
会場会場会場会場     江東区総合区民センター    江東区総合区民センター    江東区総合区民センター    江東区総合区民センター

                 2階　レク・ホール                 2階　レク・ホール                 2階　レク・ホール                 2階　レク・ホール

平 成 ３０ 年度平 成 ３０ 年度平 成 ３０ 年度平 成 ３０ 年度

江東区バレーボール連盟江東区バレーボール連盟江東区バレーボール連盟江東区バレーボール連盟

　総      会　総      会　総      会　総      会

日時日時日時日時     平成30年4月14日（土）    平成30年4月14日（土）    平成30年4月14日（土）    平成30年4月14日（土）

                 18:30受付　　19:00開始                 18:30受付　　19:00開始                 18:30受付　　19:00開始                 18:30受付　　19:00開始



会長挨拶

議長選出

＜議　　題＞

１） 平成２９年度事業報告

２） 平成２９年度決算報告

３） 監　査　報　告

４）

 ５）

６） (各部長）

７）

８）

議長解任

　

梶　翔馬

鳥海　悦子

審判部事業報告に記載

（事務局）

平成30年度総会式次第

総合司会　　竹内副理事長

（飯塚会長）

（　　　　　　　　　）

（各部長）

（監　事）

（理事長）

平成３０年度事業計画（案）

規約・内規改定の件

平成３０年度連盟基本方針及び各部活動方針

（理事長）

公認審判資格証授与

＜表　　彰＞

平成３０年度予算（案） （事務局長）

平成３０年度一部役員交代 （理事長）

閉会の辞 （副理事長）

連盟役員１０年表彰 笹原　恵美子

江東区体育功労賞

体育優秀チーム なし

生涯スポーツ優良団体 ともえクラブ



会　　　場会　　　場会　　　場会　　　場 順位順位順位順位 試合結果試合結果試合結果試合結果

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

2位2位2位2位 深三クラブ深三クラブ深三クラブ深三クラブ

1位1位1位1位 三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

2位2位2位2位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

東砂東砂東砂東砂 1位1位1位1位 ＭＪクラブＭＪクラブＭＪクラブＭＪクラブ

有明有明有明有明 2位2位2位2位 ＴＯＭクラブ１ＴＯＭクラブ１ＴＯＭクラブ１ＴＯＭクラブ１

16日16日16日16日 深川深川深川深川 さつきクラブＢさつきクラブＢさつきクラブＢさつきクラブＢ

23日23日23日23日 東砂東砂東砂東砂 ｊａｍｊａｍｊａｍｊａｍ

29日29日29日29日 東砂東砂東砂東砂

1位1位1位1位 ジュニアファイターズジュニアファイターズジュニアファイターズジュニアファイターズ

１位１位１位１位 大島中央デビルスＢ大島中央デビルスＢ大島中央デビルスＢ大島中央デビルスＢ

１位１位１位１位 ブルーライトニングＢブルーライトニングＢブルーライトニングＢブルーライトニングＢ

1位1位1位1位 深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ

2位2位2位2位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

1位1位1位1位 三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

2位2位2位2位 粋人パパス粋人パパス粋人パパス粋人パパス

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

１位１位１位１位 ハンズハンズハンズハンズ

1位1位1位1位 かあねえしょんかあねえしょんかあねえしょんかあねえしょん

１位１位１位１位 ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

有明/深川北有明/深川北有明/深川北有明/深川北

23日23日23日23日 スポーツ会館/東砂スポーツ会館/東砂スポーツ会館/東砂スポーツ会館/東砂

1位1位1位1位 三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

2位2位2位2位 蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

2位2位2位2位 深三クラブ深三クラブ深三クラブ深三クラブ

1位1位1位1位 有明中学校有明中学校有明中学校有明中学校

2位2位2位2位 深川第三中学校深川第三中学校深川第三中学校深川第三中学校

3位3位3位3位 第三砂町中学校第三砂町中学校第三砂町中学校第三砂町中学校

1位1位1位1位 粋人パパス粋人パパス粋人パパス粋人パパス

2位2位2位2位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

3日3日3日3日 亀戸/深川亀戸/深川亀戸/深川亀戸/深川 1位1位1位1位 ＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブ

10日10日10日10日 有明/東砂有明/東砂有明/東砂有明/東砂 2位2位2位2位 葵クラブ葵クラブ葵クラブ葵クラブ

ｊａｍｊａｍｊａｍｊａｍ

さつきクラブＡさつきクラブＡさつきクラブＡさつきクラブＡ

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

2位2位2位2位 深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ

前前前前 期期期期 部部部部 別別別別

14日14日14日14日

28日28日28日28日

17日17日17日17日

※1　参照※1　参照※1　参照※1　参照
前前前前 期期期期 部部部部 別別別別

春春春春 季季季季 区区区区 民民民民 ６６６６ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子 有明有明有明有明 8888

