
平成 24年度 第 3回 常任理事会 議事録 

 

日 時：平成 24年 7月 21 日（土）9時 

 会 場：東海大学 1211会議室 

                            出席者：紺屋・渋谷・阿部・大江・須田 

碓井・黒田・杉木・酒出・春間・櫻庭 

 

★ 常任理事全員で 6 月 24 日にお亡くなりになられた当協会副理事長 櫻田 義人様のご逝去を悼み

黙とうをささげる。 

１ 開 会（議長：渋谷副理事長） 

 

２ 理事長あいさつ 

  ・Ｖリーグ女子大会の函館市開催が決定し、東レ、ＪＴなど女子 4チームが来道する。9月 1日に東

京でチーム・開催地合同会議が開催され、この会議に函館協会佐藤理事長が出席する。 

  ・小樽市で開催される全国ヴィンテージ’8の抽選会が 9月 1日に行われる。 

 

３ 協議事項 

 （１）一貫指導委員長について                          

   ・櫻田副理事長のご逝去により常任理事及び副理事長、一貫指導委員長が空席である。その後任

者について協議をする。 

    ○常任理事及び副理事長 → 残任期間がわずかなため空席とする。 

    ○一貫指導委員長    → 紺屋理事長が兼務することとする。 

 （２）第 2回理事会の議案及び報告事項の確認について 

   ・当日の日程及び議案等について確認する。なお、会議資料は各理事へ事前に送付する。 

    ○開催日：8月 4日（土） ○会 場：ポールスター札幌 

     ①常任理事会 13時から ４階「しゃくなげ」  

     ②理事会   15時から ４階「しゃくなげ」 

     ③懇親会   17時から 地下 1階「レストランサブール」  

※顧問、参与も出席して懇親を深める。（会費：4千円） 

    ○協議事項  

     ①平成 25年度全道大会開催地（案）について 

      ・平成 25年度の全道大会開催地（案）のほか、全道大会開催主管協会年次別一覧（案）及

び平成 7年度以上各種大会参加一覧の 3資料を理事会へ提案する。 

    ○報告事項 

     ①道協会新規約（素案）の概要について 

      ・組織検討委員会からの答申を基に常任理事会で検討した役員定数改定（素案）と評議員

会及び理事会の権限等を見直す新たな道協会規約改正（素案）の概要について理事会へ

報告し、意見などを書面により 8月末を目途に求める。 



       ◆役員定数改定（素案）の概要  

評議員定数（現行）33名→（改定案）17名  ※答申よりも定数を半減する。 

理事定数 （現行）47名→（改定案）26名  ※答申の人数とする。 

常任理事 （現行）16名→（改定案） 8名  ※答申の人数とする。 

 選考委員会 ※答申のとおり選考委員会を設置し、地区及び加盟団体から推薦された評

議員・理事候補者から評議員・理事を選考する。 

       ◆規約改正（素案）の概要 

        評議員会の権限としては 

①役員の選任及び解任、②各事業年度の決算の承認、③規約の変更、④財産の処分 

        理事会の権限としては、 

  ①評議員会の日時及び場所並びに目的事項等の決定、②規程の制定、変更及び廃止 

         ③協会の業務執行の決定、④理事の職務執行の監督、⑤常任理事の選任及び解職 

     ②道クラブ連との意見交換会結果の概要について 

      ・4 月 28 日に行った道クラブ連との意見交換会の結果について理事会へ報告し、社会人チ

ーム及び選手の増加や大会等について意見を求める。 

 （３）その他  

   ○競技人口拡大プロジェクトについて 

    ・道協会もＪＶＡと連携して競技人口の拡大に取り組む。このため、各常任理事は地区協会等

における取組事例などを持ち寄るほか、今後、常任理事会の課題として議論を深める。 

   ○第 7回Ｕ14男子大会兼第 4回Ｕ14男子北海道ブロック大会について 

・次に日程等により開催する。 

と き：10月 7日(日)・8日(月) ※チーム数により 7日(日)のみ開催もある 

ところ：東海大学付属第四高等学校体育館 

 

４ 報告事項 

 （１）日協関係 

   ○全国ブロック理事長会議（6/6・東京都） ～紺屋理事長出席 

   ○加盟団体代表委員総会(7/9・東京都)   ～紺屋理事長出席 

    ※9月 4日に全国ブロック理事長会議開催 

 （２）各委員会等  

   ○総務委員会 

    ・6/2 総務委員会（北農健保会館） 

    ・6/3 全国 6人制リーグ地区実行委員長会議(東京都) ～大橋道クラブ連理事長出席 

    ・6/22 道体協表彰式 ～堂垣内尚弘記念賞 嶋倉副会長受賞、道体協表彰 川村監事受賞 

    ・6/22 道体協創立 80 周年記念・公益財団法人移行祝賀会 ～近藤会長出席 

    ・6/24 副理事長 櫻田義人様ご逝去 ～道協会特別表彰決定(26日贈呈) 

