2007～2008年度

西日本区表彰一覧

理 事 表 彰
１． 西日本区 奈良傳賞

佐古至弘様 （大阪河内クラブ） 長年の活動が資格審査委員会で認められた。
藤原重信様 （大阪西クラブ）
同
上
森 健一様 （京都クラブ）
同
上

２． 最優秀クラブ賞

熊本ひがしクラブ

３． 優秀クラブ賞

京都グローバルクラブ
京都トゥービークラブ
長浜クラブ

４． 理事特別賞
「国境なき奉仕」実践クラブ

姫路グローバルクラブ
大阪なかのしまクラブ
京都ウイングクラブ
京都トゥービークラブ
京都グローバルクラブ
大阪西クラブ

５． 理事特別賞
橋崎良治様 （姫路クラブ）
「研修会に聖書を長年寄贈」

阿蘇クラブをチャーターし、自クラブも６名を純増、
結束して奉仕活動をする姿は模範となる。

カンボジア歯ブラシ運動。
ミャンマー支援活動。
インド・ランチYMCA教育支援活動。
絵本作り大作戦 ダリ語。
カンボジアに小学校校舎を贈ろう。
カンボジアに学校を造ろう。
役員・会長・主査研修会で長年聖書を寄贈。

６． ブリテン最優秀クラブ賞

熊本ひがしクラブ

７． ブリテン優秀クラブ賞

大阪なかのしまクラブ
大阪河内クラブ
岡山クラブ

８． ブリテン努力賞

大阪ヴェクセルクラブ
大阪サザンスカイクラブ
金沢クラブ

小クラブであるが良質ブリテンを毎月発行。
同
上
同
上

９． 理事特別賞

奈良クラブ

西日本区大会をホストし成功裡に開催した。

10． 理事感謝状

阪和部 ９クラブ

西日本区大会のサブホストを務め、成功に
導いた。

Ｙ サ・ ユース 事 業 表 彰
１． 最優秀クラブ賞

大阪クラブ

ＨＨキャンプ開催における貢献。

２． 優秀クラブ賞

京都トゥービークラブ LIVE AID 2007 IN KYOTO YMCAにおける貢献。
京都クラブ
長年にわたる京都YMCA支援。
名古屋クラブ
６０周年記念事業「日韓ユースセミナー開催」による貢献。

３ 「Ｙ サ・ASF自由献金」達成賞（２４クラブ）
名古屋東海クラブ
彦根シャトークラブ
京都ウイングクラブ
京都トップスクラブ
大阪サウスクラブ
和歌山紀の川クラブ
大阪セントラルクラブ
大阪なかのしまクラブ
神戸ポートクラブ
さんだクラブ
姫路グローバルクラブ
熊本クラブ
４． ユースワンコイン優秀協力賞
第１位 福知山クラブ
第２位 和歌山クラブ

