
理事表彰
奈良傳賞 廣島　義夫（京都）
最優秀クラブ賞 京都パレス
優秀クラブ賞 京都グローバル 岡山
理事特別賞 大野　勉（神戸ポート）
ブリテン優秀賞 大阪高槻 名古屋 大阪河内 熊本ひがし
理事感謝賞 長浜

優秀賞 草津 京都キャピタル 神戸西 京都トゥービー　 彦根シャトー
献金100%達成賞 草津　 広島　 大阪　 大阪豊中　 京都　 大阪土佐堀　

津　 金沢 大阪高槻　 呉　 金沢犀川　 大阪センテニアル　
和歌山紀の川　 近江八幡　 大阪セントラル　 神戸西　 長浜　 神戸ポート　
京都トップス　 滋賀蒲生野　 神戸学園都市　 京都トゥービー　 大津　 姫路グローバル　
京都キャピタル　 京都センチュリー　 米子　 岡山　 京都ウイング　 福山　
京都パレス 京都ＺＥＲＯ　 熊本　 熊本ジェーンズ　 和歌山　 熊本みなみ　
京都みやび　 大阪河内　 熊本ひがし　

ユースコンボケーション協力賞
名古屋グランパス　 奈良　 姫路　 京都グローバル　 大阪西　 姫路Ｙ－３　
京都プリンス　 神戸学園都市　

CSクラブ賞 長浜 京都キャピタル 大阪河内 大阪なかのしま 神戸ポート 岩国みなみ
環境事業賞 鳥取
特別賞
ＣＳ献金ベスト10 大阪なかのしま 和歌山 京都グローバル 東広島 大阪サウス 津

呉 和歌山紀ノ川 大阪西 大阪
ＴＯＦ献金ベスト10 京都トゥービー 京都グローバル 京都洛中 京都キャピタル 京都ＺＥＲＯ 和歌山

大阪なかのしま 呉 和歌山紀ノ川 八代
ＦＦ献金ベスト10 京都グローバル 大阪なかのしま 和歌山 津 京都キャピタル 和歌山紀ノ川

京都洛中 八代 長浜 岡山
四日市 名古屋プラザ 金沢犀川 近江八幡 彦根シャトー 長浜
京都パレス 京都ｷｬﾋﾟﾀﾙ 京都ｾﾝﾁｭﾘｰ 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 京都トップス 和歌山
奈良 大阪河内 和歌山紀の川 大阪高槻 大阪ｾﾝﾃﾆｱﾙ 大阪なかのしま
神戸ポート 岡山 姫路ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 米子 東広島 長崎
熊本 熊本ｼﾞｪｰﾝ 熊本みなみ 熊本ひがし

EMC事業
最優秀賞 北九州
優秀賞 京都トゥービー 京都グローバル
EMC優秀ワイズメン賞

ノンドロップ賞 名古屋南山 津 彦根 長浜 京都 京都キャピタル
京都洛中 京都東稜 京都ウェル 田辺 奈良 大阪堺
大阪河内 大阪長野 大阪豊中 大阪高槻 大阪センテニアル大阪茨木
大阪セントラル 神戸 神戸西 神戸ポート 神戸学園都市 さんだ
鳥取 米子 姫路グローバル 岡山 広島西 熊本ジェーンズ
博多オーシャン 八代 宮崎 熊本ひがし

青年会員獲得賞 四日市 彦根シャトー 長浜 京都パレス 京都エイブル 京都グローバル
京都ウエスト 京都トップス 京都めいぷる 京都プリンス 京都ウエル 京都トゥビー
京都ZERO 大阪センテニアル 神戸ポート 宝塚 岡山 岩国みなみ
八代 福岡中央 熊本ヤング

熟年会員獲得賞 四日市 京都トゥビー 宝塚 北九州 熊本にし
金沢 名古屋東海 名古屋南山 名古屋プラザ 近江八幡 京都
福知山 京都ウエスト 京都キャピタル 京都プリンス 京都センチュリー 京都洛中
京都グローバル 京都トップス 京都トゥービー 京都東稜 京都ウェル 和歌山
大阪千里 西宮 芦屋 姫路 福山 鹿児島

ファンド事業
BF最優秀賞 和歌山
BF優秀賞 京都ウェル 京都 京都グローバル 和歌山紀の川 大阪土佐堀 大阪茨木

岡山 京都トゥービー 金沢犀川
BF目標達成賞 金沢 四日市 名古屋プラザ 名古屋グランパス 金沢犀川 近江八幡

彦根シャトー 長浜 大津 京都 福知山 京都パレス
京都ウエスト 京都めいぷる 京都キャピタル 京都センチュリー 京都エイブル 京都グローバル
京都みやび 京都トゥ―ビー 京都東稜 京都ウェル 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 大阪土佐堀
大阪豊中 大阪高槻 大阪センテニアル 大阪西 大阪茨木 大阪セントラル
大阪なかのしま 神戸ポート 宝塚 岡山 米子 岩国みなみ
熊本 熊本みなみ 熊本ひがし

BF特別賞 中西部

交流事業
優秀賞 京都パレス 京都ウェスト
交流推進賞 芦屋 宝塚 近江八幡

広報事業
最優秀賞 宝塚
プレスリリース優秀賞 和歌山 鳥取 彦根シャトー
YMCAパートナーシップ
報道賞

奈良

クラブリーフレット配付賞 京都ウェスト、 和歌山 大阪河内 神戸西 熊本にし 熊本ひがし
ホームページ優秀賞 京都パレス

メネット事業
メネット最優秀賞 熊本
メネット優秀賞 大阪河内 大阪西

福田宏子（宝塚） 田中万知子（北九州） 高瀬稔彦ワイズ（岩国みなみ）

出席率９０％以上
のクラブ

ワイズメンズクラブ国際協会　2011～2012年度　西日本区　表彰一覧
各クラブ名においてワイズメンズクラブを省略、個人については敬称略とさせて頂いております

YMCAサービス・ユース事業

地域奉仕・環境事業

ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦ献金
トリプル達成賞

若松芳弘(四日市） 野口大輔（京都パレス） 石井康史（京都トゥービー）

ヘキサゴン（京都ウエスト、大阪西、神戸西、広島西、熊本にし）


