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平成２６年度 

各務原市バレーボール協会 

理事会 

 

日時：平成２６年４月２０日（日）１９時３０分～ 

   会場：各務原市総合体育館（大会議室） 

   

 １．あいさつ 

 ２．議長の選出 

 ３．定足数の確認 

 ４．議題 

＜報告事項＞ 

① 平成２５年度会務・事業報告について 

② 市協会５０周年記念事業報告について 

＜議事＞ 

① 平成２５年度決算報告について 

② 監査報告 

③ 市協会５０周年記念事業決算報告について 

④ 監査報告 

⑤ 平成２６年度基本方針について 

⑥ 平成２６年度事業計画（案）について 

⑦ 平成２６年度予算（案）について 

＜その他＞ 

  連絡事項など 

 



 

 

平成２５年度事業報告書 

 

 

 

 

 

 

特別事業報告 

月日 事 業 内 容 会  場 備 考 

H26/1/19 

市協会 50 周年記念事業 

・記念式典、懇親会の実施 

（８９名出席） 

・功労者の表彰 

・５０周年記念誌の発行 

ぶるーすかい  

 

 

 



平成２５年度委員会報告書 

 

 

 

平成２５年度 競技委員会 事業報告 

 

月日 事  業  名 結  果 

H25/4/29 

第 51 回市民体育大会（中学生の部） 

会場：男子／那加中学校 

   女子／鵜沼中学校 

男子参加チーム数：２チーム 

１位：中央中、２位：蘇原中 

女子参加チーム数：８チーム 

１位：蘇原中、２位：緑陽中、３位：中央中 

5/12 

第 51 回市民体育大会 

（家庭婦人五十路の部） 

会場：桜体育館 

参加チーム数：4 チーム 

１位：ＨＡＮＤＳ V.C、２位：鵜二フラワーズ 

３位：Ａｇａｉｎｓ 

5/18 

第 51 回市民体育大会（一般の部） 

会場：中央中学校体育館 

参加チーム数：2 チーム 

１位：ＤＡＣＫＳ、２位：パーシモンズ 

5/19 

第 51 回市民体育大会（ソフトの部） 

会場：蘇原第一小体育館 

参加チーム数：21 チーム 

混成の部 

Ａブロック１位：石山（Ⅰ） 

Ｂブロック１位：Ｈｉｖａｒｉ－Ａ 

女子の部 

１位：ばいおれっと 

男子の部 

１位：ばいおれっと 

5/2６ 

第 51 回市民体育大会（小学生の部） 

会場：各務小学校、鵜二小学校 

   蘇一小学校 

参加チーム数：22 チーム 

６年生の部 

1 位：蘇二Ｘ、2 位：各務バレー 

３位：蘇一ウインズ、鵜一ユニコーンズ 

５年生の部 

 1 位：蘇二ファイター、2 位：陵南ラヴォーレ 

 3 位：鵜一クレッシェンド、稲西ドリームスターズ 

5/26 

第 51 回市民体育大会（家庭婦人の部） 

会場：桜体育館、那加一小体育館 

参加チーム数：11 チーム 

１位：Ｓ．Ｖ．Ｃ、２位：やぐま 

３位：Ｋ．Ｖ．Ｃ、きよずみ 

12/7 

第 51 回市民体育大会（高校女子の部） 

会場：各務原高校体育館 

参加チーム数：3 チーム 

1 位：岐阜各務野高校、2 位：各務原西高校、 

3 位：各務原高校 

 

  市民体育大会全種別参加人数：７９２名 

 

   

活動内容：各種別において、市民体育大会をはじめ各競技大会の運営を行った 

  達 成 度：１００％ 

  評 価：計画された大会を全て開催することができた。 



平成２５年度 審判委員会 事業報告書 

 

 

１．市審判員の派遣 

実施日 ： 平成 25 年 5 月 18 日 一般クラブ大会 1名 

       平成 25年 4月 29 日、7 月 13 日、10月 13 日 中体連大会 4 名 

参加者 ： 5 名 

内容 ： 一般クラブ大会と中体連（男子、女子）の大会派遣実施 

達成度 ： 100% 

評価 ： 若い公認審判員の派遣を希望（若い人の上級資格の取得の推進） 

 

