイント優秀賞
ＢＦ達成率優秀賞

和歌山
京都グローバル 長浜 京都キャピタル 京都ウェスト 和歌山紀の川
大阪なかのしま 熊本 京都めいぷる 神戸ポート
名古屋東海 米子 名古屋南山 京都洛中 名古屋グランパス 大阪豊中
金沢犀川 近江八幡 草津 大阪土佐堀 京都プリンス 京都みやび
京都センチュリー 姫路 京都ウィング 大阪長野 京都トップス 京都エイブル
京都東稜 大阪西 大阪河内 大阪 大阪泉北 奈良 大阪ヴェクセル 金沢
宝塚 西宮 芦屋 彦根シャトー 東広島 大阪サウス 福岡中央 京都 熊本むさし
岡山
京都ウェル

交流事業
ＤＢＣ締結賞 ２クラブ
ＢＣ交流賞
７クラブ
ユース交流賞 ３クラブ
第１３回西日本区大会登録
促進賞
第６９回国際大会登録
促進賞

京都プリンス 東広島
大阪泉北 和歌山 大阪河内 大阪長野 大阪センテ二アル 大阪ヴェクセル
大阪西
神戸 京都ウィング 姫路−Ｙ３
京都グローバル
京都キャピタル

広報事業
広報事業最優秀賞
プレスリリース活用優秀賞
クラブリーフレット優秀賞
ホームページ優秀賞

神戸ポート
和歌山
金沢犀川
京都

メネット事業
メネット事業最優秀賞
大阪豊中
メネット事業優秀賞 ３クラブ
大阪サウス 熊本むさし 京都プリンス
メネット事業・フレッシュメネット賞 熊本にし