春春春春 季季季季 区区区区 民民民民 ６６６６ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子

８月８月８月８月

前前前前 期期期期 ９９９９ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子 6666

７月７月７月７月

少少少少年年年年ススススポポポポーーーーツツツツ教教教教室室室室（（（（小小小小学学学学生生生生）））） 指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照

777720日20日20日20日 前前前前 期期期期 ６６６６ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子 有明有明有明有明

11日11日11日11日

19日19日19日19日 秋秋秋秋 季季季季 中中中中 学学学学 生生生生 大大大大 会会会会 スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）

前前前前 期期期期 ９９９９ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子

13131313

６月６月６月６月 11日11日11日11日

春春春春季季季季フフフフララララワワワワーーーー大大大大会会会会 男男男男子子子子

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

6666

春春春春季季季季フフフフララララワワワワーーーー大大大大会会会会 女女女女子子子子 9999

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

6666

春春春春 季季季季 区区区区 民民民民 家家家家 庭庭庭庭 婦婦婦婦 人人人人

　スポーツ会館（大、小）　スポーツ会館（大、小）　スポーツ会館（大、小）　スポーツ会館（大、小）

2日2日2日2日

5日5日5日5日

56565656

11111111

東砂東砂東砂東砂 6666

平成２９年度　競技事業報告平成２９年度　競技事業報告平成２９年度　競技事業報告平成２９年度　競技事業報告

開開開開 催催催催 日日日日 大　会　名大　会　名大　会　名大　会　名
出場出場出場出場
チーム数チーム数チーム数チーム数

４月４月４月４月

春春春春 季季季季 区区区区 民民民民 ９９９９ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子 スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館 4444

春春春春 季季季季 区区区区 民民民民 ９９９９ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子 深川深川深川深川

3位3位3位3位

春春春春季季季季区区区区民民民民家家家家庭庭庭庭婦婦婦婦人人人人２２２２日日日日目目目目

9日9日9日9日

５月５月５月５月

3位3位3位3位

18日18日18日18日

9月9月9月9月

秋秋秋秋 季季季季 区区区区 民民民民 家家家家 庭庭庭庭 婦婦婦婦 人人人人

55555555

23日23日23日23日 秋秋秋秋季季季季区区区区民民民民家家家家庭庭庭庭婦婦婦婦人人人人２２２２日日日日目目目目 亀戸亀戸亀戸亀戸

前前前前 期期期期 ６６６６ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子 有明有明有明有明 5555