２．市認定審判員資格審査会の実施 

・家庭婦人連盟審査会 

試験実施日 ： 平成 25 年 8 月 18 日 

受験者 ： 24 名 

達成度 ： 100% 

評価 ： 全員合格 

・小学生連盟審査会 

試験実施日 ： 平成 25 年 9 月 15 日 

受験者 ： 26 名 

達成度 ： 100% 

評価 ： 全員合格 

 

３．市協会主催６、９、４人制競技規則伝達講習会 

実施日 ： 平成 25 年 5 月 2 日 19：00～21:00 

参加者 ： 20 名 

役員 ： 10 名 

内容 ： 県伝達事項とルール改正点の説明 

達成度 ： 100% 

評価 ： 県協会の審判委員の役員が大幅に入れ替わったため、開催時期が遅れた 

 

 



平成２５年度 指導普及委員会 事業報告書 

 

 

１．バレーボール教室 

実施日 ： 平成 25 年 6 月 1 日 9：00～13:00 

実施場所 ： 各務原市総合体育館 

講師 ： 鈴木 亙（市協会指導普及委員長）、木村 千代美（市協会指導普及副

委員長） 

講師補助 ： 川崎重工バレーボール部 

参加者 ： 市内小学生 99人 

役員数 ： 8 人 

内容 ： パス、レシーブ、アタック、サーブなどのバレーボールの基本技術に関

する技術指導。技術指導は下級生（1～3 年生）と上級生（4～6 年生）

に分けて実施。 

達成度 ： 100% 

評価 ： 上級生と下級生の２グループに分けて進めたが、その中でも技術や体力

に差があり、指導の進め方が難しかった。しかし、参加した子供たちは

元気に楽しんでいるように感じられ、バレーボールを楽しむ一つのきっ

かけづくりにはなったと考える。 

 

 

２．スポーツ元気まつり（バレーボール体験教室） 

実施日 ： 平成 25 年 10 月 14 日 11：15～12:45 

実施場所 ： 那加第二小学校体育館 

講師 ： 鈴木 亙（市協会指導普及委員長）他、9 人 

参加者 ： 市内小学生（バレー未経験者）46人 

役員数 ： 10 人 

内容 ： 教育用ビニール製軽量ボールを用いた体験指導 

達成度 ： 100% 

評価 ： ボールを弾いてコントロールすることは軽量ビニールボールを用いて

も初心者には難しく、バレーボールのゲームを体験するまでには至らな

かったが、単純にボールを突きあうということを楽しんでいるようだっ

たので、バレーボールの一端に触れるという体験教室の趣旨は達成でき

たものと考える。 

 



 

平成２５年度 企画委員会 報告書 

 

１．第１回企画委員会 

  実施日：平成２５年９月１３日 １９：００～２１：００ 

  出席人数：８人 

  内容：スポーツ元気まつり（バレーボール体験教室）について 

  達成度（％）：１００％（計画に対する達成度） 

  評価：関係者を招集し、常任理事会に提出する内容についての素案を作成することができた。 

 

 

平成２５年度 事務局 報告書 

 

月日 事  業  名 内   容 

H25/4/7 

第 1 回常任理事会・理事会 

会場：市総合体育館（大会議室） 

役員改選について 

規約改正について 

平成 25 年度事業計画（案）について 

平成 25 年度予算（案）について 

常任理事会１１名、理事会１４名出席 

6/19 

第 2 回常任理事会 

会場：市総合体育館（役員室） 

市協会創設５０周年記念事業について 

・実行委員会の設立について 

１０名出席 

10/2 

第 3 回常任理事会 

会場：市総合体育館（役員室） 

市協会創設５０周年記念事業について 

・記念式典、記念誌発行について 

スポーツげんき祭りについて 

１３名出席 

H26/1/13 

第 4 回常任理事会 

会場：市総合体育館（役員室） 

市協会創設５０周年記念事業について 

・記念式典での功労者表彰ついて 

・式典の進行内容について 

１４名出席 

4/6 

第 5 回常任理事会 

会場：市総合体育館（役員室） 

平成 25 年度事業報告・決算について 

平成 2６年度事業計画（案）・予算（案）について 

１２名出席 

 

