2006-2007 西日本区理事表彰
（クラブ及び敬称略）
奈良 傳 賞

石坂哲郎（神戸ﾎﾟｰﾄ） 加藤寅尾(大阪茨木）

最優秀クラブ賞

熊本むさし

優秀クラブ賞

京都ウイング 岡山 姫路グローバル

ブリテン最優秀クラブ賞

鳥取

ブリテン優秀賞

名古屋 滋賀蒲生野 京都

ブリテン努力賞

京都パレス

理事特別賞

大阪西

理事感謝賞 （１０クラブ）

大阪 大阪土佐堀 大阪豊中 大阪千里 大阪高槻 大阪センテニアル 大阪茨木 大阪セントラル
大阪なかのしま 大阪ヴェクセル

Yｻ･ﾕｰｽ事業最優秀ｸﾗﾌﾞ賞

姫路グローバル

Yｻ･ﾕｰｽ事業優秀クラブ賞

名古屋東海 彦根シャトー 長浜 京都 奈良 大阪豊中 岡山 東広島 熊本

YMCAサービス優秀賞

京都ﾊﾟﾚｽ 大阪河内 大阪土佐堀 神戸学園都市 姫路 広島 熊本ひがし

ユース支援優秀賞

大阪ｾﾝﾄﾗﾙ 神戸ポート 鳥取

Yサ・ユース例会優秀賞

京都 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 大阪河内 熊本むさし

ﾕｰｽｺﾝﾎﾞｹｰｼｮﾝ協力賞

京都 びわこ部 大阪ｻｳｽ 大阪土佐堀 大阪西 姫路 姫路ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 岡山 宮崎

ユース歯ブラシ優秀賞

加藤国博ﾜｲｽﾞ（熊本ひがし）

ユース歯ブラシ協力賞(個人）

北村久美子ﾜｲｽﾞ（大阪西） 森 恵美加ｺﾒｯﾄ(熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞ) 亀浦陽子ｺﾒｯﾄ(熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞ)

ユース歯ブラシ協力賞(ｸﾗﾌﾞ）

京都グローバル

CS事業最優秀クラブ賞

熊本ジェーンズ

CS事業優秀クラブ賞

四日市 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 大阪ｻｳｽ 岩国 広島

ＣＳ献金ベスト10

名古屋東海 大阪なかのしま 岩国 京都めいぷる 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 奈良 大阪ｻｳｽ 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲ
京都ｷｬﾋﾟﾀﾙ 大阪西

CS献金個人ベスト10

八木 武志（名古屋東海） 吉本幸男（京都めいぷる） 澤田賢司（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 高瀬稔彦（岩国）
ｵｰﾄﾞﾘ･ｷﾞﾙｸﾞ(大阪なかのしま） 大西邦子（大阪なかのしま） 江見淑子(大阪なかのしま）
岡本尚男（京都ｷｬﾋﾟﾀﾙ） 岡久凱(福岡中央） 野村秋博(名古屋東海）

ＴＯＦ献金ベスト10

京都ｳｲﾝｸﾞ 京都洛中 京都ﾄｩｰﾋﾞｰ 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 神戸 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲ 岩国 京都ｷｬﾋﾟﾀﾙ
京都ｳｴｽﾄ 京都ｳｪﾙ

ＦＦ献金ベスト10

京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 岩国 大阪なかのしま 和歌山 和歌山紀の川 京都みやび 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲ
名古屋東海 博多ｵｰｼｬﾝ 彦根

FF献金個人ベスト10

澤田賢司（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 高瀬稔彦(岩国） 山根貞雄(神戸） 橋本和子(神戸）
上原康（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 神谷尚孝(和歌山） 高橋明子（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）
今井利子（大阪なかのしま） 平岩敏子（和歌山紀の川） 谷口憲一(京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）

EMC事業最優秀クラブ賞

名古屋東海

EMC事業優秀クラブ賞 （M)

四日市 京都ｳｲﾝｸﾞ 大阪河内 芦屋 熊本みなみ

EMC事業優秀クラブ賞 （C)

熊本 岡山 米子

EMC事業最優秀個人賞

野村 秋博（名古屋東海）

EMC事業優秀個人賞

栗原 正明 （四日市） 岩間哲郎(四日市） 島田恒(芦屋） 堀孝之（熊本みなみ）

ノンドロップ賞

金沢 名古屋東海 名古屋プラザ 名古屋グランパス 津 近江八幡 福知山 京都センチュ
リー
京都ウイング 京都さくら 京都トップス 京都東陵 奈良 大阪堺 大阪河内 大阪
長野
大阪センテニアル 大阪なかのしま 神戸 西宮 宝塚 芦屋 姫路
岡山 米子 岩国