春季区民小学生大会Aクラス春季区民小学生大会Aクラス春季区民小学生大会Aクラス春季区民小学生大会Aクラス

春季区民小学生大会Bクラス春季区民小学生大会Bクラス春季区民小学生大会Bクラス春季区民小学生大会Bクラス

春季区民小学生大会Ｃクラス春季区民小学生大会Ｃクラス春季区民小学生大会Ｃクラス春季区民小学生大会Ｃクラス

4444



会　　　場会　　　場会　　　場会　　　場 順位順位順位順位 試合結果試合結果試合結果試合結果

1位1位1位1位 日本ユニシス日本ユニシス日本ユニシス日本ユニシス

2位2位2位2位 蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

2位2位2位2位 ＲＳクラブＲＳクラブＲＳクラブＲＳクラブ

1位1位1位1位 三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

2位2位2位2位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

1位1位1位1位 深三クラブ深三クラブ深三クラブ深三クラブ

2位2位2位2位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

１位１位１位１位 蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ蔦クラブ

1位1位1位1位 かとれあかとれあかとれあかとれあ

１位１位１位１位 はぎはぎはぎはぎ

1位1位1位1位 三砂ジュニア三砂ジュニア三砂ジュニア三砂ジュニア

2位2位2位2位 枝川枝川枝川枝川

3位3位3位3位 大島中央エンジェルス、数矢小大島中央エンジェルス、数矢小大島中央エンジェルス、数矢小大島中央エンジェルス、数矢小

1位1位1位1位 数矢小Ｂ数矢小Ｂ数矢小Ｂ数矢小Ｂ

2位2位2位2位 三砂Ｂ三砂Ｂ三砂Ｂ三砂Ｂ

3位3位3位3位 三大小三大小三大小三大小

１位１位１位１位 大島中央エンジェルスＢ大島中央エンジェルスＢ大島中央エンジェルスＢ大島中央エンジェルスＢ

1位1位1位1位 三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

2位2位2位2位 ともえクラブともえクラブともえクラブともえクラブ

1位1位1位1位 深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ

2位2位2位2位 深三クラブ深三クラブ深三クラブ深三クラブ

東砂東砂東砂東砂

4日4日4日4日 亀戸亀戸亀戸亀戸

11日11日11日11日 東砂東砂東砂東砂

12日12日12日12日 有明有明有明有明

4日4日4日4日 スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

1位1位1位1位 D・spikersD・spikersD・spikersD・spikers

2位2位2位2位 ともえクラブともえクラブともえクラブともえクラブ

1位1位1位1位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

2位2位2位2位 深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ

9日9日9日9日 足立区足立区足立区足立区

11日11日11日11日
12日12日12日12日

目黒中央体育館目黒中央体育館目黒中央体育館目黒中央体育館

24日24日24日24日 墨田総合体育館墨田総合体育館墨田総合体育館墨田総合体育館

開開開開 催催催催 日日日日 大　会　名大　会　名大　会　名大　会　名
出場出場出場出場
チーム数チーム数チーム数チーム数

5555

後後後後 期期期期 部部部部 別別別別

※2　参照※2　参照※2　参照※2　参照

8888

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

6666

26日26日26日26日

2月2月2月2月

後後後後 期期期期 部部部部 別別別別

10101010

東砂東砂東砂東砂 11111111

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

秋秋秋秋 季季季季 小小小小 学学学学 生生生生 大大大大 会会会会 ＢＢＢＢ クククク ララララ スススス

秋秋秋秋 季季季季 フフフフ ララララ ワワワワ ーーーー 大大大大 会会会会 女女女女 子子子子

10月10月10月10月

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

23日23日23日23日

秋秋秋秋 季季季季 区区区区 民民民民 ９９９９ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子

11月11月11月11月

秋秋秋秋 季季季季 フフフフ ララララ ワワワワ ーーーー 大大大大 会会会会 男男男男 子子子子

秋秋秋秋 季季季季 小小小小 学学学学 生生生生 大大大大 会会会会 CCCC クククク ララララ スススス

秋秋秋秋 季季季季 小小小小 学学学学 生生生生 大大大大 会会会会 AAAA クククク ララララ スススス

3333

１５日１５日１５日１５日

29日29日29日29日

秋秋秋秋 季季季季 区区区区 民民民民 ６６６６ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子

深川深川深川深川

秋秋秋秋 季季季季 区区区区 民民民民 ９９９９ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子 6666

秋秋秋秋 季季季季 区区区区 民民民民 ６６６６ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子 7777

１月１月１月１月

Ａコート優勝　葵クラブ　Ｂコート優勝　ＴＯＭクラブＡコート優勝　葵クラブ　Ｂコート優勝　ＴＯＭクラブＡコート優勝　葵クラブ　Ｂコート優勝　ＴＯＭクラブＡコート優勝　葵クラブ　Ｂコート優勝　ＴＯＭクラブ

　男子準優勝　　　　江東区選抜　男子準優勝　　　　江東区選抜　男子準優勝　　　　江東区選抜　男子準優勝　　　　江東区選抜

　女子準優勝　　　　三省クラブ　女子準優勝　　　　三省クラブ　女子準優勝　　　　三省クラブ　女子準優勝　　　　三省クラブ

　　　３位　　　　　江東区選抜　　　３位　　　　　江東区選抜　　　３位　　　　　江東区選抜　　　３位　　　　　江東区選抜

駒沢体育館　他駒沢体育館　他駒沢体育館　他駒沢体育館　他

後後後後 期期期期 ９９９９ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子
28日28日28日28日

ひひひひ がががが しししし んんんん カカカカ ッッッッ ププププ

7月7月7月7月 墨墨墨墨 東東東東 五五五五 区区区区 大大大大 会会会会 ※3　参照※3　参照※3　参照※3　参照

18日18日18日18日

20日20日20日20日
21日21日21日21日

都都都都 民民民民 大大大大 会会会会5月5月5月5月

4444

2月2月2月2月

全全全全 国国国国 青青青青 年年年年 大大大大 会会会会

3月3月3月3月

少少少少年年年年ススススポポポポーーーーツツツツ教教教教室室室室（（（（ささささよよよよなななならららら）））） 指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照指導普及部事業報告参照

