
ワイズメンズクラブ国際協会 2021-2022年度西日本区表彰・顕彰一覧

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

表彰一覧

理事表彰

奈良儒賞 杉浦員喜子(大阪芯かのしま)

最優秀賞 京都トップス

入会候補者に対し各種企画を開催し新入会員 (12名)、青年会員獲得数

が西日本区最多。次世代リーダー育成などにも注力し、部や区へも人材

輩出。理事主題 rChallengesfor the future~未来への挑戦~J に最も

相応しい活動を総体的に実施

理事主題 rChallengesfor the future~未来への挑戦~J に相応しい活

動を総体的に実施

西日本区ワイズメン及び活動を紹介するコーナーはコロナ禍において人

を繋ぐ記事として多くのワイズメンに元気を与えました

優秀曲 京都ZERO 彦根シャトー

ブリテン最優秀賞 滋賀蒲生野
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和歌山紀の川鹿児島

京都キャピタル京都ウイング熊本ジエーンズ

岡山

京都パレス小尾雅彦三原茂靖 長年にわたり、 YMCAIこ対する多大な貢献

Yサ・ユース事業

ユース支援優秀賞

I京都YMCAリトリートセンター宿泊用キャビン建設 ・寄贈JPJ 

他多数の顕著な活動ご功績に対し

f滋賀YMCA風の谷キャンプ場テントサイト整備事業jの活動ご功績に

対し

佐古田ひかりコメットをアジ‘ア太平洋地域ユース代表として輩出頂いた

ご功績に対し

第2回ひとり親家庭のお子様限定[楽しさいっぱいデイキャンプJの

活動ご功績に対し

佐古田ひかりコメット|こAYC2021へスタッフ段階から参加を頂いた

ご功績に対し

金沢名古屋名古屋東海名古屋南山名古屋グランパス近江八幡彦根シャト一 長浜滋賀蒲生野京都パレス

最優秀曲 京都ZERO

YMCAサービス優秀賞 長浜彦根シャトー

京都ZERO

ユース支援優秀賞 姫路グローバル

AYC参加支援優秀賞 京都ZERO

京都ウエスト京都めい13~る京都キャピタル京都プリンス京都センチユリー京都ウイング 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和歌山奈良大阪河内大阪泉北
Yサ・ユース献金100%達成賞

和歌山紀の川大阪土佐堀大阪高槻大阪センテ二アル大阪西大阪なかのしま神戸西宝塚姫路岡山

姫路グローバル米子広島呉東広島岩国みなみ熊本熊本ジ、工ーンス、鹿児島熊本むさし熊本にし

熊本スピリット熊本水前寺熊本五福

地域奉仕・環境事業

最優秀賞 大阪なかのしま
CS . TOF . FF . RBM献金においてCS献金1位を初め、 4献金において

全て上位3位に入賞

地域奉仕・環境事業特別賞 滋賀蒲生野京都トップス京都東稜宝塚姫路グローバル岡山六甲部

CS献金優秀賞 (第1位)大阪芯かのしま (第2位)米子 (第3位)京都グローバル

(第4位)岩国みなみ (第5位)京都キャピタル (第6位)京都トップス

(第7位)大阪サウス (第8位)滋賀蒲生野 (第8位)熊本スピリット

(第10位)京都ウ工スト



CS献金100%達成賞

FF献金優秀賞

FF献金100%達成賞

TOF献金優秀曲

TOF献金100%達成賞

RBM献金優秀世

RBM献金100%達成曲

EMC事業

最優秀クラブ賞

優秀クラブ賞

金沢名古屋名古屋東海名古屋グランパス近江八幡彦根シャト一 長浜滋賀蒲生野京都パレス

京都ウ工スト京都キャピタル京都センチユリー 京都ウイング京都洛中京都グローバル京都みやび

京都トップス京都トウービー 京都東稜京都ウェル京都ZERO和歌山奈良大阪サウス大阪河内大阪泉北

和歌山紀の川大阪土佐堀大阪高槻大阪センテ二アル大阪西大阪芯かのしま宝塚岡山姫路グローバル

米子広島呉東広島岩国み芯み熊本福岡中央熊本ジ工ーンズ八代鹿児島熊本むさし熊本にし

熊本スピリツト熊本水前寺熊本五福

(第1位)京都グローバル (第2位)京都トップス (第3位)大阪なかのしま

(第4位)岩国み芯み (第5位)滋賀蒲生野 (第5位)京都キャピタル

(第5位)京都洛中 (第創立)京都ウエスト (第8位)奈良

(第10位)京都パレス

金沢名古屋名古屋東海近江八幡彦根シャト一 長浜滋賀蒲生野京都パレス京都ウエス 卜 京都キャピタル

京都センチユリー 京都洛中京都グローバル京都みやび京都トップス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二アル大阪西大阪なかのしま西宮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エーンズ八代熊本むさし熊本にし熊本五福

(第1位)京都洛中 (第2位)京都トゥーピー (第3位)大阪芯かのしま

(第4位)京都キャピタル (第5位)京都トップス (第6位)京都ウエスト

(第7位)奈良 (第8位)滋賀蒲生野 (第9位)京都グローバル

(第10位)京都パレス

金沢名古屋名古屋東海近江八幡彦根シャト一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センチユリ一京都ウイング京都洛中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