活動内容： 

１．常任理事会・理事会の開催 

     達成度（％）：９０％ 

     評価：常任理事会・理事会を開催し、５０周年記念行事内容などを審議・議決することがで

きたが、次年度体育施設調整に関する常任理事会を開催できなかった。 

 

   ２．広報活動 

達成度（％）：７０％ 

     評価：新聞、ホームページなどによる広報活動については十分といえる活動はできなかった。 



 

 

 

市協会 50 周年記念事業実行委員会報告書 

 

 

 

 

 

各務原市バレーボール協会 

 

 

月 日 事  業  名 会  場 

H25/9/25 

第 1 回実行委員会 

（１）準備日程について 

（２）記念式典日時会場について 

（３）記念誌寄稿依頼について 

（４）記念誌内容について 

総合体育館 

（役員室） 

10/14 

第２回実行委員会 

（１）功労者表彰について 

（２）記念式典の来賓について 

（３）記念誌表紙について 

ガスト 

11/22 

第 3 回実行委員会 

（１）記念誌原稿の確認 

（２）功労者被表彰者の検討 

（３）式典・懇親会の内容について 

総合体育館 

（役員室） 

12/18 

第４回実行委員会 

（１）記念誌原稿のゲラ刷り最終確認 

（２）式典の座席位置について 

（３）功労者被表彰候補者の最終決定 

（４）当日の準備・式典の流れについて 

総合体育館 

（役員室） 

H26/1/13 

第５回実行委員会 

（１）式典当日の最終打合せ 

（２）座席位置の確定 

総合体育館 

（役員室） 

1/19 市バレーボール協会 50 周年記念式典と懇親会 

ぶるーすかい 

８９名出席 

 



25年度　各務原市バレーボール協会決算報告

収入の部 � 倡因�,ﾉYB�

科目 仞�ｧ｢��盈｢�金額 

前年度繰越金 補助金 各務原市体育協会 協会協力金 ���2紊嶋冷�C�����冷�C�ﾃ���冷��������冷� ��)Kｹ6�驅��ｯ)Xﾈﾊy�)Kｸ効醜橙�ｯ)Xﾉ&霎i�)Kｸ効醜橙��X檠^(�ｾ��ﾊyj�5�7ﾈ�ｸ69�X檍ｯ)Xﾉ&霎iuﾉ����59.000円 36,000円 23,000円 58.200円 39,000円 

実業団連盟 クラブ連盟 高体連専門部 迭ﾃ���冷�Rﾃ���冷�Rﾃ���冷�侈yj�5�7ﾈ�ｸ69�X檠gｹ�X橙�戊�9N��19,200円 89.528円 

中体連専門部 迭ﾃ���冷�倡9j��ﾈ孜�X橙�45,000円 

小学生連盟 家庭婦人連盟 リフト連盟 大会補助金 �3�ﾃ���冷�3�ﾃ���冷�3�ﾃ���冷�c"繝��冷��5�7ﾈ�ｸ68ﾋ8ｴ8-ﾈ,(.��馼ｼiN���)Kｸ効醜橙�ｺ8ｵｨ効醜橙�44,528円 136.661円 79,788円 54,703円 

県民スポーツ大会岐阜地区予選会 鼎2ﾃc��冷�倡y;�X�ｷ��X橙�

県民スポーツ大会本大会 ��津#��冷�舒�h効醜橙�2,170円 

運営費 都�����冷�#�ﾃ���冷�S�ﾃ���冷�3�"����冷��<�¥ｨ馼ｼiN��駟k�ｼy�2���mYV��2�30.000円 30,000円 169.836円 20,910円 