後後後後 期期期期 ６６６６ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子

有明有明有明有明

後後後後 期期期期 ６６６６ 人人人人 制制制制 女女女女 子子子子

１１月１１月１１月１１月

後後後後 期期期期 ９９９９ 人人人人 制制制制 男男男男 子子子子

5555

後後後後 期期期期 部部部部 別別別別

後後後後 期期期期 部部部部 別別別別

8888



※1※1※1※1

部部部部 月月月月 日日日日

1部1部1部1部 23日23日23日23日 優勝優勝優勝優勝 葵クラブ葵クラブ葵クラブ葵クラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 ＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブ

2部2部2部2部 23日23日23日23日

3部3部3部3部 17日17日17日17日

4部4部4部4部 23日23日23日23日

5部5部5部5部 17日17日17日17日

6部6部6部6部

7部7部7部7部

8部8部8部8部 23日23日23日23日

※2※2※2※2

部部部部 月月月月 日日日日

１部１部１部１部 11日11日11日11日 優勝優勝優勝優勝 ＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブＴＯＭクラブ 準優勝準優勝準優勝準優勝 葵クラブ葵クラブ葵クラブ葵クラブ

2部2部2部2部 12日12日12日12日

3部3部3部3部 4日4日4日4日

4部4部4部4部 11日11日11日11日

5部5部5部5部 12日12日12日12日

6部6部6部6部 4日4日4日4日

7部7部7部7部 28日28日28日28日

8部8部8部8部 28日28日28日28日

※3※3※3※3

男子男子男子男子

女子女子女子女子

男子男子男子男子

女子女子女子女子

家庭婦人家庭婦人家庭婦人家庭婦人

江東区　　総合　　５位江東区　　総合　　５位江東区　　総合　　５位江東区　　総合　　５位

三位三位三位三位 ＭＪクラブＭＪクラブＭＪクラブＭＪクラブ

一般9人制一般9人制一般9人制一般9人制

一般6人制一般6人制一般6人制一般6人制
三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ準優勝準優勝準優勝準優勝

三位決定戦敗退三位決定戦敗退三位決定戦敗退三位決定戦敗退 深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ深三クラブⅡ

三位三位三位三位

三位三位三位三位 三省クラブ三省クラブ三省クラブ三省クラブ

三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ三砂クラブ

亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ

有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ

深川北ＳＣ深川北ＳＣ深川北ＳＣ深川北ＳＣ

2月2月2月2月

17日17日17日17日 有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ

亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ亀戸ＳＣ

会　場会　場会　場会　場

有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ有明ＳＣ

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

≪後期部別対抗戦試合結果≫≪後期部別対抗戦試合結果≫≪後期部別対抗戦試合結果≫≪後期部別対抗戦試合結果≫

7月7月7月7月

南クラブＢ南クラブＢ南クラブＢ南クラブＢ

南友クラブ南友クラブ南友クラブ南友クラブ

ＰＡＬクラブＰＡＬクラブＰＡＬクラブＰＡＬクラブ

すみれクラブすみれクラブすみれクラブすみれクラブ

ＰＡＬクラブＰＡＬクラブＰＡＬクラブＰＡＬクラブ

ハピネスハピネスハピネスハピネス さつきクラブＢさつきクラブＢさつきクラブＢさつきクラブＢ

二亀クラブＡ二亀クラブＡ二亀クラブＡ二亀クラブＡ

ウィズクラブウィズクラブウィズクラブウィズクラブ

東川クラブ東川クラブ東川クラブ東川クラブ

朋友倶楽部朋友倶楽部朋友倶楽部朋友倶楽部

8888

3333

飛影クラブ飛影クラブ飛影クラブ飛影クラブ

深川クラブ深川クラブ深川クラブ深川クラブ

茜クラブ茜クラブ茜クラブ茜クラブ

飛影クラブ飛影クラブ飛影クラブ飛影クラブ

順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム

8888

8888

8888

8888

茜クラブ茜クラブ茜クラブ茜クラブ

ファジイクラブファジイクラブファジイクラブファジイクラブ

ＮＯＡＨＮＯＡＨＮＯＡＨＮＯＡＨ

あゆみクラブあゆみクラブあゆみクラブあゆみクラブ

ＳＨＩＮＢＡＳＨＩＮＢＡＳＨＩＮＢＡＳＨＩＮＢＡ

8888

1月1月1月1月
レインボークラブレインボークラブレインボークラブレインボークラブ

会　場会　場会　場会　場

七友クラブ七友クラブ七友クラブ七友クラブ

出場チーム数出場チーム数出場チーム数出場チーム数

8888

8888

順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム順位及び昇格チーム

ミセスマジックミセスマジックミセスマジックミセスマジック

南クラブＡ南クラブＡ南クラブＡ南クラブＡ ＭＯＵクラブＭＯＵクラブＭＯＵクラブＭＯＵクラブ

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

明治クラブ明治クラブ明治クラブ明治クラブ

ハピネスハピネスハピネスハピネス

8888

≪前期部別対抗戦試合結果≫≪前期部別対抗戦試合結果≫≪前期部別対抗戦試合結果≫≪前期部別対抗戦試合結果≫

≪第６５回　墨東五区大会≫≪第６５回　墨東五区大会≫≪第６５回　墨東五区大会≫≪第６５回　墨東五区大会≫ 当番区　　足立区当番区　　足立区当番区　　足立区当番区　　足立区

