
ワイズメンズクラブ国際協会 2020-2021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】 清水　汎　殿　　　　大阪クラブ

惠美奈　博光　殿　大阪サウスクラブ

　西日本区最優秀クラブ賞 京都ウエストクラブ

　西日本区優秀クラブ賞 宝塚クラブ

姫路グローバルクラブ

　ブリテン最優秀賞 京都キャピタルクラブ

　ブリテン優秀賞 京都ウエストクラブ 熊本ジェーンズクラブ

　広報最優秀賞 姫路グローバルクラブ

　理事特別賞 京都トップスクラブ 大阪茨木クラブ 熊本ひがしクラブ

　大会支援特別賞 京都トゥービークラブ

　レガシー基金優秀賞 京都トゥービークラブ 京都キャピタルクラブ 岩国みなみクラブ

Y・サユース事業

　YMCAサービス最優秀クラブ賞 姫路グローバルクラブ

　YMCAサービス優秀クラブ賞 名古屋グランパスクラブ

　ユース支援最優秀クラブ賞 和歌山クラブ・和歌山紀の川クラブ

　Y・サユース献金100%達成クラブ賞 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

滋賀蒲生野クラブ 高島クラブ 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 京都プリンスクラブ

京都センチュリークラブ 京都ウイングクラブ 京都洛中クラブ 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 大阪河内クラブ 大阪泉北クラブ 和歌山紀の川クラブ

大阪クラブ 大阪土佐堀クラブ 大阪センテニアルクラブ 大阪茨木クラブ

大阪なかのしまクラブ 神戸クラブ 神戸西クラブ 宝塚クラブ

神戸学園都市クラブ 岡山クラブ 姫路グローバルクラブ 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 八代クラブ 鹿児島クラブ

熊本にしクラブ 熊本スピリットクラブ 熊本五福クラブ

地域奉仕・環境事業

　地域奉仕・環境事業最優秀クラブ賞 岩国みなみクラブ

　CS献金最優秀クラブ賞 岩国みなみクラブ

　CS献金優秀クラブ賞 大阪なかのしまクラブ 大阪サウスクラブ 京都ウエストクラブ 京都キャピタルクラブ

大阪クラブ 京都トップスクラブ 宝塚クラブ 彦根シャトークラブ

熊本五福クラブ

　FF献金最優秀クラブ賞 大阪なかのしまクラブ

　FF献金優秀クラブ賞 京都グローバルクラブ 岩国みなみクラブ 京都ウエストクラブ 京都トップスクラブ

大阪クラブ 京都キャピタルクラブ 彦根シャトークラブ 熊本五福クラブ

大阪西クラブ

　TOF献金最優秀クラブ賞 京都洛中クラブ

　TOF献金優秀クラブ賞 京都グローバルクラブ 京都トゥービークラブ 京都キャピタルクラブ 大阪なかのしまクラブ

京都ウエストクラブ 大阪クラブ 京都トップスクラブ 京都クラブ

彦根シャトークラブ

　RBM献金最優秀クラブ賞 岩国みなみクラブ

　RBM献金優秀クラブ賞 大阪なかのしまクラブ 京都クラブ 京都ウエストクラブ 京都キャピタルクラブ

大阪クラブ 彦根シャトークラブ 熊本五福クラブ 大阪西クラブ

京都トップスクラブ

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



　CS・FF・TOF・RBM全献金優秀クラブ賞 大阪なかのしまクラブ

　地域奉仕・環境事業特別賞 和歌山クラブ 和歌山紀の川クラブ 京都東陵クラブ 京都トップスクラブ

滋賀蒲生野クラブ 宝塚クラブ

EMC事業

　最優秀クラブ賞 京都ZEROクラブ

　優秀クラブ賞 京都ウエストクラブ 京都クラブ 京都トップスクラブ 京都ウェルクラブ

　YES献金目標達成クラブ賞 名古屋クラブ 名古屋東海クラブ 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 滋賀蒲生野クラブ 高島クラブ

京都パレスクラブ 京都ウエストクラブ 京都キャピタルクラブ 京都センチュリークラブ

京都エイブルクラブ 京都グローバルクラブ 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 大阪河内クラブ 大阪泉北クラブ 和歌山紀の川クラブ

