
奈良　傳賞

西日本区最優秀クラブ賞 近江八幡

西日本区優秀クラブ賞 大阪サウス 鳥取 八代

ブリテン最優秀賞 京都パレス

ブリテン優秀賞 金沢 宝塚 岩国みなみ

広報最優秀賞 阪和部

広報優秀賞 京都トップス 熊本ジェーンズ

理事特別賞 九州部

Ｙサ・ユース事業最優秀賞 京都部

Ｙサ・ユース事業優秀賞 名古屋東海 名古屋グランパス 京都キャピタル 京都ウイング 京都トップス

京都ＺＥＲＯ 大阪西 岡山 岩国みなみ 熊本ひがし

阿蘇

金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山 四日市

名古屋グランパス 金沢犀川 近江八幡 彦根シャトー 京都ウエスト

京都キャピタル 京都センチュリー 京都ウイング 京都エイブル 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 京都ウェル 京都ＺＥＲＯ

和歌山 奈良 大阪サウス 大阪河内 大阪泉北

和歌山紀の川 大阪高槻 大阪センテニアル 大阪西 大阪なかのしま

神戸ポート 宝塚 神戸学園都市 姫路 岡山

広島 福山 呉 岩国 岩国みなみ

熊本 熊本ジェーンズ 八代 鹿児島 熊本むさし

熊本みなみ 熊本ひがし 阿蘇 熊本にし

ユース支援最優秀クラブ賞 広島

ＡＹＣ参加支援優秀クラブ賞 京都キャピタル 京都ウイング 大阪西 姫路 広島

ＣＳ献金最優秀クラブ賞 大阪なかのしま

ＣＳ献金優秀クラブ賞 京都グローバル 大阪サウス 和歌山 熊本にし 京都キャピタル

　　　　　　　　（２～10位） 京都トップス 大阪茨木 岩国みなみ 京都東稜

ＴＯＦ献金　クラブベスト10 京都洛中 京都グローバル 京都トゥービー 金沢犀川 京都キャピタル

京都ＺＥＲＯ 京都トップス 大阪なかのしま 金沢 熊本ひがし

ＦＦ献金　クラブベスト10 京都プリンス 大阪なかのしま 金沢 京都グローバル 岩国みなみ

草津 京都キャピタル 京都洛中 京都トップス 熊本ひがし

ＲＢＭ献金　クラブベスト10 京都トップス 京都 京都キャピタル 熊本ひがし 近江八幡

呉 大阪センテニアル 西宮 奈良 大阪サウス

地域奉仕・環境事業貢献賞 京都ウエスト 京都トップス 阪和部

ＣＳ事業最優秀クラブ賞 西宮

ＥＭＣ最優秀クラブ賞 京都トップス

ＥＭＣ優秀クラブ賞 名古屋 長浜 京都 京都グローバル 京都トゥービー

大阪泉北 大阪土佐堀 熊本にし

ノンドロップ賞 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 彦根シャトー 京都 福知山 京都プリンス

京都センチュリー 京都洛中 京都東稜 京都ウェル 京都ＺＥＲＯ

ＹＭＣＡサービス・ユース事業

Ｙサ・ユース献金優秀クラブ賞
　（献金目標100％以上達成）

地域奉仕・環境事業

ＥＭＣ事業
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理事表彰

内廣　健(京都キャピタル) 山田孝彦(大阪センテニアル)

クラブ名表記においては「ワイズメンズクラブ」を省略、個人名表記においては「敬称略」とさせて頂きます。



大阪堺 大阪河内 和歌山紀の川 大阪 大阪千里

大阪センテニアル 大阪西 大阪セントラル 西宮 神戸西

姫路 広島 福山 呉 東広島

岩国 北九州 鹿児島

青年会員獲得賞 名古屋 京都 京都パレス 京都トップス 京都トゥービー

鳥取 福岡中央 熊本ジェーンズ 熊本みなみ 熊本ひがし

阿蘇 熊本にし

年間出席率90％達成賞 金沢 名古屋 名古屋南山 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 京都ウェル

京都ＺＥＲＯ 和歌山 大阪サウス 大阪土佐堀 大阪千里

大阪なかのしま 西宮 姫路 福山

ＹＥＳ献金達成賞 金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山 四日市

近江八幡 長浜 京都パレス 京都ウエスト 京都エイブル

京都グローバル 京都みやび 京都トップス 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

大阪高槻 大阪センテニアル 大阪西 大阪茨木 大阪なかのしま

神戸ポート 宝塚 神戸学園都市 姫路 岡山

鳥取 広島 福山 呉 岩国みなみ

熊本 熊本ジェーンズ 熊本みなみ 熊本ひがし

近い将来青年会員獲得の予感賞
（特別賞）

熊本ヤング

ＢＦ最優秀クラブ賞 和歌山

ＢＦ優秀クラブ賞	 （2～10位） 滋賀蒲生野 岩国みなみ 大阪茨木 京都トップス 金沢

熊本ジェーンズ 和歌山紀の川 大阪土佐堀 近江八幡

ＢＦ100％達成クラブ賞 金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山 四日市

名古屋プラザ 金沢犀川 近江八幡 長浜 滋賀蒲生野

福知山 京都ウエスト 京都キャピタル 京都プリンス 京都ウイング

京都エイブル 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

京都ウェル 和歌山 奈良 大阪河内 大阪泉北

和歌山紀の川 大阪土佐堀 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

姫路 岡山 米子 広島 呉

岩国みなみ 熊本 熊本ジェーンズ 八代 鹿児島

熊本みなみ 熊本ひがし 熊本にし

ＢＦ特別賞 岡山

交流促進最優秀賞 京都ウエスト

交流促進優秀賞 彦根

ＤＢＣ締結賞 岩国みなみ 京都トップス

メネット事業最優秀賞	 神戸 西宮

神戸西 神戸ポート 宝塚 芦屋

メネット事業優秀賞 京都ウエスト 神戸 広島 熊本むさし 熊本ひがし

メネット事業

六甲部チャリティーコンサート実行委員会

国際・交流事業