市民体育大会 スポーツ元気まつり 審判登録料 

市協会 ��Bﾃ���冷��,ｩ�ﾙN��46,570円 

実業団連盟 唐ﾃ���冷�佇8�ｾ��10,000円 

クラブ連盟 釘ﾃ���冷���ｩ�(ﾏ�ﾝｹN��14,000円 

小学生連盟 ����ﾃS��冷�佝9*)N��29,396円 

家庭婦人連盟 ���"ﾃS��冷���9N��9,025円 

ソフト連盟 雑収入 預金利息 鉄2ﾃ���冷�#僥"�#���倆��9{��ﾔﾈﾙ���6�N���8ﾟﾉ�ｹgｹN��4,000円 10,000円 25,935円 

合計 田モﾃ3#x冷� 俘xﾇb�543,225円 

(歳入合計額)　　　(歳出合計額)　　　(差引残高)

688,327円　-　543,225円　= 145,102円

※差引残高145,102円は次年度予算へ繰越し

上記の決算書を監査の結果､適正であることを認めます｡

平成26年Lf月/j'目

監事　と　弛fL⑱

監事,､了<軒客足



収入の部 � 倡因�,ﾉYB�

科目 仞�ｧ｢��盈｢�金額 

前年度繰越金 特別事業費 50周年記念式典 �3������冷�3�����冷�#������冷� 倬hｼiN����mYV儂��,ｩ�ﾙN��檍ｶ9N��妤�9{��613.060円 6,563円 4,130円 1,400円 1,800円 

参加費(88名) �#cBﾃ���冷�佝儼俎y?ﾉ�2�31,707円 

御祝儀 ��bﾃ���冷�儷ﾈ�(�ﾗy?ﾉ�2�ｴﾉD��8ﾟﾉ�ｹgｹN��ｴﾉD��5H序ｴﾙ�2����(�9~r�50,400円 103,320円 403,740円 10,000円 

合計 田��ﾃ���冷� 俘xﾇb�613,060円 

(歳入合計額)　　　(歳出合計額)　　　(差引残高)

690,000円　-　613,060円　=　76,940円

※差引残高　76,940円は次年度予算へ繰越し

上記の決算書を監査の結果､適正であることを認めます｡

平成26年ヶ月/5　日

監事　ニヱ　男性　未こ

監事　氷解凍え　畢



 

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．財政財政財政財政    

 合理的な協会運営により、健全な財政確保に努める 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．普及普及普及普及    

 広報活動の充実を図り、競技人口の普及拡大に努める 

 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．育成育成育成育成・・・・強化強化強化強化    

 教室・講習会などを開催し、育成強化に努める 



平成２６年度事業計画（案） 

 

 

 

 

平成２６年度 競技委員会 事業計画（案） 

 

月日 事  業  名 会  場 備 考 

H26/4/29 第 5２回市民体育大会（中学生の部） 

男子：未定 

女子：緑陽中学校体育館 

 

5/11 

第 52 回市民体育大会 

（家庭婦人五十路の部） 

各務原市桜体育館  

5/18 第 52 回市民体育大会（ソフトの部） 蘇原第一小学校体育館  

5/24 第 52 回市民体育大会（一般の部） 市内小中学校体育館  

5/25 

第 52 回市民体育大会（小学生の部） 

各務小学校体育館 

鵜沼第二小学校体育館 

稲羽西小学校体育館 

 

第 52 回市民体育大会（家庭婦人の部） 

各務原市桜体育館 

那加第一小学校体育館 

 

未定 第 52 回市民体育大会（高校生の部） 市内高校体育館  

 

 

１．各種別で競技会の運営を行う 

   

２．競技委員会の開催 

実施予定日：未定 

  回数：１～２回 

  内容：各種別競技会での問題点等の水平展開・情報交換 

     次年度の競技スケジュールについて 

 

 

 



 

平成２６年度 審判委員会 事業計画（案） 

 

１．市協会主催６、９、４人制競技規則伝達講習会 

  実施日：未定（5 月上旬予定） 

 