3333

出場チーム数出場チーム数出場チーム数出場チーム数

8888

8888

8888

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ 美ららクラブＢ美ららクラブＢ美ららクラブＢ美ららクラブＢ

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ

深川北ＳＣ深川北ＳＣ深川北ＳＣ深川北ＳＣ

東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ東砂ＳＣ

8888

8888



１）

　　　　　　　　　　 平成２９年　４月３０日 教育センター 出席数 　　１４９名

２）

平成２９年　５月１４日 江東区スポーツ会館 出席数 　　１４９名

平成２９年　５月２８日 江東区スポーツ会館 出席数 　　１３９名

平成２９年　６月　４日 江東区スポーツ会館 出席数 　　１０６名

３）

平成２９年　６月１１日 江東区スポーツ会館 出席数 　　１２５名

４）

平成３０年　１月　２０日 実技試験

                 ２月　１７日

                 ３月　　４日 合計出席数 　　１１４名

平成３０年　１月　２７日 筆記試験 出席数 　　　２４名

１） 墨東五区大会

２） 深川南部地区小学校ＰＴＡ連合バレーボール大会 

３）

４） 江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（１日目）  　　

５） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（１日目）  　　

７） 江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（２日目）  　　

８） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会（２日目）  　　

９） 大島地区小中PTAバレーボール大会 

１０） ひがしんカップ大会

３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定

江東区帯同審判員合格者２１名（順不同・敬称略）江東区帯同審判員合格者２１名（順不同・敬称略）江東区帯同審判員合格者２１名（順不同・敬称略）江東区帯同審判員合格者２１名（順不同・敬称略）

内田　俊子（深川クラブ）・奥山　美智子（明治クラブ）・石田　有里（三亀クラブA）・竹部　つばさ（MJクラブ）・

丸山　明子（MJクラブ）・池田　由美（TOMクラブ）・名越　富江（飛影クラブ）・吉田　雅美（七友クラブ）・

小林　まき江（潮クラブ）・林　千恵子（jamberry）・南雲　由紀子（グリーンクラブ）・

山田　久美子（三亀クラブB）・桑原　利枝（ウィズクラブ）・松岡　悠子（KMC)・大串　佳枝（jam）・

藤木　かおり（jam）・尾崎　奈保美（jam）・荒井　悦子（数矢クラブA）・山田　智美（さくらクラブ）・

田淵　智恵（二亀クラブA)・平間　泰世（南クラブA）

４．日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格合格者認定４．日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格合格者認定４．日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格合格者認定４．日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格合格者認定
平成２９年１２月１６日（筆記試験）・１７日（実技試験）に実施した

日本バレーボール協会公認Ｃ級審判員資格に下記の１名が合格されました。

成績に基づき下記のみなさんが合格されました。

審判実技講習会（家庭婦人）

江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験

２．審判員の派遣２．審判員の派遣２．審判員の派遣２．審判員の派遣
　　平成２９年　　７月　９日

　　平成２９年　　９月１６日

砂町地区小中学校PTA連合会バレーボール大会 

　　平成２９年　１１月１９日

　　平成２９年　１１月２６日

　　平成３０年　　２月２４日

平成２９年度審判部事業報告平成２９年度審判部事業報告平成２９年度審判部事業報告平成２９年度審判部事業報告

１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催
競技規則講習会

梶原　千世（MOUクラブ）

　　平成２９年　１０月２２日

　　平成２９年　１０月　８日

審判実技講習会（ＰＴＡ）

　　平成２９年　１２月　３日

平成３０年１月２０日～３月４日に実施した江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験の

　　平成２９年　１１月　５日



                                                    平成２９年度 指導普及部事業報告平成２９年度 指導普及部事業報告平成２９年度 指導普及部事業報告平成２９年度 指導普及部事業報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．」１．」１．」１．」区民スポーツ教室 （バレーボール教室）区民スポーツ教室 （バレーボール教室）区民スポーツ教室 （バレーボール教室）区民スポーツ教室 （バレーボール教室）

