
平成２３年度 第７回 常任理事会議事録 

 

                         日 時：平成 23 年 9月 20 日（火）18 時 30 分 

会 場：北海道立総合体育センター研修室 

 出席者：紺屋・渋谷・阿部・大江・須田・碓井・三浦・ 

                             黒田・杉木・酒出・濱中・大村・志手・春間・

浅野                     

                             

１ 開 会 （進行：阿部副理事長）                           

 

２ 理事長あいさつ 

   

３ 協議事項  

 （１）基金の目的及び活用策の方針について             

・財団法人化の可能性は無い事を踏まえ、一般会計執行状況を理解してもらう中で基金の活用策を検討す

る必要がある。収入確保についても並行して考えることが必要。 

・次回、常任理事会において再度検討を行う。 

（２）創立 80 周年事業について 

・故中川利若名誉会長については「特別功労表彰」を贈ることで調整中。 

・小連及び実連から推薦のあった 4名を一般表彰・特別表彰者に追加することを決定。被表彰者は一般表

彰 47名、特別表彰 1名となる。 

・記念式典は 14時 30 分からとし、開式のことば…高橋副会長、式辞…近藤会長、祝辞…知事、公益財団

法人日本バレーボール協会会長、北海道体育協会会長などを考えている。 

・祝賀会は 16 時からとし、挨拶…杉本副会長、祝辞…札幌市長・UHB などを考えている。 

（３）FIVB ワールドカップ 2011 女子札幌大会について       

・各地区協会・加盟団体の先行予約については、非常に好評。 

・10 月 1 日からローソンチケットでの販売が始まる。 

・開催地の運営経費についてはＪＶＡと調整中で未決定の状態。 

・FIVB 付き通訳は 2名で良い → 学生でも会話が出来る人材が居たら情報を求む。 

・消防や警察への提出書類は警備部において作成する。 

・救急車の件については、渋谷副理事長が札幌市と調整を進める。 

・Central Referee Clini についてはこれから話しを詰める予定。 

（４）その他 

 特になし 

      

４ 報告事項 

（１）日協関係 

  ・9月 30 日 第 2回全国ブロック理事長会（ＪＶＡ事務局会議室） ･･･紺屋理事長出席 

（２）各委員会等 

■総務委員会 

・9月 11 日  ＪＶＡ元副会長 (1989～1999) 河野 徳男様ご逝去 

・10 月 1 日～2日 全道ママさん大会  ･･･近藤会長開会式出席 

 



■指導部 

・9月 3日    チーフ会議（ホテルライフォート）～2次キャンプ、3次キャンプの打合せ 

・9月 19 日  日体協指導者講習会終了 

 

■審判委員会 

・各種大会 

国際：9/15～23 アジア女子選手権（チャイニーズタイペイ）明井氏 

  道内：8/21   社会人東ブロック 9人制（稚内） 

9/10～11 コカコーラ杯選手権大会（江別） 

・各種講習会 

道内：8/28 第 2回研修会 9人制（南幌） 

講師：佐藤、西原、島貫氏受講者 10 名 

地区：8/20 地区講習会（室蘭） 

講師：酒出氏 受講者 39 名 

8/27 地区講習会（滝川・東空知） 

講師：酒出氏 受講者 30 名 

  8/27 地区講習会（富良野） 

講師：西原氏 受講者 15 名 

  9/4 地区講習会（函館） 

講師：濱中氏 受講者 26 名 

・その他 

9/1   A 級審判員認定  正岡氏（函館協会） 

9/1   A 級候補審判員認定 大塚氏（旭川協会） 

 

ワールドカップに向けて、研修計画を作成しトレーニングを行う。また、モッパー等を依頼す

る北海道体育専門学校長へ挨拶・依頼を行った。 

※１ 北海道審判員のバッジを次年度より廃止する。 

※２ クラブ連の大会に関し「派遣自費審判員の取りやめ、自費審判員数縮減」等、道クラブ連委員長

より連絡が来る予定。 

 

■強化部 

・指導者研修会開催 

   日 時：9月 4日（日） 9:00～17:00 

   場 所：札幌山の手高等学校 

   講 師：一柳 昇先生（環太平洋大学女子バレーボール部監督） 

   参加者：49 名 

     モデルチーム：国体少年選抜女子チーム、札幌山の手高等学校（女子）、江別中央中学校（女子） 

研修内容：研修前に参加者にアンケートを求め、参加者のリクエストに応じ、特に女子選手の育

成に関する練習方法や組み立てについて研修した。 

 

■競技委員会 

・天皇杯･皇后杯北海道ブロックステージ終了（小樽市）  男子 7チーム、女子 7チームが参加 

 男子代表：東海大学札幌校舎    女子代表：札幌大谷高等学校 



 ファイナルラウンド：東京体育館 

・全国社会人 9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会 

 日 程：10 月 7日～10 月 10 日（旭川市）     男子 36 チーム、女子 22チーム参加 

・全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道バレーボール協会推薦チーム 

・前年度優勝チーム  男子：とわの森三愛高等学校、女子：帯広南商業高等学校 

    ・北海道高等学校総合体育大会 

男子：札幌藻岩高等学校／札幌第一高等学校／とわの森三愛高等学校／東海大学付属第四高等学校 

女子：札幌山の手高等学校／札幌大谷高等学校／旭川実業高等学校／札幌北斗高等学校 

 

■一貫指導 

・クラブ交流会大会  期日：10 月 9日（日） 会場：東海大学付属第四高等学校 

■小連 

・日体協指導資格（専門教科）の単位取得について 

全国小学生バレーボール指導者講習会（一次、二次、仮称三次）の受講により日体協指導者資格専

門教科全単位を取得可能となる。 

・北海道小学生バレーボール教室･指導者研修会 

期日：9月 10 日（土） 会場：帯広 講師：山崎 達也 

期日：10 月 8 日（土） 会場：名寄 講師：芳賀 一行 

・北海道小学生ソフトバレーボール大会 

期日：8月 20 日（土） 会場：函館市民体育館 

期日：9月 19 日（土） 会場：帯広の森体育館 

■中体連 

・全国中体連結果  岩見沢清園中学校男子：3位 

・9月 19 日～22 日 全国合宿（男子：3名 女子：2名参加） 

■高体連 

・9月 27 日（火）～28 日（水） 第 3回専門委員会（滝川市） 

・10 月 7 日（金）～9日（日） 全国高体連第 2回常任委員会（山口県） 

・8月 26 日（金）～28 日（日） 長身選手発掘育成ブロック合宿（芦別市） 男女各 30 名参加 

■学連 

・10 月 24 日（日）美瑛町にて町主催により小中学生を対象としたバレーボール教室を開催 

■家婦連 

・第 24 回 ほくでんカップ北海道家庭婦人バレーボール大会終了 

Ａブロック優勝：篠路フレンズ 準優勝：日の出はまなす 

Ｂブロック優勝：美瑛すずらん 準優勝：ほしおき 

（３）その他 

   ○札幌協会行事日程 ・第 3回常任理事会 9/29 ・第 4回常任理事会 10/20 

             ・春高実行委員会  10/26 ・春高全道大会  11/3～6 

 

５ 閉 会 

 

【次回常任理事会 10 月 29 日（土）9:30～／会場 北海きたえーる小研】 


