
ワイズメンズクラブ国際協会　2019-2020年度　西日本区　表彰・顕彰一覧

理事表彰

　西日本区　奈良傳賞 【表彰】 大塚　章信　　　神戸 長年にわたりワイズメンとしてYMCAを支援されてきた顕著なご功績に対し

Y・サユース事業

　YMCAサービス優秀クラブ特別賞 【顕彰】 熊本五福 「YMCAとワイズが協働したYMCAらしさが見えるプログラム提供」についての

活動ご功績に対し

　Y・サユース献金100%達成クラブ賞 【表彰】 金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山

名古屋グランパス 津 近江八幡 彦根

彦根シャトー 長浜 滋賀蒲生野 京都

京都パレス 京都ウエスト 京都メイプル 京都プリンス

京都センチュリー 京都洛中 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 京都ZERO

北京都フロンティア 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 大阪高槻 大阪センテニアル 大阪なかのしま

西宮 神戸西 神戸ポート 宝塚

神戸学園都市 姫路 岡山 姫路グローバル

米子 広島 福山 呉

東広島 岩国みなみ 熊本 熊本ジェーンズ

熊本むさし 熊本にし 熊本スピリット 熊本五福

地域奉仕・環境事業

　CS献金優秀クラブ賞 【表彰】 八代 京都グローバル 米子 大阪なかのしま

大阪サウス 京都キャピタル 岩国みなみ 大阪西

東広島 大阪土佐堀

　FF献金優秀クラブ賞 【表彰】 京都グローバル 岩国みなみ 大阪なかのしま 西宮

京都東陵 京都洛中 熊本むさし 津

京都キャピタル 京都エイブル

　TOF献金優秀クラブ賞 【表彰】 京都洛中 京都グローバル 北京都フロンティア 京都キャピタル

大阪サウス 東広島 大阪西 広島

彦根 大阪なかのしま

　RBM献金優秀クラブ賞 【表彰】 京都 大阪なかのしま 京都キャピタル 京都エイブル

京都グローバル 京都ウエスト 名古屋南山 京都ウェル

八代 京都みやび

　地域奉仕・環境事業特別賞 【表彰】 京都グローバル 個人並びにクラブ一丸となって各種献金に大きく貢献して頂いたご功績に対し

【顕彰】 京都部 京都三条商店街にてギネスレコードに挑戦し見事達成されたご功績に対し

九州部 災害時に大切なもは何かを次世代へ語り継ぐ事業をされたご功績に対し

京都キャピタル 地域奉仕・環境事業活動を積極的に啓発し実践されたご功績に対し

岩国みなみ 子供たちに平和の尊さを伝える事業活動へ積極的にサポートされたご功績に対し

EMC事業

　優秀クラブ特別賞 【顕彰】 京都グローバル 上半期純増1位

京都トップス 上半期純増2位

京都ウエスト 上半期純増3位

神戸学園都市 上半期純増4位

京都ZERO 上半期純増5位

　YES献金目標達成クラブ賞 【表彰】 金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山

津 近江八幡 彦根 長浜

滋賀蒲生野 京都パレス 京都ウエスト 京都メイプル

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

京都トップス 京都ウエル 京都ZERO 和歌山

奈良 大阪サウス 大阪河内 大阪泉北

大阪土佐堀 大阪西 大阪なかのしま 西宮

神戸ポート 姫路グローバル 米子 広島

東広島 岩国みなみ 熊本ジェーンズ 八代

熊本むさし 熊本西

　新クラブチャーター賞 【表彰】 京都トップス フィリピン区　クラーク・アーククラブのチャーターに向けてご尽力頂いた功績に対し

びわこ部及び長浜 びわこ部　高島クラブのチャーターに向けてご尽力頂いた功績に対し

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



　メンバー満足度向上特別賞 【顕彰】 京都ウエスト 舞妓さんと遊ぶ会など14事業を積極的に開催されたご功績に対し

京都キャピタル 親睦ゴルフ大会など2事業を積極的に開催されたご功績に対し

京都ZERO ZERO経営塾など2事業を積極的に開催されたご功績に対し

芦屋・西宮 EMC事業強化例会を合同例会として開催されたご功績に対し

中西部 関西ワイズビジネス交流会の計画、実施のご功績に対し

　コロナに負けへんでえ特別賞 【顕彰】 京都部 京都部ワンチームグループLINE設立のご功績に対し

国際・交流事業

　BF優秀クラブ賞 【表彰】 和歌山 西宮 東広島 岡山

長浜 大阪土佐堀 大阪サウス 宝塚

広島 彦根

　BF100%達成賞 【表彰】 金沢 名古屋 名古屋東海 名古屋南山

津 近江八幡 彦根 彦根シャトー

長浜 滋賀蒲生野 京都パレス 京都ウエスト

京都めいぷる 京都キャピタル 京都プリンス 京都エイブル

京都グローバル 京都みやび 京都トップス 京都ウエル

京都ZERO 和歌山 奈良 大阪サウス

大阪泉北 和歌山紀の川 大阪 大阪土佐堀

大阪高槻 大阪西 大阪なかのしま 西宮

神戸ポート 宝塚 岡山 姫路グローバル

米子 広島 呉 東広島

岩国みなみ 熊本 福岡中央 熊本ジェーンズ

熊本むさし 熊本にし 熊本五福

　BF献金特別賞 【表彰】 岡山 京都ウエスト

　IBC締結賞 【表彰】 京都パレス 京都ウエスト 京都トップス 名古屋グランパス

　交流促進優秀賞 【顕彰】 京都ZERO IBC/DBC締結において特に積極的な交流をされたご功績に対し

　STEP事業優秀賞 【表彰】 宝塚

　スキルリスト登録優秀賞 【顕彰】 熊本にし スキルリストの趣意にご理解を頂き、各カテゴリーに多くの登録をいただいたご功績に対し

メネット事業

　優秀クラブ特別賞 【表彰】 京都部 女性メンとメネットの会開催等メネット事業の未来に新たな風を注ぎ込んだご功績に対し

【表彰】 和歌山 40年にわたる「ろうさい病院ボランティアの会」の運営、活動に敬意を表して。

【表彰】 広島 メネット会の開催とベルマーク収集による被災地支援への協力などのご功績に対し


