平成２９年度全国小学生バレーボール指導者一次講習会
宮城県会場開催要項
(日本小学生バレーボール連盟認定初級指導者取得講習会)
１

目

的

小学生に正しく、楽しいバレーボールを指導するための指導方法について研修し、指
導者の資質の向上を図る。

２

主

催

公益財団法人日本バレーボール協会・日本小学生バレーボール連盟

３

主

管

公益財団法人日本バレーボール協会指導普及委員会
日本小学生バレーボール連盟指導普及委員会
宮城県バレーボール協会・宮城県小学生バレーボール連盟

４

後

援

宮城県体育協会（申請中）・利府町教育委員会（申請中）

５

開催期日

平成２９年７月１日（土）・２日（日）

６

開催会場

１日目：７月１日（土）
： 受付 １２：０５～１２：３５
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡 2-5-26
JR 仙台駅東口から宮城野通沿い（北側）すぐの茶色の 7 階建てビル
仙台駅西口（中央改札口側）からは徒歩約 5 分
２日目：７月２日（日）： 受付 ８：３０～８：５５
利府町総合体育館
〒981-0131 宮城県宮城郡利府町青山１丁目５７−２
東北本線 利府駅から徒歩約２１分

７

参加資格

平成２９年４月１日現在満１８歳以上の方で次のいずれかに該当する方
①小学生バレーボールの指導に関わっている方
②地域においてジュニアバレーボールの指導に関わっている方
（中学生や高校生を対象とした指導者を含む）
③小学生バレーボールの指導を希望している方

８

講習内容

①小学生バレーボールの指導者の役割
②初心者指導法
③バレーボールのルールと審判法
④バレーボールの技術論（基本）
⑤基本技術(攻撃・守備)の指導実習

９

講

公益財団法人日本バレーボール協会公認講師
公益財団法人日本バレーボール協会役員
公益財団法人日本体育協会バレーボールコーチ・上級コーチ
日本小学生バレーボール連盟役員

師

10 参 加 料

受講料として 2,500 円を納入してください。

申込み締め切り後、請求書をお送りいたしますので、納入願います。宿泊・お弁
当の申込みのある方は一緒に納入下さい。
11 申込方法

平成２９年６月９日までに、名鉄観光サービス(株）東北営業本部に E メールか FAX で
申込みをお願いいたします。
申込みを受け付けしましたら、受講可否の連絡をいたします。(定員で締め切ります）

お申し込み・お問い合わせ先
旅行企画・実施 名鉄観光サービス(株）東北営業本部
平成２９年度全国小学生バレーボール指導者一次講習会宮城県会場デスク
担当：植松・佐藤（麻）
・鵜澤
〒980-0021 仙台市青葉区中央 4-10-3 仙台キャピタルタワー６F
TEL：022-263-1371 FAX：022-225-8774
E-mail：masaki.uematsu@mwt.co.jp
営業時間：月～金曜 9:00～18:00（土・日・祝日は休業）
※参加申込み・宿泊・お弁当の問い合わせは，名鉄観光サービス(株）東北営業本部
までお願いいたします。

12 定
13

員

その他

定員は、２００名といたします。定員になり次第締め切ります。
①全課程を修了した方には、受講証明書（送料等は実費負担とする）を発行し、同時に
日本小学生バレーボール連盟初級指導者として認定します。
尚、この証明書を持っているものは、公益財団法人日本体育協会スポーツ指導員専
門科目取得の際、１０時間が受講済となります。
②受付時に配布の「受講証明書」用紙に顔写真（縦 2.7 ㎝、横 2.2 ㎝）を貼付し、定
型の返信用封筒（８２円切手を貼付し、受講者自身の住所氏名を記載したもの）を
７月２日（日）の昼食時間中に指定された場所に提出してください。
③指導者資格について
１）全日本バレーボール小学生大会のブロック・地区予選会においては、日本小学
生バレーボール連盟初級指導者（※１）以上（同中級指導者（※２）
・日体協
資格も可）が最低一人はベンチに入っていなければならない。
２）都道府県最終予選会においては、日本小学生バレーボール連盟認定中級指導者
（※２）以上（日体協資格も可）が最低一人はベンチに入っていなければなら
ない。
３）全日本バレーボール小学生大会の全国大会においては、公益財団法人日本体育
協会認定バレーボールの指導員・上級指導員・コーチ・上級コーチのいずれか
の資格取得者がベンチ入りしなければならない。
※１初級指導者（全国小学生バレーボール指導者一次講習会修了者）
※２中級指導者（全国小学生バレーボール指導者二次講習会修了者）