２．市認定審判資格審査会 

  小学生連盟を実施予定 

  実施日：未定（６月末ごろ～） 

 

３．審判員の派遣 

  委嘱の依頼があった場合実施する（都度調整） 

 

・今後は技術向上と世代交代の時期を模索し、若い人達の上級審判資格保有者を確保する。 

・各種別のルール伝達講習会の方法を効率的なやり方に変更し、前年度大会等の問題点に沿った講習会

にしていく 

 

 

 

平成２６年度 指導普及委員会 事業計画（案） 

 

１．バレーボール教室 

実施日 ： 平成 26 年 6 月 7 日 9：00～17:00（午前中予定） 

実施場所 ： 各務原市総合体育館 

講師 ： JA ぎふ女子バレーボール部 

参加予定人数 ： 市内小学生 100 人 

役員数 ： 10 人 

目的 ： バレーボール人口の底辺拡大 

内容 ： V リーグ出場選手によるバレーボール技術指導と親睦 

 

 

２．スポーツ元気まつり（バレーボール体験教室） 

実施日 ： 平成 26 年 10 月 13 日  

実施場所 ： 未定 

講師 ： 未定 

参加予定人数 ： 市内小学生 50人程度 

役員数 ： 10 人 

目的 ： バレーボール人口の底辺拡大 

内容 ： 軽量球を用いた体験指導 

 



 

平成２６年度 企画委員会 事業計画（案） 

 

１．企画委員会の開催 

実施予定日：未定 

  回数：３回程度 

  出席者：必要に応じ招集する 

  内容：規約の改正、役員改選についてなど重要事項を企画する。 

 

 

 

平成２６年度 事務局 事業計画（案） 

 

１．理事会の開催 

実施予定日：４月、３月 

  回数：１～２回 

  内容：事業報告、決算報告、事業計画、予算について 

     役員改選、規約の改正について 

 

２．常任理事会の開催 

実施予定日：４月、９月、１２月、３月 

  回数：３～５回程度 

  内容：事業報告、決算報告、事業計画、予算について 

     役員改選、規約の改正について 

     スポーツ元気まつり（バレーボール体験教室）の内容について 

 

３．その他 

広報活動 

  ・新聞記事への投稿、ホームページ掲載等による協会活動内容、競技結果などについての広報・Ｐ

Ｒ活動を活発に行う 

 

文書処理、会計事務の執行 

・関係機関からの文書受理及び発送、予算に基づく会計事務の執行、会議資料・議事録の作成を確

実に行う 

 

 



平成２６年度各務原市バレーボール予定表（案）

市体協/市バレーボール協会主催大会

No. 行事名 主管団体 会場 備考

1 H26/4/13 (日) 桜まつり協賛第37回春季家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

2 4/27 (日) 第23回春季ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼交流大会 市ソフトバレー連盟 各務原市総合体育館

3 4/29 (火) 第52回市民体育大会(バレーボール競技/中学生の部）

各務原市体育協会

市中体連

男子：開催未定

女子：緑陽中学校体育館

4 5/11 (日) 第52回市民体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技/家庭婦人五十路の部）

各務原市体育協会

市家庭婦連盟

各務原市桜体育館

5 5/18 (日) 第52回市民体育大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技/ｿﾌﾄの部)

各務原市体育協会

市ソフトバレー連盟

蘇原第一小体育館

6 5/24 (土) 第52回市民体育大会（バレーボール競技/一般の部）

各務原市体育協会

クラブバレー連盟

市内小中学校体育館

（夜間予定）

7 5/25 (日) 第52回市民体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技/小学生の部）

各務原市体育協会

小学生連盟

鵜沼第二小学校体育館

各務小学校体育館

稲羽西小学校体育館

8 5/25 (日) 第52回市民体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技/家庭婦人の部）

各務原市体育協会

市家庭婦連盟

各務原市桜体育館

那加第一小学校体育館

9 6/07 (土) バレーボール教室 市バレー協会 各務原市総合体育館

10 6/08 (日) 第17回市協会長杯家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

11 7/12 (土) 市中学総合体育大会（バレーボール競技　第１日） 市中体連

男子：中央中学校

女子：桜丘中学校

12 7/13 (日) 市中学総合体育大会（バレーボール競技　第２日） 市中体連 女子：桜丘中学校

13 7/20 (日) 第37回県協会長杯家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

14 8/03 (日) 第17回夏季ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼交流大会 市ソフトバレー連盟 各務原市総合体育館