日時：　平成29年6月3日～7月22日　毎週水曜日 計8回（19：00～21：00）
     場所：　江東区スポーツ会館
     内容：  パス、レシーブ、アタック、ブロック等の基本動作の習得から試合形式
     参加人数： 17名

２．」２．」２．」２．」少年少女スポーツ教室　(小学生)少年少女スポーツ教室　(小学生)少年少女スポーツ教室　(小学生)少年少女スポーツ教室　(小学生)
１） 第1回
     日時：  平成29年7月17日（月）祝日　9：00～16：00
     場所：　江東区スポーツ会館　
     内容：　東京ヴェルディ－ によるバレーボール講習会を実施
     参加人数：178名167名

２） 第2回(さよなら大会）
     日時：  平成30年3月4日（日）  9：00～16：00　
     場所：  江東区スポーツ会館　
     内容：　1年間の練習成果として、チームを編成し試合を実施

３．３．３．３．ソフトバレーボール大会 ソフトバレーボール大会 ソフトバレーボール大会 ソフトバレーボール大会 （フレンドリー大会/江東区スポーツ会館共催）（フレンドリー大会/江東区スポーツ会館共催）（フレンドリー大会/江東区スポーツ会館共催）（フレンドリー大会/江東区スポーツ会館共催）
     日時： 平成30年1月21日（日）　9：00～16：00
     内容： ソフトバレーボール大会（4人制）

        一般男子、一般女子、ファミリーの3部門での試合形式を実施
     参加人数：130名

４．４．４．４．小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施
     指導者が不在のチームへ約2ヶ月間の指導員派遣春季： 平成29年5月5日(金）祝日　江東区スポーツ会館

秋季： 平成29年11月26日（日）　　東砂スポーツセンター

５．５．５．５．江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣
     江東区スポーツ会館3名、有明スポーツセンター1名、東砂スポーツセンター2名、
     深川北スポーツセンター1名、深川スポーツセンター1名、亀戸スポーツセンター1名

     参加人数：144名



１．１．１．１． ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理
　　1) ホームページアクセス数 　 １００～１３０/日

ホームページ更新回数　　　約９０回/年

　　2) ホームページの充実

　　 ①9人制記録用紙と記録見本のダウンロードが可能となった

②チャンプリーグ・ひがしんカップのＨＰ用ポスターを制作し応援を促進

③トップページにお知らせコーナーを設置(大会申込み締切や抽選会日時他）

２．２．２．２． 各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載
審判部・競技部・指導普及部・総務部からの連絡事項を敏速に更新

３．３．３．３． 連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載
春季/秋季区民大会、前期/後期大会、春季/秋季フラワー大会

組み合わせや結果を敏速に更新

４．４．４．４． 外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応
PTA関係者の審判講習会やユニホームの件、新規チーム登録関係の件他

問い合わせ件数　７件/年

５．５．５．５． 広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等
　　1) 春季/秋季区民大会、前期/後期大会、春季/秋季フラワー大会、

墨東五区大会、ひがしんカップ、小学生大会、バレーボール教室、

フレンドリー大会、審判講習会、帯同審判実技試験、秋季区民大会抽選会他

　　2) 該当チーム及び関係者への原稿依頼

　　 (優勝コメント、教室やイベント参加者、帯同審判合格者他）

広報通信TSUNAGU発行回数　８回/年

６．６．６．６． 連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの開設及び更新作業と管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの開設及び更新作業と管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの開設及び更新作業と管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの開設及び更新作業と管理
６月にTwitterを開設し、リアルタイムで情報を提供
連盟Twitter(ホームページ更新情報）

広報部Twitter(大会結果速報、ワンラリー動画配信、各部活動の様子）

ツイート回数　　約３００回/年

連盟公式 Twitterアカウント連盟公式 Twitterアカウント連盟公式 Twitterアカウント連盟公式 Twitterアカウント　@koto_volley_web　@koto_volley_web　@koto_volley_web　@koto_volley_web

広報部 　Twitterアカウント広報部 　Twitterアカウント広報部 　Twitterアカウント広報部 　Twitterアカウント　@megkijimuna　@megkijimuna　@megkijimuna　@megkijimuna