    ・7/2 JVA元専務理事 小山 勉様ご逝去 ～弔電・供花対応 

    ・7/8 ロンドンオリンピック全日本壮行会(東京都) ～紺屋理事長出席 



   ○競技委員会 

    ・国体道予選会・マスターズ道予選会結果（7月 8日・富良野市） 

     国体 男子優勝：北海道クラブ  準優勝：ＳＰＲ２０１１ （参加 5チーム） 

        女子優勝：北海道Ｖ－spirit （参加１チーム） 

     マスターズ 男子優勝：夢創塾 （参加 1チーム） 

    ・全日本 9人制実業団男子選手権大会（7月 27日・釧路市）グループ戦組合せ決定 

      （第 5組）北見市役所 vs日本原燃（青森）、 

（第 10組）江別市役所 vs住友化学ﾌﾞﾗｯｸﾎｰｽ（千葉） 

（第 15組）釧路市役所男子排球部 vs四国電力（香川） 

    ・天皇杯・皇后杯全日本選手権大会北海道ブロックラウンド（9月 15日・札幌市美香保体育館） 

 男子：東海大学札幌校舎（ブロック推薦）、とわの森三愛高校・東海大学付属第四高校（高校）、 

     札幌大学（大学）、Magic、RUBIC CUBE（クラブ）、道予選優勝チーム  計 7チーム 

  女子：札幌大谷高校（ブロック推薦）、札幌山の手高校（高校）、教育大学岩見沢校（大学）、 

 道都大学（大学）、道予選優勝チーム                計 5チーム 

    ・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・開催時期及び利用施設に関する

アンケートの結果について →取りまとめ中でその結果を理事会に報告する。 

   ○審判委員会 

    ＜各種大会等＞ 

    ・全国 6/28～7/1 東日本インカレ（札幌） 道外 14名、道内 35名参加 

    ・道内 6/2～3  実業団 9兼ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ（名寄） 6/12～15 高校総体（北見） 

        6/17   ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ 6（帯広）     6･23～24 小学生北北海道（富良野） 

        7/7～8  小学生南北海道（函館）   7/7   ビーチ予選会（留萌） 

7/8    ﾏｽﾀｰｽﾞ・国体道予選（富良野）7/8    ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾌﾞﾛｯｸﾌｪｽ（釧路） 

    ＜各種講習会等＞ 

    ・全国 6/9～10 9スクール（群馬） 嶋貫氏    

 6/29～7/1 Ｖスクール（札幌）講師：酒出、印藤、村中、明井氏  

                      受講者：笠羽、小瀧、川崎、佐藤真氏、道外 10名 

          ※東日本ブロック震災支援として福島県Ｂ級キャンプ受講予定者 1 名を招いた。 

        6/16～17 ＳＶﾏｽﾀｰﾘｰﾀﾞｰ養成講習会・資格更新研修会（東京）佐藤、本田氏 

        7/6～8  Ｖリーグスクール  小瀧氏 

    ・道内 6/3   ソフト連伝達講習会（釧路） 講師：佐藤、高瀬氏 受講者 98名 

    ・地区 6/17   地区講習会（小樽） 講師：野村氏  受講者 12名 

        6/30   ソフト連地区講習会（北広島） 講師：佐藤氏 受講者 21名 

   ○小 連 

    ・ファミリーマートカップ全日本小学生大会南・北大会結果   

     ＜南北海道大会＞ 

      男子：優勝 厚別北ジュニア（札幌）  準優勝 札幌山の手南ジュニア（札幌） 

 第 3位 北広島ＪＶＣ（石狩）・上江別アタッカーズ（石狩） 



      女子：優勝 ＷＩＮＮＥＲＳ（日高）  準優勝 岩見沢志文ファルコンズ（岩見沢） 

         第 3位 札幌ＪＶＣ（札幌）・札幌山の手南ジュニア（札幌） 

     ＜北北海道大会＞ 

      男子：優勝 稲田ＪＶＣスプリングス（帯広）  準優勝 富原レッドクレインズ（釧路） 

 第 3位 旭川永小ウイングス（旭川）・神楽岡ボーイズ（旭川） 

      女子：優勝 釧路昭和ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱ（釧路）  準優勝 富良野小ジュニア（富良野） 

         第 3位 本別中央ジュニア（帯広）・遠別イーグルス（留萌） 

    ・ミカサ第 35回サマーキャンプ 

      期日：第１班 7月 28日（土）～30日（月）・第 2班 7月 30日（月）～8月 1日（水） 

      会場：芦別市総合体育館 ほか 

    ・ＪＶＡゴールドプラン「Ｖリーグ選手と一緒にバレーボール教室」 

      期日：8月 4日（土）  会場：旭川市立神楽岡小学校 

      講師：講演 工藤 憲 氏  

実技 山崎 達也 氏・トヨタ車体クインシーズ 竹田沙希・鎌田夏未選手 

    ・公益財団法人北海道体育協会主催「スポトレキッズ inきたえーる」 

      期日：8月 5日（日）10時から   会場：北海きたえーるメインアリーナ 

      講師：工藤 憲 氏 

         パナソニック・パンサーズ 清水 邦広・永野 健選手 

      ※この事業を道協会ホームページでお知らせする。 

   ○中体連 

    ・北海道中学校大会予選ブロック戦組合せ決定（8月 2日～・小樽市総合体育館ほか） 

    ・（公財）日本中体連バレーボール競技部第 1回常任委員会報告（6月 2日・東京都） 

   ○高体連 

    ・全日本高校選抜タイ遠征選手・スタッフ決定（道内関係者） 

      女子選手 加納茉未さん（札幌大谷）、スタッフ審判 明井寿枝氏（札幌手稲） 

    ・全国高等学校総合体育大会予選グループ戦組合せ決定  

      男子：7月 30日・氷見市 

（第 1組）東海大四 vs安 来（島根）、（第 10組）とわの森 vs長野日大（長野） 

      女子：8月 4日・高岡市 

（第 1組）札幌大谷 vs増穂商（山梨）、（第 4組）札幌山の手 vs椙山女学園（愛知） 

   ○学 連 

    ・東日本大学選手権大会の結果(6/27～7/1・北海きたえーるほか) 

      男子：優勝 中央大学    準優勝 東海大学  

女子：優勝 嘉悦大学    準優勝 青山学院大学 

 

                   【次回常任理事会：8月 4日(土)13時～／ポールスター札幌】 


