2014-2015 年度 東日本区表彰一覧
理事表彰
優秀クラブ賞
東京八王子
クラブ創立 20 周年を機に、IBC、行政との連携によって「八王子・台湾高雄ユース交流コン
サート」を企画・開催し、国際交流、ユース支援、地域奉仕の各面で大きな成果があり、ワイ
ズの PR にも繋がった。チャリティーコンサートの開催も 17 回を数えている。
厚木
第 18 回東日本区大会のホストクラブとして自ら名乗りを挙げ、クラブ一丸となって準備を重
ね、大会開催に至った。大会の準備を進める中で、多くの新入会員も獲得し、活力に溢れる
クラブとなっている。
理事特別賞
所沢
東日本大震災被災者支援の街頭募金を現在に至るまで毎月継続して実施している。
東京ベイサイド
新設クラブでありながら、ロールバックマラリア、YMCA 支援、新会員獲得等に精力的に取り
組んでいる。
東京武蔵野多摩
モンゴル・ウランバートルクラブのチャーターに際し、IBC と共同スポンサークラブとなり、国
際的な交流・支援に貢献した。
ブリテン表彰
最優秀賞
東京グリーン
読みやすく記事が整理されており、クラブの活動記録、会員への連絡手段、EMC のツール
として高い機能を発揮している。会員の投稿記事、書評など、読んで楽しい記事も多い。
努力賞
東京目黒、東京まちだ、東京たんぽぽ
地域奉仕事業表彰
CS 活動特別賞
富士五湖
障害者フライングディスク大会 in 郡内、富士吉田市パインズパーク内の遊歩道の整備
YMCA サービス特別賞
沖縄那覇
沖縄 YMCA の公用車購入の支援、沖縄 YMCA の事業支援推進、身体障害児のためのア
メンボキャンプへの支援
環境キャンペーン優秀賞（電気使用量チェックにクラブメンバーが 80％以上参加したクラブ）
東京北（100％）、東京目黒（100％）、東京まちだ（100％）、仙台青葉城（93％）、
東京武蔵野多摩（91％）、東京八王子（90％）、鎌倉（83％）、横浜とつか（83％）

一人当たり CS 献金貢献賞
1 位：東京目黒（4,502 円）、2 位：東京（2,735 円）、3 位：沖縄那覇（2,000 円）、4 位：熱海（1,897 円）、
5 位：東京八王子（1,847 円）
年賀切手収集貢献賞
1 位：安田克己さん(熱海）(200 枚)、2 位：村田榮さん(那須）(153 枚)、
3 位：持田二郎さん（東京）(112 枚)、4 位：福島正さん（東京目黒）(103 枚)
CS 献金達成賞
札幌、北見、札幌北、仙台、仙台青葉城、会津、宇都宮東、那須、もりおか、仙台広瀬川、
東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、東京ひがし、川越、東京、東京むかで、
東京世田谷、東京目黒、東京まちだ、東京コスモス、東京銀座、甲府、東京山手、東京西、
松本、東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、横浜、沖縄那覇、
鎌倉、横浜とつか、厚木、横浜つづき、熱海、沼津、伊東、三島、下田、熱海グローリー、
御殿場、富士、富士宮 (47 クラブ)
一人当たり ASF 献金貢献賞
1 位：仙台広瀬川（1,300 円）、１位：伊東（1,300 円）、3 位：十勝（1,250 円）、4 位：東京(1,090 円)
ASF 献金達成賞
北見、十勝、札幌北、仙台青葉城、宇都宮東、もりおか、仙台広瀬川、東京江東、千葉、
東京グリーン、東京北、所沢、川越、東京、東京むかで、東京世田谷、東京目黒、
東京まちだ、東京コスモス、甲府、東京山手、東京西、松本、東京サンライズ、甲府２１、
東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、横浜、鎌倉、横浜とつか、横浜つづき、熱海、伊東、
下田、熱海グローリー (36 クラブ)
FF 献金貢献賞
1 位：東京（40,000 円）
ＦF 献金達成賞
北見、札幌北、もりおか、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、川越、東京、
東京世田谷、東京目黒、東京まちだ、東京コスモス、東京山手、東京西、松本、
東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、富士五湖、横浜、横浜とつか、下田、
熱海グローリー (25 クラブ)
会員増強事業表彰
ＥＭＣ－Ｅ表彰 (新クラブ設立)
新クラブ設立賞
東京江東、東京ひがし （東京ベイサイドクラブのスポンサークラブ）
ＥＭＣ－Ｍ表彰（新入会員獲得） (2014 年 5 月 1 日～2015 年 4 月 30 日の実績)
EMC-M 最優秀賞 (5 名獲得)
熱海
EMC-M 優秀賞 (3-4 名獲得)
宇都宮、東京北、茨城、東京世田谷、甲府２１、厚木
EMC-M 努力賞 (2 名獲得)
札幌、札幌北、もりおか、東京むかで、東京サンライズ、長野、横浜、沖縄、伊東、御殿場
EMC-M 特別賞
堀江和広さん(東京ベイサイド)：13 名紹介
インビテーションキャンペーン最優秀クラブ賞
東京八王子(83p)
インビテーションキャンペーン優秀クラブ賞
東京たんぽぽ(76p)、東京(46p)、東京世田谷(41p)、横浜つづき(41p)
インビテーションキャンペーン最優秀個人賞
中塚辰夫さん（東京八王子）(57p)