大阪クラブ 大阪土佐堀クラブ 大阪西クラブ 大阪茨木クラブ

大阪なかのしまクラブ 姫路グローバルクラブ 米子クラブ 広島クラブ

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 八代クラブ 熊本にしクラブ 熊本五福クラブ

　青年会員獲得賞 彦根シャトークラブ 京都クラブ 京都パレスクラブ 京都ウエストクラブ

京都グローバルクラブ 京都トップスクラブ 京都トゥービークラブ 京都ウェル

京都ZEROクラブ 和歌山クラブ 大阪サウスクラブ 宝塚クラブ

芦屋クラブ 姫路グローバルクラブ 米子クラブ 和歌山クラブ

　年間出席率90％達成クラブ賞 京都ウエストクラブ 京都キャピタルクラブ 京都センチュリークラブ 京都洛中クラブ

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

　ノンドロップクラブ賞 彦根シャトークラブ 京都クラブ 京都ウエストクラブ 京都めいぷるクラブ

京都プリンスクラブ 京都センチュリークラブ 京都洛中クラブ 京都トップスクラブ

京都ウェルクラブ 京都ZEROクラブ 神戸西クラブ 姫路グローバルクラブ

八代クラブ 大阪長野クラブ

　EMCパートナーズ賞 爲國　光俊　京都パレス 安田　久理人　京都パレス 澤田　長利　京都ウエスト 森下　克己　京都グローバル

米林　千尋　京都グローバル 吉山　裕基　京都グローバル 新山　兼司　京都トップス 河合　博之　京都トップス

清水　寿和　京都トップス 牧野　篤文　京都トップス 山下　大輔　京都トップス 高坂　訓　京都トップス

小幡　弘　京都トゥービー 溝口　誠　京都トゥービー 安井　基晃　京都トゥービー 吉田　真理　京都トゥービー

中村　隆司　京都ウェル 西村　寛子　京都ZERO 加藤　学　京都ZERO 大野　智恵　神戸ポート

竹内　芳江　岡山 安藤　元二　和歌山 神谷　尚孝　和歌山

コロナに負けへんで　特別賞 阪和部

国際・交流事業

　BF最優秀クラブ賞 京都メイプルクラブ

　BF優秀クラブ賞 京都グローバルクラブ 和歌山クラブ 大阪なかのしまクラブ 京都ウエストクラブ

岡山クラブ 大阪クラブ 米子クラブ 和歌山紀の川クラブ

金沢クラブ

　BF献金特別賞 京都ウエストクラブ 献金、切手ともに上位ベスト10に入っている点

大阪なかのしまクラブ 献金、切手ともに上位ベスト10に入っている点

　EF献金特別賞 京都ZEROクラブ クラブ設立10周年

　DBC締結賞 神戸ポートクラブ

　IBC締結賞 北九州クラブ

　IBC締結促進クラブ賞 大阪クラブ 米国、トレドクラブとワイズメンズクラブ100周年を機に最古参クラブとして

IBC締結促進を開始されている

　交流促進最優秀賞 京都ウエストクラブ 事業活動、献金ともに優秀で、大阪西クラブ、神戸西クラブ、熊本にしクラブとの

ペンタゴン交流会開催

　交流促進優秀賞 京都トゥービークラブ 今期、最速でIBC交流でオンライン交流された

大阪泉北クラブ 今期、最速でIBC交流でオンライン交流された

宝塚クラブ オンラインでDBC活動ゼロ状態から脱却し東日本区の町田コスモスクラブとも交流開始

鹿児島クラブ オンラインでDBC活動ゼロ状態から脱却し東日本区の町田コスモスクラブとも交流開始

メネット事業

　思いやり賞 米子クラブ DV被害者のこどもたちへ進級祝いを送る資金つくりの為、夜遅くまで針仕事をして

作った品物を販売、二つの家庭が独立するために、それぞれ小さい住まいを得て

転居するにあたり、支援金を贈られました。



その他にも子ども食堂・DV被害者の家庭シェルターの支援など新型コロナ禍でも

励まし合いながら頑張っていらしゃいます。

この小さな勇気ある「思いやり」が子供たちの笑顔につながったことは素晴らしいと思います。