15 未定 (－) 第52回市民体育大会(バレーボール競技/高校の部）

各務原市体育協会

市高体連

市内高校体育館

16 9/07 (日) 第41回家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

17 9/14 (日) 第23回秋季ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼毎日新聞杯交流大会 市ソフトバレー連盟 各務原市総合体育館

18 10/12 (日) 市中学新人バレーボール大会 市中体連

男子：未定

女子：稲羽中学校体育館

19 10/12 (日) 第34回中日杯家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

20 10/13 (月) スポーツげんき祭り（バレーボール体験教室） 各務原市 市民公園など

21 11/16 (日) 第17回冬季ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼交流大会 市ソフトバレー連盟 各務原市総合体育館

22 11/30 (日) 第39回市長杯家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市家庭婦人連盟 各務原市総合体育館

23 12/14 (日) 第15回ISOJIｽｰﾊﾟｰﾚﾃﾞｨｰｽ杯バレーボール大会 市家庭婦人連盟 蘇一小体育館

24 H27/1/18 (日) 第22回会長杯ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 市ソフトバレー連盟 蘇原第一小学校体育館

25 2/01 (日) 家庭婦人リーダー研修会 市家庭婦人連盟 各務原市桜体育館

26 3/29 (日) 第25回キャロット杯バレーボール大会 市クラブバレー連盟 各務原市総合体育館

スポーツ少年団が主催する大会

No. 行事名 主管団体 会場 備考

1 H26/4/06 (日) 第38回桜まつり協賛バレーボール交流会

市観光交流課

市スポ少バレー部会

各務原市総合体育館

2 9/07 (日) 第30回秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流会 市スポ少バレー部会 市内小学校体育館

3 10/19 (日) 第18回各務原市近郊ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流会 市スポ少バレー部会 各務原市総合体育館他

4 11/24 (月) 第29回ライオンズフラッグバレーボール交流大会 市スポ少バレー部会 各務原市総合体育館他

5 H27/1/17 (土) ﾊﾞﾚｰ部会母集団・指導者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流会 市スポ少バレー部会 各務原市総合体育館

6 2/22 (日) 第24回6年生お別れ交流会兼第7回冬季交流大会 市スポ少バレー部会 各務原市総合体育館

各務原市代表が出場する地区・県大会等

No. 行事名 主催・主管 会場 備考

1 H26/7/06 (日)

第7回岐阜県民スポーツ大会岐阜地区予選兼

岐阜地区体育大会（バレーボール競技）

岐阜地区体育協会 山県市総合体育館他

2 9/21 (日) 第7回岐阜県民スポーツ大会（バレーボール競技） 岐阜県体育協会 西濃地区

3 10/18 (土) 岐阜地区中学生バレーボール強化練習大会 岐阜地区中体連 各務原市総合体育館

4 11/09 (日)

第44回岐阜地区バレーボール選手権大会

（一般男女・家庭婦人・ソフト）

岐阜地区バレー協会 山県市総合体育館他

5 H27/1/17 (土) 岐阜地区中学生バレーボール新人大会

岐阜地区中体連

バレーボール

各務原市桜体育館他

各務原市で行われる地区・県大会等

No. 行事名 主催・主管 会場 備考

1 H26/5/11 (日) ねんりんピック　ソフトバレーボール岐阜県予選会 岐阜県ソフト連盟 各務原市総合体育館（Ａ，Ｂ面）

2 6/15 (日)

全国ソフトバレーファミリー

シルバーフェスティバル岐阜県予選

岐阜県ソフト連盟 各務原市総合体育館（Ａ，Ｂ面）

3 8/31 (日)