福知山クラブ
和歌山クラブ
大阪土佐堀クラブ
大阪ヴェクセルクラブ
姫路クラブ
熊本ジェーンズクラブ

第３位 姫路グローバルクラブ
第４位 姫路クラブ

５． ユースコンボケーション協力賞
大阪西クラブ

ワイズユースクラブ姫路Ｙ －３
岡山クラブ

京都キャピタルクラブ
奈良クラブ
大阪西クラブ
西宮クラブ
岡山クラブ
熊本ひがしクラブ

第５位 大阪土佐堀クラブ
第５位 神戸ポートクラブ
大阪土佐堀クラブ
熊本クラブ

地域奉仕・ 環境事業表彰
１． 最優秀クラブ賞

長浜クラブ

「ナガハマ・インターナショナル・フェスタ」を主催。地域の持つ問題
を理解し、地域に根ざした志高い事業である。来場者約3,200人。

２． 優秀クラブ賞

名古屋南山クラブ

「夏休み夕涼み映写会」優しさや自然の素晴らしさを映画を通し
て地域の子供達への働きかけがなされた。
「第１４回ワイズちびっこウエルネス大会」子供達のスポーツ参加
と環境への取り組みを継続している。 「瀬戸内寂聴さんのお話
を聴く会」参加者1,800人。
「絵本作り大作戦 ダリ語編」の作成。前回メネット事業の作成し
たパスチュー語版を受けてもう一つの言語ダリ語版を完成した。
「第２２回視聴覚障害者“ふれあい広場”支援活動」
視聴覚障害の方々の交流会の支援を継続している。
「カンボジア学校建設及び付帯事業」学校も教師も不足してい
るカンボジアの子供達に校舎・付帯施設を贈った。
「使用済み割り箸回収リサイクル事業」家庭・飲食店・ホテルを
巻き込んで広く環境意識を訴えた。
「第１１回“らくらく車椅子登山”」車椅子の方をを支援・交流。
「わいわいフェスティバル」音楽を通じて地域との交流。
「エイズキャンペーン講演会」多くの若者の参加(110名)を得た。
「ミャンマー支援チャリティー人形劇」実施。ミャンマー女性・子
供への継続的な支援活動を継続して行っている。
大山一斉清掃や中海アダプトプログラムにおける環境への取り
組みとＤＶ被害者、断酒会への支援活動。

彦根シャトークラブ

京都トゥービークラブ
京都キャピタルクラブ
京都グローバルクラブ
京都プリンスクラブ
大阪河内クラブ
和歌山紀の川クラブ
大阪なかのしまクラブ
米子クラブ

３．ＣＳ献金上位クラブ表彰
第１位 名古屋東海クラブ
第２位 大阪なかのしまクラブ
第３位 京都グローバルクラブ
第４位 京都めいぷるクラブ
第５位 奈良クラブ

４．TOF献金上位クラブ表彰
第１位 京都トゥービークラブ
第２位 京都グローバルクラブ
第３位 京都ウイングクラブ
第４位 京都洛中クラブ
第５位 京都キャピタルクラブ

５．ＦＦ献金上位クラブ表彰
第１位 京都グローバルクラブ
第２位 大阪ヴェクセルクラブ
第３位 大阪なかのしまクラブ
第４位 和歌山クラブ
第５位 大阪西クラブ

６．ＣＳ個人献金上位表彰
第１位 八木武志様 （名古屋東海クラブ）
第２位 吉本幸男様 （京都めいぷるクラブ）
第３位 澤田賢司様 （京都グローバルクラブ）
第４位 オードリー・ギルグ様（大阪なかのしまクラブ）
第５位 宍戸英子様 （奈良クラブ特別メネット）

７．ＦＦ個人献金上位表彰
第１位 澤田賢司様 （京都グローバルクラブ）
第２位 岩間みどり様 （大阪ヴェクセルクラブ）
第３位 神谷尚孝様 （和歌山クラブ）
第４位 上原 康様 （京都グローバルクラブ）
第５位 平松恒子様 （大阪なかのしまクラブ）

８．ＣＳ・Ｔ ＯＦ・ＦＦ献金トリプル達成賞 （２３クラブ）
名古屋東海クラブ
金沢犀川クラブ
長浜クラブ
京都ウエストクラブ
京都グローバルクラブ
京都みやびクラブ
大阪河内クラブ
和歌山紀の川クラブ
大阪なかのしまクラブ
大阪ヴェクセルクラブ
福山クラブ
熊本ジェーンズクラブ

