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東日本区表彰一覧

理 事 表 彰
東日本区奈良傳賞
小峰理孝さん（埼玉クラブ 1929 年 10 月 31 日生まれ 91 歳）
埼玉クラブ（1976 年 2 月 29 日創立）の在籍する唯一のチャーターメンバーで、クラブの精神的な
アイデンティティー、組織継続の原動力となっておられます。ご自身が所有されているビルの 1 階
をクラブの例会の会場として永年無料で提供されています。東日本区大会には毎年欠かさず出席、年
末年始に YMCA 東山荘で開催される東西日本区との合同新年会の永世世話人を務められています。
日本区が東西に分離直後の東部部長（当時）、トラベル・コーディネーターなどを歴任され、埼玉
YMCA 設立の準備委員として大きく貢献されました。
アイバンクやライオンズクラブなど多方面でご活躍しておられます。
池谷 淳さん（下田クラブ 1932 年 4 月 29 日生まれ、2021 年 6 月 4 日逝去 享年 89）
下田クラブ（1981 年 6 月 21 日創立）の創立者で、チャーターメンバーとして入会され、40 年間に
わたり活動を続けてこられました。クラブ創立より 3 期連続で会長を務められクラブの体制を固め
られ、2001～2002 年度には富士山部部長を務められました。下田市長でもあった 2002 年に黒船祭
協賛「日米いかだ乗り競漕大会」を発案され、この行事はその後もビッグイベントとして継続され、
ワイズメンズクラブの認知度の向上に繋がりました。下田市長は 4 期 16 年歴任されました。地域奉
仕事業、青少年育成活動、障がい者福祉事業など、多くの事業に貢献されました。最近は健康上の理
由で功労会員として在籍しておられましたが、6 月 4 日に急逝されました。生前に受賞の決定をお知
らせしていましたが、区大会での授賞は叶いませんでした。
最優秀クラブ賞
甲府21クラブ
会員増強、CS 活動、山梨 YMCA の支援、SNS による社会への情報発信などを積極的に展開さ
れました。また、区大会のホストを務められました。
優秀クラブ賞
石巻広域クラブ
東日本大震災復興活動支援を続けておられます。
また活動を SNS で社会に PR し続けておられます。
理事特別賞
富士クラブ
故樫村好夫ワイズの御遺志をクラブから 100 万円を東日本区に寄付されました。
あずさ部
会員増強、CS 活動、献金総額、区大会の支援など、コロナ禍にあっても多くのクラブが創意工夫
をして活動を続けられました。また適時、的確に部業務を遂行されました。
利根川恵子さん(川越)
ズームによる英語での国際会議や研修が大幅に増加。日本からの参加者のためにご自身の職域
を越えボランティアで日英の同時通訳を務めてくださいました。
ブリテン最優秀賞
横浜とつかクラブ
毎回多くのメンバーが寄稿に参加、ブリテンを通してクラブ内のコミュニケーションが図られてい
ます。発行が時間厳守で速やかに行われています。

地域奉仕・YMCA サービス事業表彰
地域奉仕活動特別賞
富士五湖クラブ
フライングディスク大会＆Week4Waste 開催
コロナ禍において感染防止対策をとりながら、富士五湖クラブ単独主催による「第 10 回障がい
者フライングディスク大会 in 北麓」が 150 名参加で開催され、ワイズ近隣クラブの応援、各種
地元ボランティア団体、山梨県フライングディスク協会など多くの協力者を得て実施。大会終了
後にワイズ国際協会の新規プロジェクト Week4Waste(環境美化活動)をフライングディスク大
会と合わせ、多くの参加者にアピール。今期の CS 活動として評価致しました。
YMCA サービス特別賞
甲府 21 クラブ
山梨 YMCA 新会館建設支援において、新型コロナの影響で YMCA 事業、運営に多くの困難が
伴う中、
山梨 YMCA 新会館建設にあたり尽力されました。新会館建設の為の建設募金集めでは、
総枚数 2400 通のダイレクトメール封入作戦を 25 名で実施。東西のワイズと全国の YMCA に
支援依頼をし、全国から協力を得るなど、新会館建設に多くの方に関わりを持って頂きました。
また、Week4Waste(環境美化活動)を通して山梨 YMCA 周辺地域の地元のみなさまとの交流に
力を注いて頂いた事も合わせ高く評価致します。
CS 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京たんぽぽ(2,332 円) 2 位：石巻広域(1,980 円) 3 位：東京サンライズ(1,701 円)
CS 献金達成賞
十勝、仙台、宇都宮、仙台青葉城、仙台広瀬川、石巻広域、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、
所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、東京、東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、東京
町田スマイリング、甲府、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、横浜つづき、熱海、沼津、伊東、下田 (36 クラブ)
年賀切手収集協力賞
1 位：石巻広域(89 枚) 2 位：東京サンライズ(32 枚) 3 位：東京たんぽぽ(9 枚)、東京(5 枚)
ASF 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：横浜とつか(4,167 円) 2 位：東京たんぽぽ(1,214 円) 3 位：東京多摩みなみ(1,100 円)
ASF 献金達成賞
北見、十勝、宇都宮、仙台青葉城、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、
川越、千葉ウェスト、東京、東京むかで、東京世田谷、東京町田コスモス、東京多摩みなみ、東京
町田スマイリング、甲府、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京たん
ぽぽ、富士五湖、長野、横浜、鎌倉、横浜とつか、横浜つづき、横浜つるみ、熱海、沼津、伊東、
御殿場 (36 クラブ)
FF 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京たんぽぽ(929 円) 2 位：東京(769 円) 3 位：東京サンライズ(563 円)
FF 献金達成賞
十勝、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、東京、
東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、甲府、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、
甲府 21、東京たんぽぽ、長野、横浜、鎌倉、横浜つづき、横浜つるみ、熱海、沼津、伊東
(28 クラブ)