岐阜県家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季大会予選兼

岐阜地区秋季家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

岐阜地区ママさん連盟 各務原市総合体育館

4 9/15 (月) 第4回全国ママさん冬季バレーボール大会岐阜県予選 岐阜県ママさん連盟 各務原市総合体育館

5 11/03 (月) 岐阜地区ママさんバレーボール大会 岐阜地区ママさん連盟 各務原市総合体育館

6 12/23 (火) コカコーラ杯ママさんバレーボール大会岐阜県大会 岐阜県実業団連盟 各務原市総合体育館

協力事業等

No. 行事名 主催・主管 会場 備考

1 H26/11/23 (日) 市体協交流会（グラウンドゴルフ） 市体育協会 スポーツ広場

2 H27/3/08 (日) かかみがはらシティマラソン２０１５ 各務原市 グリーンスタジアム周辺 役員協力(ソフト)

月日(曜日）

月日(曜日）

月日(曜日）

月日(曜日）

月日(曜日）

２０１４．４



合計合計合計合計 428,000円428,000円428,000円428,000円 合計合計合計合計 428,000円428,000円428,000円428,000円

預金利子 98円

①雑収入 98円

④雑収入 98円98円98円98円 予備費 1,000円

繰越金 145,102円 1,000円①予備費

①繰越金 145,102円 1,000円1,000円1,000円1,000円

③繰越金 145,102円145,102円145,102円145,102円 地区審判委員会

④予備費

県民スポーツ大会 62,800円 県審判委員会

市民体育大会 20,000円 ①登録料 円

②大会補助金 82,800円 円円円円

スポーツ元気まつり 50,000円 積立金 30,000円

③加盟費

市体育協会 40,000円 ③特別事業費 30,000円

①運営補助金 90,000円 県民スポーツ大会 62,800円

②補助金 172,800円172,800円172,800円172,800円 市民体育大会 45,000円

ソフト連盟 ②大会費 107,800円

家庭婦人連盟 企画委員会 5,000円

小学生連盟 指導普及委員会 110,000円

クラブ連盟 競技委員会 5,000円

実業団連盟 審判委員会 60,000円

市協会所属 ①委員会費 180,000円

②審判登録料 円 隔年 ②事業費 317,800円317,800円317,800円317,800円

ソフト連盟 30,000円 雑費 200円

家庭婦人連盟 30,000円 印刷費

小学生連盟 30,000円 HP運営費 24,000円

中体連専門部 5,000円 通信費 20,000円

高体連専門部 5,000円 消耗品費 25,000円

クラブ連盟 5,000円 会議費 15,000円 借上料含む

実業団連盟 5,000円 報償費 25,000円 激励金・交際費

①協会協力金 110,000円 ①事務費 109,200円

①加盟登録金 110,000円110,000円110,000円110,000円 ①運営費 109,200円109,200円109,200円109,200円

平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度　　　　各務原市各務原市各務原市各務原市バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール協会予算協会予算協会予算協会予算（（（（案案案案））））

科目 予算額 備考 科目 予算額 備考



 

その他連絡事項 

 

 

１．役員名簿の配布について 

  中体連、高体連に役員の交代があります。 

 

 

２．エコキャップ運動についてのご報告 

平成２５年度までで９２３１６個＝１０９．７人分のポリオワクチン（この１年間で４１６８９個） 

ご協力ありがとうございました。引き続き新年度もご協力お願いします。 

 

 

３．市民体育大会について 

  大会運営お世話になります。会場の許可証、結果報告依頼については郵送いたします 

   

 

４．平成２６年度バレーボールスクールについて募集要項の配布について。 

  ５月１６日より第１、３金曜日 １９：００～２１：００ 会場：市桜体育館 

 

 

５・かかみがはらシティマラソンの走路役員依頼（予定）について 

  依頼役員数：５名 

  依頼順序：【２０１５：ソフト】→【２０１６：実業団】→【２０１７：クラブ】→【２０１８：小学生】 