　　    　平成２９年度　広報部事業報告　　    　平成２９年度　広報部事業報告　　    　平成２９年度　広報部事業報告　　    　平成２９年度　広報部事業報告



１．１．１．１． 総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備
議事作成

議事録作成及び通知（郵送含）

　1回　総会(理事会） 29年4月1日 総数 163出席128委任状26合計154

　2回　部長会 5月17日 15名

　3回　理事会 6月8日 42名

　4回　常任理事会 8月9日 26名

　5回　理事会 8月30日 27名

　6回　部長会 11月6日 13名

　7回　理事会 12月5日 32名

　8回　常任理事会 3月15日 26名

　9回　理事会 30年4月5日

　新年会 30年1月7日 47名

２．２．２．２． 名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送
連盟役員関係名簿

各チーム代表者名簿

３．３．３．３． チーム登録の管理チーム登録の管理チーム登録の管理チーム登録の管理
1)1)1)1) 一般男女  6人制・9人制　　　

    競技統括部長に依頼

2)2)2)2) 家庭婦人

　　既存チームの年度初めの登録及び新規チーム登録

　　追加登録・退部等 各種変更届

４．４．４．４． 江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他
春季、秋季区民大会、前期、後期部別大会、小中学校ＰＴＡ大会

５．５．５．５． 他区、地域、全国等大会等の事務他他区、地域、全国等大会等の事務他他区、地域、全国等大会等の事務他他区、地域、全国等大会等の事務他
墨東大会　　一般男女（6.9）・家庭婦人・小学生

ひがしんカップ　　家庭婦人

全国大会等対応

６．６．６．６． 江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他
シーサイドマラソン役員派遣　 １０名

江東区体育協会関係　　

　　体育功労者 鳥海　悦子

　　生涯スポーツ優良団体 ともえクラブ

７．７．７．７． その他事務他その他事務他その他事務他その他事務他
　　ファイテンブース申請　各スポーツセンター宛

平成２９年度 総務部事業報告平成２９年度 総務部事業報告平成２９年度 総務部事業報告平成２９年度 総務部事業報告



「連盟活動方針」「連盟活動方針」「連盟活動方針」「連盟活動方針」

＜競技部活動方針＞＜競技部活動方針＞＜競技部活動方針＞＜競技部活動方針＞

スムーズな大会運営の向上スムーズな大会運営の向上スムーズな大会運営の向上スムーズな大会運営の向上

＜審判部活動方針＞＜審判部活動方針＞＜審判部活動方針＞＜審判部活動方針＞

審判技術の向上を目指す審判技術の向上を目指す審判技術の向上を目指す審判技術の向上を目指す

＜指導普及部活動方針＞＜指導普及部活動方針＞＜指導普及部活動方針＞＜指導普及部活動方針＞

生涯スポーツとしてバレーボールの振興発展生涯スポーツとしてバレーボールの振興発展生涯スポーツとしてバレーボールの振興発展生涯スポーツとしてバレーボールの振興発展

＜広報部活動方針＞＜広報部活動方針＞＜広報部活動方針＞＜広報部活動方針＞

広報活動の充実とホームページの活用で広報活動の充実とホームページの活用で広報活動の充実とホームページの活用で広報活動の充実とホームページの活用で
　　　　　スピーディーな情報提供　　　　　スピーディーな情報提供　　　　　スピーディーな情報提供　　　　　スピーディーな情報提供

＜総務部活動方針＞＜総務部活動方針＞＜総務部活動方針＞＜総務部活動方針＞

連盟行事を滞りなく円滑に行うためのサポート連盟行事を滞りなく円滑に行うためのサポート連盟行事を滞りなく円滑に行うためのサポート連盟行事を滞りなく円滑に行うためのサポート

「連盟基本方針」「連盟基本方針」「連盟基本方針」「連盟基本方針」

区民のバレーボールへの参加発信と健康増進への貢献区民のバレーボールへの参加発信と健康増進への貢献区民のバレーボールへの参加発信と健康増進への貢献区民のバレーボールへの参加発信と健康増進への貢献

役員全員の連携による明るく楽しい時間の創生役員全員の連携による明るく楽しい時間の創生役員全員の連携による明るく楽しい時間の創生役員全員の連携による明るく楽しい時間の創生

平成３０年度連盟基本方針及び活動方針(案）平成３０年度連盟基本方針及び活動方針(案）平成３０年度連盟基本方針及び活動方針(案）平成３０年度連盟基本方針及び活動方針(案）



月月月月 日日日日 曜日曜日曜日曜日 大会名大会名大会名大会名 会場会場会場会場 参加費参加費参加費参加費

区民9人制（女子）区民9人制（女子）区民9人制（女子）区民9人制（女子） スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館 3,0003,0003,0003,000 3/173/173/173/17 土土土土 3/203/203/203/20 火火火火

区民9人制（男子）区民9人制（男子）区民9人制（男子）区民9人制（男子） 深川深川深川深川 3,0003,0003,0003,000 〃〃〃〃 〃〃〃〃

15151515 日日日日 区民家庭婦人区民家庭婦人区民家庭婦人区民家庭婦人 深川深川深川深川 3,0003,0003,0003,000 3/233/233/233/23 金金金金 3/293/293/293/29 木木木木

