
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズメンズクラブ国際協会　西日本区２０15～２０１6年度　表彰一覧表

理 事 表 彰

西日本区　奈良　傳賞 畠平雅生殿 （大阪西クラブ）

西日本区最優秀クラブ賞 京都パレスクラブ 第２６回アジア地域大会のホストクラブとして大会を
成功に導かれたご功績に対し

西日本区優秀クラブ賞 宮崎クラブ クラブ存続の危機から復活された模範となるご努力に対し
京都ウエストクラブ すべての事業に例会として取り組むなど積極的な活動を

行ってこられたことに対し
名古屋グランパスクラブ 部長輩出のクラブとして数々の活動を積極的に行ったことに対し
呉クラブ 熊本地震支援の呼びかけに、真っ先にクラブとして献金支援を

されたことに対し、
ブリテン最優秀賞 熊本クラブ

ブリテン優秀賞 長浜クラブ 福岡中央クラブ

広報最優秀賞 猪瀬正雄 数々の新聞記事掲載でワイズメンズクラブを広報されたことに対し
（大阪泉北クラブ）

広報優秀賞 びわこ部 初のチャリティーランを開催され、地元への広報を推進されたことに対し

理事特別賞 加藤俊行（米子クラブ） 長きにわたりYMCAを支援されてきたご功績に対し、
鯖尻佳子（宝塚クラブ） 新人会長としての労を惜しまぬご活躍に対し

ＹＭＣＡサービス・ユース事業表彰

最優秀賞 中西部

優秀賞 京都キャピタルクラブ 京都ウェルクラブ 宝塚クラブ
九州部熊本地域　　　　　　　　　　　　　

10クラブ
熊本クラブ 熊本ジェーンズクラブ 八代クラブ 熊本むさしクラブ
熊本みなみクラブ 熊本ひがしクラブ 阿蘇クラブ 熊本にしクラブ
熊本ヤングクラブ 熊本スピリットクラブ

Ｙサ・ユース献金優秀クラブ賞 金沢クラブ 名古屋クラブ 名古屋東海クラブ 名古屋グランパスクラブ
金沢犀川クラブ 近江八幡クラブ 彦根シャトークラブ 滋賀蒲生野クラブ 京都クラブ
京都パレスクラブ 京都ウエストクラブ 京都めいぷるクラブ 京都キャピタルクラブ 京都センチュリークラブ
京都ウイングクラブ 京都エイブルクラブ 京都みやびクラブ 京都トップスクラブ 京都ウェルクラブ
京都ＺＥＲＯクラブ 和歌山クラブ 奈良クラブ 大阪サウスクラブ 大阪河内クラブ
大阪泉北クラブ 和歌山紀の川クラブ 大阪土佐堀クラブ 大阪高槻クラブ 大阪西クラブ
大阪センテニアルクラブ大阪なかのしまクラブ 神戸ポートクラブ 宝塚クラブ 神戸学園都市クラブ
芦屋クラブ 姫路クラブ 岡山クラブ 米子クラブ 広島クラブ
福山クラブ 呉クラブ 東広島クラブ 岩国みなみクラブ 福岡中央クラブ
熊本クラブ 熊本ジェーンズクラブ 八代クラブ 鹿児島クラブ 熊本むさしクラブ 熊本ひがしクラブ

ユース支援最優秀クラブ賞 名古屋クラブ 名古屋東海クラブ 名古屋グランパスクラブ 金沢クラブ
（全国ＹＭＣＡリーダー研修会　　参加支援４クラブ）

ユース支援優秀クラブ賞 神戸クラブ ＩＹＣ参加支援優秀クラブ賞 大阪西クラブ 京都ウエストクラブ

地域奉仕・環境事業表彰

CS献金最優秀賞 TOF献金最優秀賞 FF献金最優秀賞 RBM最優秀賞
米子クラブ 京都洛中クラブ 大阪なかのしまクラブ 京都ウエストクラブ
CS献金優秀賞 TOF献金優秀賞 FF献金優秀賞 RBM優秀賞
大阪なかのしまクラブ 京都キャピタルクラブ 京都グローバルクラブ 大阪泉北クラブ
熊本ジェーンズクラブ 京都グローバルクラブ 福山クラブ 京都クラブ
福山クラブ 福山クラブ 草津クラブ 姫路クラブ
京都グローバルクラブ 大阪なかのしまクラブ 京都洛中クラブ 京都パレスクラブ
大阪サウスクラブ 京都ZEROクラブ 京都キャピタルクラブ 姫路グローバルクラブ
姫路グローバルクラブ 大阪サウスクラブ 大阪サウスクラブ 大阪サウスクラブ
和歌山クラブ 名古屋グランパスクラブ 大阪土佐堀クラブ 京都キャピタルクラブ
滋賀蒲生野クラブ 近江八幡クラブ 近江八幡クラブ 四日市クラブ
近江八幡クラブ 大阪土佐堀クラブ 大阪センテニアルクラブ 大阪なかのしまクラブ