大阪センテ二アル大阪西大阪なかのしま岡山姫路グローバル米子広島呉東広島熊本熊本ジ工ーンズ

八代熊本むさし熊本にし熊本五福

(第1位)滋賀蒲生野 (第2位)京都トップス (第3位)大阪なかのしま

(第4位)京都パレス (第5位)岩国み芯み (第6位)京都キャピタル

(第7位)京都 (第8位)京都ウエスト (第9位)奈良

(第10位)京都トゥービー

名古屋名古屋東海近江八幡彦根シャト一長浜滋賀蒲生野京都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センチユリー京都グ口-J'i'ル京都みやび京都トップス京都トゥーピ一京都ウェル

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西大阪なかのしま米子呉東広島

岩国み芯み熊本熊本ジエーンズ八代熊本むさし熊本にし熊本五福

京都トップス

京都ZERO

京都キャピタル

和歌山

新入会者、青年会員獲得数が西日本区最多 YES献金達成事業報告書

数多数 EMCに最も顕著芯働きがあった

新入会者、青年会員獲得数が西日本区第2位 YES献金達成 事業報告書

数最多 EMCIこ顕著な働きがあった

新入会者があり、年間例会出席率90%以上達成 YES献金達成事業報

告書多数 EMCIこ顕著な働きがあった

新入会者があり、ノンドロップ年間例会出席率90%以上達成

YES献金達成 EMCIこ顕著な働きがあった



ノンドロップ賞

青年会員獲得賞

年間出席率90%達成賞

YES献金目標達成賞

EMC/¥-トナー曲

EMC推進曲

国際・交流事業

最優秀曲

EF献金曲

新規交流チャレンジ賞

BF献金100%達成賞

メネット事業

メネット事業最優秀賞

メネット事業優秀賞

ヘアドネーション協力賞

メネット協働賞

メネットアクティブ賞

名古屋南山名古屋グランパス近江八幡彦根彦根シャ トー滋賀蒲生野京都プリンス京都センチユリー

京都洛中京都みやび京都ウェル和歌山大阪長野大阪高槻西宮神戸西神戸ポート さんだ芦屋岡山

呉長崎八代宮崎熊本にし熊本ネクサス 熊本スピリツト

金沢京都パレス京都トップス京都ZERO

金沢名古屋南山彦根滋賀蒲生野京都京都キャピタル京都センチユリー京都洛中京都東稜京都ウ工jレ

和歌山大阪長野大阪芯かのしま米子福山

金沢名古屋名古屋東海近江八幡彦根シャト一 長浜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センチユリー 京都グローバル京都トップス京都トウーピー 京都ウ工ル京都ZERO

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西大阪なかのしま姫路グローバル米子

広島呉東広島岩国みなみ熊本北九州福岡中央熊本ジエーンズ八代熊本むさし熊本にし熊本五福

牧野篤文(京都トップス) 田上正(熊本むさし) 澄田悦子(米子) 尾上尚司(神戸)

植浦基暁(京都トップス) 合田太一(京都) 大門和彦(京都キャピタル) 津井美智子(京都ZERO)

金沢

米子

京都 トゥーピー

青年会員を含む新入会者があり、年間例会出席率90%以上達成

YES献金達成 EMCを推進された

新入会者があり、年間例会出席率90%以上達成 YES献金達成

EMCを推進された

コロナ禍において安全対策を施し、積極的なリアル交流 (DBC交流会、

合同例会、他県からのゲストを招いての例会)を実施

熊本五福熊本京都ウエスト京都パレス京都キャピタル熊本むさし奈良 和歌山新山兼司(京都 トップス)

今井利子(大阪なかのしま) 大野嘉宏(京都パレス) 後藤有志(京都パレス) 森田美都子(京都パレス)

山岸弘侍(京都パレス) 岡見紫(京都パレス) 吉岡幸次(京都パレス) JII上孝司(京都パレス)

森繁樹(京都キャピタル) 遠藤通寛(大阪泉北) 高瀬稔彦(岩国みなみ) 森律子(八代)

田上正(熊本むさし) 深谷聡(名古屋)

熊本ジエーンズ名古屋京都ウィング京都キャピタル大阪

金沢名古屋名古屋東海近江八幡彦根シャト一長浜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センチユリー京都ウイング京都グローバル京都みやび京都トップス京都トウービー

京都ウエル京都ZERO和歌山奈良大阪泉北和歌山紀の川大阪土佐堀大阪高槻大阪西大阪芯かのしま

西宮宝塚岡山姫路グローバル米子広島呉東広島熊本福岡中央熊本ジエーンズ八代鹿児島

熊本むさし熊本にし熊本五福

奈良

京都ウェル

米子

国内プロジェクト(へアドネーション事業)において最も顕著芯功績

国内プロジェク卜(へアドネーション事業)において顕著な功績

国内プロジェクト(ヘアドネーション事業)において顕著芯功績

奈良京都ウェル米子金沢近江八幡京都東稜京都ZERO和歌山和歌山紀の川大阪センテ二アル

姫路岡山八代

滋賀蒲生野

奈良