近江八幡クラブ
京都キャピタルクラブ
和歌山クラブ
大阪サザンスカイクラブ
姫路グローバルクラブ
八代クラブ

彦根シャトークラブ
京都センチュリークラブ
奈良クラブ
大阪西クラブ
広島クラブ

Ｅ ＭＣ 事業表彰
１． 最優秀クラブ賞

熊本ひがしクラブ

阿蘇クラブのチャーターに大きく貢献しスポンサーク
ラブとしてのフォローも見事である。純増６名の増強。

２． ＥＭＣ（Ｍ）優秀クラブ賞

四日市クラブ
京都めいぷるクラブ
京都パレスクラブ
京都グローバルクラブ
京都トゥービークラブ
長浜クラブ

過去１年で21名から28名に中部で最大の増員。
会員増強４名。ノンドロップ達成。
会員増強９名。合同例会の主幹と運営に貢献。
会員増強９名。出席率99.3%。
会員増強８名。出席率96.4%。
会員増強６名（純増）。ノンドロップ達成。

３． ＥＭＣ（Ｃ）優秀クラブ賞

芦屋クラブ
西宮クラブ
和歌山クラブ

４． ＥＭＣ（Ｅ）優秀クラブ賞

熊本ひがしクラブ

５． 最優秀ワイズメン賞

６． 優秀ワイズメン賞

横田 博様
（熊本ひがしクラブ）

理事方針・部長方針に実直で協調性と実行力に富み
品性は抜群である。今期２名の増員。出席率92.2%。
今期２名の純増。４クラブ合同例会の主幹を務めEMC
オリエンテーション・アンケートの実施で意識が高揚。
メンバーの結束と熱き思いの中で今期４名の純増。ノン
ドロップ達成。創意工夫の例会で100%例会を継続。
阿蘇クラブチャーターに貢献。
会長として指導力を発揮しＭＣを積極的に推進し、自身
もスポンサ-として４名の会員増強。阿蘇クラブへのサポ
ートが立派である。（チャーター前後）

松岡紀生様（四日市クラブ）
大野嘉宏様（京都パレスクラブ）
林 寿一様（京都めいぷるクラブ）
山田英樹様（京都キャピタルクラブ）
大岩英人様（京都グローバルクラブ）
吉田真理様（京都トゥービークラブ）

高橋辰夫様（奈良クラブ）
山本常雄様（西宮クラブ）
以上８名の方は３名のスポンサー。
堀 隆之様（熊本みなみクラブ）
2名のスポンサー。会長として純増５名に貢献。
EMC事業主査として九州部300名に貢献。

７． ノンドロップ賞（３６クラブ）
四日市クラブ
長浜クラブ
京都センチュリークラブ
大阪サウスクラブ
大阪セントラルクラブ
宝塚クラブ
呉クラブ
福岡中央クラブ
金沢犀川クラブ

