
平成２４年度 第１回常任理事会 議事録 

 

日 時 : 平成２４年４月２８日(土) ９:３０ 

会 場 : 北農健保会館 会議室 

出席者 : 紺屋・渋谷・阿部・大江・須田・碓井・三浦・黒田・杉木 

                   酒出・大村・志手・春間・(浅野代理) 

 

１.開  会 

 

２.理事長あいさつ 

  ３月の理事会、評議員会での議題を今年度中に解決する方向で推進していきたい。 

  各委員会での全道委員長会議並びに各講習会及び研修会の実施ご苦労様でした。 

 

３.協議事項 

(1)理事会・評議員会における課題等に関する今後の対応について 

 平成２４年３月２６日(月)１８時３０分より、正副理事長・総務委員長の参加による会議を実施

し、課題等の整理、方向性の検討を図る。 

① クラブチーム等社会人チームの育成・増加対策について 
道協会とクラブ連盟との合同会議を４月２８日(土)１３:００より実施し、方向性を調整する。 

結果については、次回常任理事会で検討し、議事録で報告する。 

② 地区協会等との連携強化について 
常任理事会の出席する道協会主催の各種事業等を通じて地区協会関係者と意見交換を実施する

機会を持ったり、試行的に道協会役員を地区に１～２回(事業をしぼって)派遣するようにする。 

③ 理事・評議員定数見直しに係わる規程等見直しについて 
会議の効率化、財政の最少活用化等を目的に、理事会及び評議員会の役割について、道協会の

規程原案を渋谷副理事長が作成し、原案をもとに検討することを組織検討委員会(委員長:大橋

公徳氏)に伝える。 

 ※上記３課題についての内容や方向性は、次回常任理事会で検討後、議事録で報告していく。 

(2)平成２４年度各種会議等の開催日程について 

【各種会議予定日程】 

平成２４年６月 ２日(土) 第 ２回常任理事会 北農健保会館 

      ７月２１日(土) 第 ３回常任理事会 天皇杯・皇后杯大会会場 

      ８月 ４日(土) 第 ４回常任理事会 北海きたえーる 

              第 ２回理 事 会 北海きたえーる 

      ９月２２日(土) 第 ５回常任理事会 北海きたえーる 

     １０月３０日(火) 第 ６回常任理事会 北海きたえーる 

     １１月１７日(土) 第 ７回常任理事会 北海きたえーる 

     １２月１５日(土) 第 ８回常任理事会 北海きたえーる 

              第 ３回理 事 会 北海きたえーる 

平成２５年１月２６日(土)  第 ９回常任理事会 北農健保会館 

                臨時評議員会  北農健保会館 

      ２月２３日(土) 第１０回常任理事会 監査 北海きたえーる 

      ３月 ２日(土)  第１１回常任理事会 北海きたえーる 

      ３月 ９日(土)  第 １回理事会 評議員会 北農健保会館 



(3)高校選手権大会のアンケートについて 

  札幌市北海きたえーるを会場に開催している全日本バレーボール高等学校選手権大会北海

道代表決定戦について、チームが参加しやすく、またチームの実力が発揮しやすい大会とし

ていくために、競技委員会と高体連の連名により、各地区協会などへ開催日程等に関するア

ンケート調査を実施したいと考えている。 

内容が固まり次第、アンケート用紙を送付し意見集約して報告したい。 

 

４.報告事項 

 (1)日協関係 

   ・４/１３ 加盟団体代表委員総会報告 

① 平成２４年度事業計画について 
② 平成２４年度収支予算について 
③ その他 
功労者・功労団体表彰式 山﨑宣夫顧問が功労賞授賞 

  (2)各委員会等 

   □ 総務委員会 

    ・3/15 平成２３年度MRS配賦金６１２,７４０円入金(配賦金合計額２,６６５,２７４円) 

・3/26 正副理事長会議(於:学連事務局) 正副理事長・総務委員長 

    ・4/ 1公益財団法人北海道体育協会設立(旧:財団法人北海道体育協会) 