青年会員獲得賞

四日市 京都パレス 京都グローバル 京都みやび 京都トゥービー 田辺 大阪河内
熊本 熊本むさし 熊本みなみ

出席率95％以上優秀賞

金沢 名古屋東海 福知山 京都キャピタル 京都グローバル 京都トップス 京都トゥービー
和歌山 大阪サザンスカイ

出席率90％以上努力賞

名古屋プラザ 近江八幡 京都 京都パレス 京都ウエスト 京都ウィング 京都洛中
京都エイブル 京都みやび 和歌山紀の川 大阪土佐堀 大阪千里 姫路 熊本ひがし

他クラブ訪問賞

今井 利子（大阪なかのしま） 吉田全孝(大阪ｻｳｽ）

大阪泉北

BF総合達成率最優秀クラブ賞

和歌山

BF総合達成率優秀賞 上位１０

和歌山 神戸ﾎﾟｰﾄ 大阪 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲ 名古屋東海 大阪ｻｳｽ 大阪河内
金沢 和歌山紀の川

BF目標達成賞 （３０クラブ）

金沢 名古屋東海 四日市 彦根シャトー 長浜 滋賀蒲生野 京都パレス 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
京都プリンス 京都センチュリー 京都みやび 京都さくら 京都ウェル 和歌山 奈良
大阪サウス 大阪河内 和歌山紀の川 大阪サザンスカイ 大阪 大阪センテニアル
大阪西 大阪なかのしま 西宮 神戸ポート 宝塚 芦屋 岡山 岩国 熊本むさし

交流事業最優秀クラブ賞

彦根

STEP賞

姫路グローバル

IBC賞

熊本ひがし

DBC賞

近江八幡 西宮 広島

広報事業最優秀ｸﾗﾌﾞ賞

京都

広報事業優秀ｸﾗﾌﾞ賞

京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 彦根ｼｬﾄｰ 岩国 福山

ホームページ優秀賞

京都ﾊﾟﾚｽ 京都ｳｴｽﾄ 四日市 京都ﾄｩｰﾋﾞｰ 熊本みなみ

ホームページ開設賞

名古屋南山 西宮 神戸西 神戸 大阪豊中 広島 ﾜｲｽﾞﾕｰｽｸﾗﾌﾞ姫路Y3

ﾒﾈｯﾄ事業最優秀ｸﾗﾌﾞ賞

熊本ジェーンズ

メネット事業優秀賞

大阪長野 和歌山

ユースサポート賞

大阪西 神戸

ﾒﾈｯﾄ事業特別感謝賞

北川 弘子（岡山）

大阪なかのしま

2006-2007 西日本区事業主任特別表彰
Yｻ・ﾕｰｽ事業主任表彰
ユースワンコイン協力賞

名古屋、四日市、名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ、津 近江八幡 彦根 彦根ｼｬﾄｰ 長浜
草津、滋賀蒲生野、大津 京都 京都ｳｴｽﾄ 京都めいぷる 京都ﾌﾟﾘﾝｽ
京都ｾﾝﾁｭﾘｰ 京都ｴｲﾌﾞﾙ 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 京都みやび 京都さくら
京都ｳｪﾙ 和歌山 奈良 大阪ｻｳｽ 大阪堺 大阪河内 大阪長野
大阪泉北 和歌山紀の川 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲ 大阪 大阪土佐堀 大阪豊中
大阪高槻、大阪茨木、大阪ｾﾝﾄﾗﾙ 大阪なかのしま 大阪ｳﾞｪｸｾﾙ
神戸、西宮、神戸ポート、宝塚、神戸学園都市、芦屋 姫路 岡山 鳥取
高松さぬき、姫路グローバル、米子 広島 福山 東広島 岩国 長崎 熊本
北九州、福岡中央、熊本ジェーンズ、博多オーシャン 八代 鹿児島
熊本むさし 熊本みなみ 宮崎 熊本ひがし

CS事業主任表彰
CS･TOF･FF目標達成賞

名古屋東海 四日市 彦根シャトー 長浜 京都ウェスト 京都キャピタル 京都プリンス 京都センチュリー
京都グローバル 京都みやび 京都さくら 京都トップス 奈良 大阪サウス 大阪河内 和歌山紀の川
大阪サザンスカイ 大阪センテニアル 大阪西 大阪なかのしま 大阪ヴェクセル 宝塚 姫路 姫路グローバ
ル
米子 東広島 岩国 北九州 福岡中央 博多オーシャン 八代 熊本むさし