金沢クラブ
名古屋グランパスクラブ
滋賀蒲生野クラブ
京都みやびクラブ
大阪堺クラブ
神戸クラブ
姫路クラブ
東広島クラブ
熊本ジェーンズクラブ

名古屋東海クラブ
近江八幡クラブ
福知山クラブ
田辺クラブ
大阪サザンスカイクラブ
神戸西クラブ
米子クラブ
岩国クラブ
博多ｵｰｼｬﾝクラブ

８． グッドスタンディング努力賞

和歌山クラブ

神戸ポートクラブ

名古屋南山クラブ
彦根クラブ
京都めいぷるクラブ
和歌山クラブ
大阪高槻クラブ
神戸ポートクラブ
福山クラブ
長崎クラブ
八代クラブ

鳥取クラブ

９． 青年会員獲得賞 ○印は人数（１３クラブ）
京都パレスクラブ⑤
京都グローバルクラブ⑧
大阪河内クラブ①
西宮クラブ①
岡山クラブ①
熊本みなみクラブ③

四日市クラブ①
京都トゥービークラブ④
高松さぬきクラブ①
宮崎クラブ①

長浜クラブ⑤
京都キャピタルクラブ③
姫路グローバルクラブ①

10. 出席率90%以上賞（２９クラブ）
金沢犀川クラブ
京都クラブ
京都キャピタルクラブ
京都グローバルクラブ
和歌山クラブ
大阪西クラブ
呉クラブ

名古屋東海クラブ
草津クラブ
京都パレスクラブ
京都洛中クラブ
京都トップスクラブ
大阪サザンスカイクラブ
芦屋クラブ

名古屋プラザクラブ
大津クラブ
京都ウエストクラブ
京都エイブルクラブ
京都トゥービークラブ
大阪千里クラブ
福山クラブ

金沢クラブ
近江八幡クラブ
福知山クラブ
京都ウイングクラブ
京都みやびクラブ
和歌山紀の川クラブ
大阪なかのしまクラブ
熊本ひがしクラブ

11. 会員増強賞（ 増強実数と 比率）
１ 位 熊本ひがし ク ラ ブ
２ 位 熊本みな みク ラ ブ
３ 位 京都ト ゥ ービ ーク ラ ブ

８ 名 27. 6%
６ 名 23. 0%
８ 名 22. 2%

４ 位 京都パレ ス ク ラ ブ
５ 位 京都グロ ーバルク ラ ブ

９名
９名

17. 0%
15. 0%

フ ァ ン ド 事業表彰
１． ＢＦ総合達成率上位クラブ表彰
切手＋現金ポイントの一人当たり 平均 pt
第１位 和歌山クラブ
7,352 pt
第２位 大阪クラブ
4,573 pt
第３位 熊本ひがしクラブ
4,030 pt
第４位 神戸ポートクラブ
3,427 pt
第５位 京都ウイングクラブ
3,229 pt

２． ＢＦ切手ポイント上位クラブ表彰
切手収集（重量）の上位クラブ 日本切手 外国切手
第１位 岡山クラブ
56.5 kg
第２位 名古屋クラブ
10.0 kg 0.5 kg
第３位 神戸ポートクラブ
8.3 kg 1.0 kg
第４位 和歌山クラブ
7.36 kg
第５位 大阪なかのしまクラブ 2.44 kg 2.87 kg

交流事業表彰
１． ＤＢＣ締結賞（５クラブ）

クラブ名
芦屋クラブ
大阪なかのしまクラブ
京都トゥービークラブ
名古屋東海クラブ
奈良クラブ

締結先クラブ名
東日本区 もりおかクラブ
京都トゥービークラブ
大阪なかのしまクラブ
奈良クラブ
名古屋東海クラブ

広報事業表彰
１． プレスリリース活用優秀賞
２．
３．
４．
５．

クラブリーフレット優秀賞
ホームページ優秀賞
インターネット活用優秀賞
広報特別賞

彦根シャトークラブ
熊本みなみクラブ
京都ウイングクラブ
九州部
山田芳之様
（熊本ジェーンズクラブ）

「寂聴さんのお話を聴く会」に1,800人に及ぶ聴衆が集まり
近江同盟新聞、しが彦根新聞に掲載された。
クラブオリジナルのリーフレットをEMCに活用した。
優れたデザインと内容でワイズのイメージ向上に寄与した。
事業主査の指導により７クラブがブログを開設した。
「彩縁に生きる」（燦葉出版社）を出版。著書の中で仕事
とワイズを紹介した。

メ ネ ッ ト 事業表彰
１． メネット事業優秀クラブ賞

京都センチュリークラブ 事業方針、事業計画に沿った充実した活動をされました。
特に、自クラブだけでなく、他クラブのメネット会との親睦を深めてこられました。
ファンド活動も活発で、国際・国内プロジェクトなどへ献金し、貢献されました。
事業方針、事業計画に沿った充実した活動をされました。
熊本ひがしクラブ
特に、例会の参加人数が多く、例会会場の雰囲気（季節感のある飾り付け）を
メネット手作りで盛り上げ、おもてなしのサポートで入会者の促進に貢献されました。
メネット会として組織だっていませんが、メネットさん達が常に
神戸学園都市クラブ
メンと共に良く活動され、クラブの中でなくてはならない存在になっていました。今期
の事業方針、事業計画に沿っており表彰に値します。メネット会誕生を期待します