インビテーションキャンペーン優秀個人賞
越智京子さん(東京たんぽぽ)(40p)、森本晴生さん(東京むかで)(25p)、長澤弘さん(東京)(23p)
ＥＭＣ－C 表彰 （出席率、退会者ゼロ）
EMC-C 最優秀賞(出席率 100%)
熱海
EMC-C 優秀賞(出席率 90%以上)
東京たんぽぽ(99%)、横浜つづき(98%)、会津(97%)、伊東(97%)、熱海グローリー(95%)、
三島(94%)、東京北(93%)、東京むかで(92%)、東京目黒(92%)、宇都宮東(92%)、御殿場(92%)、
横浜とつか(91%)、東京まちだ(90%)
ノンドロップ賞（退会者ゼロ）
北見、仙台、前橋、仙台青葉城、足利、会津、宇都宮東、那須、仙台広瀬川、千葉、東京北、
所 沢 、茨城 、 東京 、東京 む かで 、 東 京目 黒、 東 京 コスモ ス 、信越 妙高 、 東京銀 座 、東京 西 、
東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、鎌倉、
横浜とつか、厚木、富士宮、（31 クラブ）
国際・交流事業表彰
一人当たり BF 献金貢献賞
1 位：伊東（5,500 円）、2 位：東京（4,495 円）、3 位：東京目黒（3,356 円）
BF 献金達成賞
北見、十勝、札幌北、宇都宮東、もりおか、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、川越、東京、
東京むかで、東京世田谷、東京目黒、東京まちだ、東京コスモス、甲府、東京山手、東京西、松本、
東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、長野、横浜、鎌倉、厚木、熱海、
沼津、伊東、三島、下田、熱海グローリー、御殿場、富士 (37 クラブ)
BF 使用済み切手収集優秀賞
1 位：仙台（7,800 円）、2 位：横浜とつか（4,242 円）、3 位：甲府（3,743 円）
ＢＦ使用済み切手収集協力賞
北見、仙台、会津、もりおか、仙台広瀬川、東京江東、千葉、川越、東京、東京目黒、東京まちだ、
東京白金高輪、甲府、東京山手、東京武蔵野多摩、東京サンライズ、東京八王子、東京たんぽぽ、
横浜とつか、厚木、三島、熱海グローリー (22 クラブ)
一人当たり TOF 献金貢献賞
1 位：東京グリーン（2,842 円）、2 位：鎌倉（2,614 円）、3 位：東京（2,490 円）
TOF 献金達成賞
北見、十勝、札幌北、仙台、宇都宮、会津、宇都宮東、もりおか、東京江東、千葉、
東京グリーン、東京北、東京ひがし、川越、東京、東京むかで、東京世田谷、東京目黒、
東京まちだ、東京コスモ ス、東京センテニアル、甲府、東京山手、東京西、東京武蔵野多摩、
松本、東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、長野、横浜、
鎌倉、横浜とつか、厚木、横浜つづき、熱海、沼津、伊東、三島、下田、熱海グローリー、
御殿場、富士、富士宮 (46 クラブ)
RBM 献金貢献賞
1 位：東京ベイサイド（246,496 円）、2 位：東京（48,400 円）、3 位：熱海（47,000 円）
RBM 献金達成賞
十勝、札幌北、もりおか、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、川越、東京、
東京むかで、東京世田谷、東京目黒、東京まちだ、東京コスモス、東京山手、東京西、
松本、東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、横浜、鎌倉、
横浜とつか、横浜つづき、熱海、沼津、下田、熱海グローリー、御殿場、富士、富士宮
(34 クラブ)

YES 献金貢献賞
1 位：東京（28,500 円）
YES 献金達成賞
札幌北、宇都宮、仙台青葉城、もりおか、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、
東京ひがし、川越、東京、東京世田谷、東京目黒、東京コスモス、東京山手、東京西、
東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、富士五湖、横浜、鎌倉、
横浜とつか、横浜つづき、熱海グローリー (27 クラブ)
グランドスラム賞
（一人あたりの目標額以上を BF、TOF、RBM、YES のすべてで達成したクラブ）
札幌北、もりおか、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、川越、東京、東京世田谷、東京目黒、
東京コスモス、東京山手、東京西、松本、東京サンライズ、甲府２１、東京八王子、富士五湖、横浜、
鎌倉、熱海グローリー （21 クラブ）
ＩＢＣ締結賞
十勝
IBC 交流優秀賞
千葉、東京武蔵野多摩、東京八王子、沼津
DBC 締結賞
もりおか、那須、東京目黒、沼津
DBC 交流優秀賞
仙台青葉城、東京西
ユース事業表彰
ＹＩＡ推進賞 （京都・アジア地域ユースコンボケーションにユースを派遣したクラブ）
札幌、宇都宮、埼玉、東京山手、東京武蔵野多摩、東京たんぽぽ
ＹＩＡ努力賞 （ユースの支援、育成に努めたクラブ）
那須、千葉、茨城、東京武蔵野多摩、東京八王子
プルリング収集優秀賞
1 位：東京グリーン（151 ㎏）、2 位：東京サンライズ（92 ㎏）、3 位：東京ひがし（91 ㎏）
4 位：所沢(82 ㎏)、5 位：東京ベイサイド(75 ㎏)、5 位：東京たんぽぽ（75 ㎏)
ロースター広告協力賞
札幌、十勝、札幌北、仙台、宇都宮、仙台青葉城、足利、那須、仙台広瀬川、東京江東、千葉、
東京グリーン、東京北、所沢、川越、茨城、東京、東京むかで、東京世田谷、東京目黒、東京まちだ、
東京コスモス、東京センテニアル、東京山手、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、
東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、横浜、鎌倉、横浜とつか、厚木、横浜つづき、熱海、沼津、
熱海グローリー、富士 (40 クラブ)
LT 事業表彰
LT 優秀賞
横浜
ＩT 事業表彰
ＩT 優秀賞
東京ベイサイド
メネット事業表彰
メネット優秀賞
東京江東