④この講習会は、公益財団法人日本体育協会資格更新の義務研修に指定されています
ので、有資格者で義務研修を希望する方は申し込みの際、資格種類、番号等を、申
し込みフォームに記載をお願いいたします。
⑤その他
○ 宿と２日目の弁当の斡旋は、名鉄観光サービス株式会社が行います。
２日目の実技会場利府町総合体育館近くに、食事のできる店や購入できる店があ
りません。
参加申し込みの時に弁当の注文をお受けいたします。
（価格はお茶付きで 800 円で
す）なお、１日目は昼食を済ませてから会場にお越しください。
◯

駐車場について
・１日目の「東北福祉大学仙台駅東口キャンパス」には駐車場がありません。
自動車でお越しの方は、ご自分でコインパーキングなどを探してください。
・２日目の実技会場「利府町総合体育館」には駐車場はありますが、駐車できる
台数に限りがあります。駐車場に駐車できない場合は、ご自分でコインパーキ
ングなどを探してください。

○

受講に際し用意して頂くもの
・受講証明書貼付用顔写真１枚(縦 2.7 ㎝、横 2.2 ㎝）
・ご自分の郵便番号・住所・氏名が記載され、８２円切手が貼ってある定形型封
筒１枚
・２０１７年度バレーボール６人制競技規則（ルールブック）
・１日目
：筆記用具
：２０１７年度バレーボール６人制競技規則（ルールブック）
：その他ご自分で必要と思われる物
・２日目
：バレーボールのできる服装もしくは運動に適した服装
：バレーボールシューズもしくは運動に適したシューズ
：汗拭き用のタオル
：その他ご自分で必要と思われる物

14 問合せ先

講習会の内容につきましては、宮城県小学生バレーボール連盟理事長 菅野正彦
までお願いいたします。（メールでの問い合わせのみ対応させていただきます）
m-kanno@mtj.biglobe.ne.jp

15 オフィシャルボール
株式会社モルテン 株式会社ミカサ

平成２９年度全国小学生バレーボール指導者一次講習会
宮城県会場日程
１日目：７月１日（土）
１２：０５～１２：３５

受 付

１２：３５～１２：４５

開講式

１２：４５～１３：１５

講義１ 小学生バレーボールの指導者の役割

１３：２０～１４：０５

講義２ 初心者指導法

１４：１５～１５：００

講義３ バレーボールのルールと審判法

１５：１０～１５：５５

講義４ バレーボールの技術論（基本）

１６：０５～１６：５０

全体ディスカッション
テーマ：指導者の資質向上など
：チーム管理
：練習計画
：要望

２日目：７月２日（日）
８：３０～ ８：５５

受 付

９：００～ ９：１０

実技講師・モデルチーム紹介

９：１０～１２：００

実技講習

１３：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

○実技１

ウオーミングアップとクーリングダウン

○実技２

初心者導入法

○実技３

基礎技術Ⅰ

実技講習
○実技４

練習計画に基づく効果的な練習

○実技５

基礎技術Ⅱ

閉講式

平成２９年度全国小学生バレーボール指導者一次講習会宮城県会場
受講申込フォーム
以下のフォームより、必要事項をご記入のうえ、いずれかの方法で送信してください。
申込方法１：このページをプリントアウトし必要事項ご記入の上、FAX 送信
申込方法２：フォームの内容を網羅した申込書を e-mail 本文に記入しメール送信
申込方法３：このフォームご記入後、データを e-mail に添付してメール送信

ＦＡＸ：０２２-２２５-８７７４
e-mail：masaki.uematsu@mwt.co.jp

名鉄観光サービス(株) 東北営業本部

宛

【６月９日（金）締切】

ふりがな

お名前 ・性別

男・女

AE

生年月日
ご住所

昭和・平成

年

月

日

生

〒

所属チーム名
チーム内役職名
連絡先電話番号

第一連絡先

（

）

第二連絡先

（

）

PC メール受け取り可能なアドレスをご記入ください

連絡先メールアドレス

公益財団法人日本体育協会
資格更新申込欄

２日目のお弁当希望

７月１日の宿泊希望

更新対象となる資格種類・資格番号を記入してください。
資格をお持ちでない方は記入不要です。
資格種類 （
）日本体育協会公認バレーボール指導員
（
）日本体育協会公認バレーボール上級指導員
（
）日本体育協会公認バレーボールコーチ
（
）日本体育協会公認バレーボール上級コーチ
資格番号
（

）注文する・

（

）希望する

個
（

いずれも１泊（シングルのみ） 朝
食付き税込み料金になります

）注文しない

※\800 お茶付き

）希望しない

希望ホテル名 第一希望（
第二希望（

斡旋ホテル名

（

）
）

グリーンマーク

￥９,５００

仙台市青葉区立町２７-３２

グリーンパーク

￥９,５００

仙台市青葉区中央４-８-１０

グリーンパシフィック

￥９,５００

仙台市青葉区中央１-７-２９

グリーンライン

￥９,３００

仙台市青葉区支倉町１-２０