会員増強事業表彰
EMC-E 部門
新クラブ設立賞(千葉ウェストクラブをチャーター)
千葉クラブ
関東東部エクステンション委員会

EMC-MC 部門
新入会員獲得最優秀賞
甲府 21 クラブ(9 名)
新入会員獲得優秀賞
石巻広域(5 名)、御殿場(4 名)、東京サンライズ(3 名)、熱海(3 名)
新入会員獲得努力賞(2 名)
宇都宮、足利、もりおか、所沢、東京世田谷、甲府、横浜、沖縄那覇
新入会員獲得特別賞(個人として会員増強に貢献)
新入会員獲得最優秀賞
宮岡宏実さん(甲府 21) 7 名
新入会員獲得優秀賞
髙田一彦さん(千葉ウェスト)4 名、大久保知宏さん(宇都宮)2 名、諏訪治男さん(足利)2 名
濱塚有史さん(もりおか)2 名、石川光晴さん(石巻広域)2 名
SNS 活用部門
クラブの“魅力”発信賞
石巻広域クラブ
YouTube、FB(フェイスブック)等を活用し、ワイズメンズクラブの活動を広く外部に発信、
会員増強にも繋げました。
エクステンション委員会部門
最優秀賞：関東東部
新クラブの設立に向けた継続的な活動や「EMC を考える集い」の開催
優秀賞：東新部、あずさ部、湘南･沖縄部
東新部は「EMC セミナー」の開催。
あずさ部は 4 回の委員会を開催し、新クラブ設立を模索しまた。
湘南・沖縄部は毎月委員会を開催し、
「つながりマスク」作成などを通して会員増強に努めました。

国際・交流事業表彰
BF 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京(2,515 円) 2 位：東京サンライズ(2,267 円) 3 位：東京西(2,230 円)
BF 献金達成賞
十勝、札幌北、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、
東京、東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、東京町田スマイリング、甲府、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、
横浜つづき、熱海、沼津、伊東 (30 クラブ)
BF 使用済み切手収集優秀賞
1 位：東京町田スマイリング(20,100 円) 2 位：仙台 (12,300 円)
BF 使用済み切手収集協力賞
仙台、東京、東京多摩みなみ、東京町田スマイリング、甲府、東京西、東京サンライズ、甲府 21、
東京たんぽぽ、富士五湖 (10 クラブ)
TOF 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京たんぽぽ(2,157 円) 2 位：東京多摩みなみ(1,664 円) 3 位：東京西(1,650 円)
TOF 献金達成賞
十勝、札幌北、仙台、仙台青葉城、仙台広瀬川、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、
東京ひがし、川越、千葉ウェスト、東京、東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、甲府、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、横浜つづき、熱海、沼津、伊東、下田 (34 クラブ)
RBM 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京江東(3,063 円) 2 位：東京たんぽぽ(1,514 円) 3 位：東京サンライズ(900 円)

RBM 献金達成賞
十勝、札幌北、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、
東京、東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、甲府、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、横浜つづき、
熱海、沼津、伊東、下田、御殿場 (32 クラブ)
YES 献金貢献賞(一人当たり)
1 位：東京多摩みなみ(591 円) 2 位：東京サンライズ(563 円) 3 位：東京西(550 円)
YES 献金達成賞
十勝、宇都宮、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、
東京、東京むかで、東京世田谷、東京多摩みなみ、東京町田スマイリング、甲府、東京西、東京
武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京たんぽぽ、富士五湖、長野、横浜、鎌倉、
横浜つづき、熱海、沼津、伊東 (30 クラブ)
IBC 締結賞
甲府 21 クラブ(アデレードクラブ/オーストラリア区)
DBC 締結賞
石巻広域クラブ、東京むかでクラブ(神戸ポートクラブとトライアングル)

ユース事業表彰
YIA 優秀賞
東京クラブ
11 月例会をユースナイトとして多くのユースの話を聞きました。
3 月の例会では日本のお茶をアジアからの留学生に飲んでもらいました。
YIA 特別賞
東京江東クラブ
例年どおりユース活動報告例会を実施。今回は対面と ZOOM によるハイブリッド例会を行いま
した。4 名のリーダーから全リー研、お楽しみ保育、サッカークラスの活動報告を頂きました。
コロナ禍の中でも、リーダー達が、できることを精一杯やって、子供たちに真摯に向き合い活動
をしている姿をみて、我々ワイズメンが強い感銘をうけ、心に残る例会が出来ました。
東京八王子クラブ
中央大学の学 Y を支える活動を継続的に行っています。
ロースター広告協力賞
十勝、札幌北、仙台、宇都宮、仙台青葉城、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、東京町田コスモス、東京センテニアル、
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、横浜、鎌倉、横浜
とつか、厚木、横浜つづき、熱海、熱海グローリー、富士 (33 クラブ)

PWALP 協力賞(ワイズ創始者ポール・ウィリアム・アレキサンダー遺産計画)
十勝、宇都宮、石巻広域、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、
茨城、千葉ウェスト、東京、東京むかで、東京世田谷、東京町田コスモス、東京多摩みなみ、東京
町田スマイリング、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京たんぽぽ、
長野、横浜、熱海、熱海グローリー、御殿場 (29 クラブ)
全献金達成クラブ（献金事業 8 種全てを目標達成したクラブ）
十勝、東京江東、千葉、東京グリーン、東京北、所沢、東京ひがし、川越、千葉ウェスト、東京
世田谷、東京多摩みなみ、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京たん
ぽぽ、長野、横浜、熱海 (20 クラブ)