    ・4/ 2 北海道工業大学新体育館落成記念事業「HITジュニアスポーツクリニック」の後援 

依頼について承諾５/１２(土)同大学体育館 講師:大山加奈氏 

    ・4/10 伊達市総合体育館開館記念事業「宝くじスポーツフェア(はつらつママさんバレーホ゛ 

―ル)」の協力依頼について承諾６/３０(土)～７/１(日) 伊達市総合体育館 

    ・4/20道クラブ連盟創立３０周年記念式典(於:小樽) 花田副会長出席 

    ・4/28 道クラブ連盟との意見交換(於:北農健保会館) 理事長ほか 

    ・全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会(釧路) に会長出席 

    ・濱中常任理事(任期中継続)にかわり、常任理事会には代理として浅野氏が参加する。 

□ 競技委員会 

・3/17～18 平成２３年度全国競技委員長研修会報告 

・4/14 競技委員会研修会 全道競技委員長・開催地事務局長研修会 

・「北海道高等学校バレーボール新人大会」競技日程変更 

２０１３/２/８(金)～１０(日) → ２/１(金)～３日(日) 開催地:小樽 

・平成24年度北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(北海道予選会)開催要項 

・平成24年度全国ヴィンテージ８’sバレーボール交流大会開催要項 

・平成24年度第3回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会開催要項(案) 

□ 審判委員会 

・全国大会 Ｖプレミア男女セミ・ファイナル Ｖチャレンジ 印藤氏・明井氏・村中氏 

・全国講習会 全国６・９人制 判定指導員 日小連 １３名参加 

・ブロック・伝達講習会 ＪＶＡ講師：６人制伊藤氏 ９人制森井氏 １１６名受講 

・地区・加盟団体講習会 中体連 ３８名  帯広 ７６名 稚内 ３４名 名寄 １２名受講 

□ 一貫指導委員会・強化部 

・中期計画の事業取り組み(国体壮行試合)について 

・平成２４年度ＪＯＣスタッフについて(敬称略) 

【男子】監 督：佐々木 厚志(恵庭市立恵明中学校) 



    コーチ： 中濱 孝志 (札幌市立稲陵中学校) 

マネージャ―： 大橋  巧 (札幌市立稲積中学校) 

     【女子】監 督：渡辺  圭 (江別市立中央中学校)  

コーチ：吉田  久 (留萌町立留萌中学校) 

マネージャ―： 石塚  友 (帯広市立第八中学校) 

アシスタント： 浅井 亜美 (豊富町立豊富中学校) 

     ・平成２４年度選手強化事業年間助成額(道体協)１,８１３,０００円 

□ 一貫指導委員会・指導部 

・３/２６～２８ 第２１回北海道中学生バレーボール優秀選手選抜大会 終了 

【男子】優 勝 江別選抜        【女子】優 勝 帯広選抜 

    準優勝 旭川選抜            準優勝 釧路選抜 

第3位 札幌北選抜・札幌南選抜     第3位 函館選抜・室蘭選抜 

     三上部長が視察のため来道。 

     ・４/７ 指導普及委員長会議 (於：北翔大学) ジュニアキャンプ実技研修 

     ・５/３～５ 第３２回北海道中学生バレーボール選抜優勝大会 

□ 小連 

・６/２３(土)～２４(日) 富良野スポーツセンター他 

ファミリーマートカップ第32回全日本バレーボール小学生大会北北海道大会 

・７/７(土)～８(日) 函館市民体育館他 

 ファミリーマートカップ第32回全日本バレーボール小学生大会南北海道大会 

□ 中体連 

・４/２１～２２ 日本中体連審判委員会 

・６/２ (公財)日本中体連バレーボール競技部常任委員会 

・８/１～３ 全道中体連 小樽市予定 ※今年度よりニューボール使用 

全道大会の開催要項は、５/１０理事会にて確定。 

□ 高体連 

・室蘭支部専門委員長 堀尾 陽二氏(静内高校)に変更 

・４/１７～１８ 第１回専門委員会 

・５/１７(木) 道高体連部長・委員長・当番校合同会議 

・６/４(月) 平成２４年度高校総体抽選会 

・６/１２(火)～１５(金) 平成２４年度高校総体 北見市 

・７/１(日) 全国高校総体抽選会 

□ 学連 

・４/２９(日)～３０日(月) 大学リーグ春季大会 男女５０チーム参加 札幌大学他 

・６/２７(水)～７/１(日) 東日本バレーボール大学選手権大会 

             北海きたえーる他 男女１００チーム参加予定 

□ クラブ連 

・４/２０(金)  創立３０周年記念式典・祝賀会   小樽市 

・４/２１～２２ 創立３０周年記念会長杯大会開催 小樽市 男子14チーム女子15チーム 

・９/８～９  コカ・コーラ杯大会も創立３０周年記念事業の一環として開催 

 

５.閉  会 

 

【次回 第２回常任理事会 ６月２日(土)９時３０分 / 北農健保会館】 