CS献金個人最優秀賞 澤田賢司（京都グローバルクラブ） FF献金個人最優秀賞 澤田賢司（京都グローバルクラブ）

地域奉仕・環境事業特別賞 姫路グローバルクラブ 姫路クラブ 中西部 阪和部

自然環境例会・イベント特別賞 京都グローバルクラブ 熊本ひがしクラブ 京都ウエストクラブ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＭＣ事業表彰

最優秀賞 熊本ひがしクラブ

優秀賞 京都トップスクラブ 宮崎クラブ 京都ウエストクラブ 大阪サウスクラブ
福山クラブ 京都ウィングクラブ 京都パレスクラブ 大阪土佐堀クラブ

青年会員獲得クラブ賞 京都ウィングクラブ 京都トップスクラブ 岩国クラブ 大阪西クラブ
京都トゥービークラブ 京都ＺＥＲＯクラブ 京都パレスクラブ 京都ウェストクラブ 京都プリンスクラブ
宝塚クラブ 八代クラブ 京都グローバルクラブ 京都ウェルクラブ

ノンドロップクラブ賞 金沢クラブ 名古屋クラブ 名古屋南山クラブ 福知山クラブ
京都洛中クラブ 京都みやびクラブ 京都ウェルクラブ 大阪サウスクラブ 大阪堺クラブ
大阪河内クラブ 大阪泉北クラブ 大阪千里クラブ 大阪西クラブ 大阪なかのしまクラブ
神戸クラブ 神戸学園都市クラブ 米子クラブ 福山クラブ 岩国みなみクラブ
長崎クラブ 北九州クラブ 熊本ひがしクラブ 宮崎クラブ 熊本スピリットクラブ

年間出席率９０％達成クラブ賞 金沢クラブ 名古屋南山クラブ 金沢犀川クラブ 近江八幡クラブ
滋賀蒲生野クラブ 京都クラブ 福知山クラブ 京都ウェストクラブ 京都キャピタルクラブ
京都プリンスクラブ 京都センチュリークラブ 京都ウィングクラブ 京都洛中クラブ 京都グローバルクラブ
京都ウェルクラブ 京都ＺＥＲＯクラブ 大阪サウスクラブ 大阪長野クラブ 和歌山紀の川クラブ
大阪土佐堀クラブ 大阪千里クラブ 大阪西クラブ 大阪なかのしまクラブ 西宮クラブ
芦屋クラブ 岡山クラブ 米子クラブ 福山クラブ

ＹＥＳ献金１００％達成クラブ賞 金沢クラブ 名古屋クラブ 名古屋東海クラブ 名古屋南山クラブ
名古屋グランパスクラブ 津クラブ 近江八幡クラブ 彦根シャトークラブ 長浜クラブ
京都パレスクラブ 京都ウェストクラブ 京都洛中クラブ 京都キャピタルクラブ 京都エイブルクラブ
京都グローバルクラブ 京都みやびクラブ 京都トップスクラブ 京都ウェルクラブ 和歌山クラブ
奈良クラブ 大阪サウスクラブ 大阪河内クラブ 大阪泉北クラブ 和歌山紀の川クラブ
大阪土佐堀クラブ 大阪高槻クラブ 大阪センテ二アルクラブ 大阪西クラブ 大阪なかのしまクラブ
西宮クラブ 神戸ポートクラブ 宝塚クラブ 神戸学園都市クラブ 姫路クラブ
岡山クラブ 鳥取クラブ 姫路グローバルクラブ 米子クラブ 広島クラブ
福山クラブ 東広島クラブ 岩国みなみクラブ 熊本クラブ 北九州クラブ
熊本ジェーンズクラブ 熊本むさしクラブ 熊本ひがしクラブ 熊本みなみクラブ

国際・交流事業表彰

BF最優秀クラブ賞 和歌山クラブ

優秀クラブ賞　２位 大阪土佐堀クラブ 優秀クラブ賞　７位 京都トップスクラブ
優秀クラブ賞　３位 大阪サウスクラブ 優秀クラブ賞　８位 大阪センテニアルクラブ
優秀クラブ賞　４位 近江八幡クラブ 優秀クラブ賞　９位 熊本クラブ
優秀クラブ賞　５位 名古屋グランパスクラブ 優秀クラブ賞　10位 神戸ポートクラブ
優秀クラブ賞　６位 大阪なかのしまクラブ

BF100%達成クラブ賞 金沢クラブ 名古屋クラブ 名古屋東海クラブ 名古屋グランパスクラブ
金沢犀川クラブ 近江八幡クラブ 彦根シャトークラブ 長浜クラブ 滋賀蒲生野クラブ
福知山クラブ 京都パレスクラブ 京都ウエストクラブ 京都めいぷるクラブ 京都キャピタルクラブ
京都プリンスクラブ 京都センチュリークラブ 京都ウィングクラブ 京都エイブルクラブ 京都グローバルクラブ
京都みやびクラブ 京都トップスクラブ 京都トゥービークラブ 京都ウェルクラブ 京都ZEROクラブ
和歌山クラブ 奈良クラブ 大阪サウスクラブ 大阪泉北クラブ 和歌山紀の川クラブ
大阪土佐堀クラブ 大阪高槻クラブ 大阪センテニアルクラブ 大阪西クラブ 大阪茨木クラブ
大阪なかのしまクラブ 神戸ポートクラブ 宝塚クラブ 姫路クラブ 岡山クラブ
米子クラブ 広島クラブ 呉クラブ 東広島クラブ 岩国みなみクラブ
熊本クラブ 熊本ジェーンズクラブ 鹿児島クラブ 熊本むさしクラブ 熊本ひがしクラブ

BF特別賞 岡山クラブ 使用済み切収集連続トップ
大阪なかのしまクラブ EFオナロール１０年連続

DBC締結賞 京都パレスクラブ 札幌クラブと
IBC締結賞 広島クラブ ロシア・エカテンブルグ-１と

熊本にしクラブ 台中エバーライフと
京都ZEROクラブ ホノルル・カイムキクラブと

交流促進最優秀賞 京都パレスクラブ

交流促進優秀賞 名古屋クラブ 大阪西クラブ 京都ウエストクラブ
九州部7クラブ 熊本ジェーンズクラブ 北九州クラブ 福岡中央クラブ 熊本みなみクラブ

熊本ひがしクラブ 阿蘇クラブ 熊本にしクラブ

STEP事業優秀賞 名古屋グランパスクラブ 京都キャピタルクラブ

メネット事業表彰

最優秀賞 西宮クラブ 優秀賞 熊本ひがしクラブ



 

（別紙） 

ＥＭＣパートナー賞   

    堀江 宏２０（６） 堀江 芙美８（３） 安田 博彦５（２） 坂井 繁４（２）（近江八幡）  

    大野 嘉宏７（７） 大野 バージニア３（３） 小西 孝典３（３）谷口 龍一３（３）  

        吉岡 幸次３（３）（京都パレス）  

        森田 惠三１６（５）桂 厚子９（４） 安平 知史５（３） 市橋 清太郎３（３）（京都ウェスト） 

    岡本 尚男８（４） 石倉 尚６（３） 香山 章治３（３）（京都キャピタル） 

    岡西 博司９（６） 廣井 武司７（２） 森 伸二郎５（３）（京都プリンス） 

    野崎 智之１８（７） 今村 隆宏４（京都ウィング）  

        山中 將平１１（４）（京都洛中）  

        大橋 篤司５（２） 砂地 一廣４（３）（京都エイブル) 

        大岩 英人１９（１５）髙橋 秀樹８（４）久保田 雅彦３（３）萩原 隆人３（２）（京都グローバル）    

        新山 兼司１３（８） 髙坂 訓７（７） 牧野 篤文６（３） 山下 大輔５（３） 本田 正人４（４）   

        船木 順司４（３） 木村 宣宏３（１） 河原 祥博３（３） 舞田 智之３（２）（京都トップス） 

        石井 康史６（２）（京都トゥービー）  

        中村 典子３（２）（京都ウェル） 

        竹園 憲二４（３） 山田 維久仁４（４） 髙倉 英理３（２）（京都ＺＥＲＯ）  

        神谷 尚孝２３（６） 東 正美４（１）（和歌山）  

        望月 強１０（４）（大阪河内） 

        松野 五郎９（７） 遠藤 通寛５（３） 小路 修３（２）（大阪泉北） 

        金城 清輝１１（４） 永井 康雅６（２） 東 雅子６（５） 大谷 茂３（１）（和歌山紀の川）  

        畠平 雅生５（３） 清水 誠治郎４（２） 藤原 重信３（１）（大阪西）  

        加藤 寅尾１６（大阪茨木）  

        杉浦 眞喜子８（６） 松下 広子４（２）江見 淑子３（１）（大阪なかのしま）  

        大野 勉５（５） 山崎 往夫４（４） 鈴木 誠也３（２）（神戸ポート）  

        福田 宏子４（４） 吉田 明４（２）（宝塚） 

        橋崎 良治１０（４）（姫路） 米良 重徳３（３）（岡山） 橋崎 恵子４（１）(姫路グローバル)  

        赤羽 克秀６（５） 藤川 洋５（３）（広島） 

        沖島 均３（３）（福山）  

        仲井 裕司８（５） 田中 俊夫６（４）上村 眞智子４（２）（熊本ジェーンズ）  

        宮﨑 隆二１０（８）（熊本ひがし） 

        岩本 悟２０（１４）（熊本にし） 

             ※数字はスポンサーとして入会に導いた会員数、（ ）内は内現役会員数 

 