22222222 日日日日 区民家庭婦人区民家庭婦人区民家庭婦人区民家庭婦人 有明/深川北/東砂有明/深川北/東砂有明/深川北/東砂有明/深川北/東砂 〃〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃〃

29292929 日日日日 区民家庭婦人（2日目）区民家庭婦人（2日目）区民家庭婦人（2日目）区民家庭婦人（2日目） スポーツ会館（大）スポーツ会館（大）スポーツ会館（大）スポーツ会館（大）

30303030 月月月月 区民6人制男子区民6人制男子区民6人制男子区民6人制男子 スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館 3,0003,0003,0003,000 4/144/144/144/14 土土土土 4/184/184/184/18 水水水水

5555 5555 土土土土 区民小学生区民小学生区民小学生区民小学生 スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小） 1,0001,0001,0001,000 4/64/64/64/6 金金金金 4/144/144/144/14 土土土土

春季フラワー大会男子春季フラワー大会男子春季フラワー大会男子春季フラワー大会男子 7,0007,0007,0007,000 5/285/285/285/28 月月月月 当日当日当日当日

春季フラワー大会女子春季フラワー大会女子春季フラワー大会女子春季フラワー大会女子 〃〃〃〃 〃〃〃〃

区民6人制女子区民6人制女子区民6人制女子区民6人制女子 深川北深川北深川北深川北 7,0007,0007,0007,000 5/235/235/235/23 水水水水 5/305/305/305/30 水水水水

15151515 日日日日 前期部別前期部別前期部別前期部別 亀戸亀戸亀戸亀戸 7,0007,0007,0007,000 6/156/156/156/15 金金金金 6/266/266/266/26 火火火火

少年スポーツ教室（小学生）少年スポーツ教室（小学生）少年スポーツ教室（小学生）少年スポーツ教室（小学生） スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

深川北深川北深川北深川北 7,0007,0007,0007,000 6/156/156/156/15 金金金金 6/266/266/266/26 火火火火

22222222 日日日日 東砂東砂東砂東砂 〃〃〃〃 〃〃〃〃

深川深川深川深川 〃〃〃〃 〃〃〃〃

前期9人制（男子・女子）前期9人制（男子・女子）前期9人制（男子・女子）前期9人制（男子・女子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 6/296/296/296/29 金金金金 7/257/257/257/25 水水水水

18181818 土土土土 秋季中学生大会秋季中学生大会秋季中学生大会秋季中学生大会 スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）スポーツ会館（大・小）

26262626 日日日日 前期6人制（男子）前期6人制（男子）前期6人制（男子）前期6人制（男子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 7/267/267/267/26 木木木木 8/228/228/228/22 水水水水

2222 日日日日 前期6人制（女子）前期6人制（女子）前期6人制（女子）前期6人制（女子） 亀戸亀戸亀戸亀戸 7,0007,0007,0007,000 8/28/28/28/2 木木木木 8/228/228/228/22 水水水水

9999 日日日日 東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北 7,0007,0007,0007,000 8/98/98/98/9 木木木木 8/218/218/218/21 火火火火

16161616 日日日日 亀戸/有明亀戸/有明亀戸/有明亀戸/有明 〃〃〃〃 〃〃〃〃

24242424 月月月月 秋季6人制（男子）秋季6人制（男子）秋季6人制（男子）秋季6人制（男子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 8/248/248/248/24 金金金金 9/189/189/189/18 火火火火

30303030 日日日日 秋季家庭婦人大会（2日目）秋季家庭婦人大会（2日目）秋季家庭婦人大会（2日目）秋季家庭婦人大会（2日目） 深川深川深川深川

7777 日日日日 秋季9人制（男子・女子）秋季9人制（男子・女子）秋季9人制（男子・女子）秋季9人制（男子・女子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 9/79/79/79/7 金金金金 10/310/310/310/3 水水水水

14141414 日日日日 秋季6人制女子秋季6人制女子秋季6人制女子秋季6人制女子 東砂東砂東砂東砂 7,0007,0007,0007,000 9/149/149/149/14 金金金金 10/310/310/310/3 水水水水

秋季フラワー大会男子秋季フラワー大会男子秋季フラワー大会男子秋季フラワー大会男子 7,0007,0007,0007,000 11/1011/1011/1011/10 土土土土 当日当日当日当日

秋季フラワー大会女子秋季フラワー大会女子秋季フラワー大会女子秋季フラワー大会女子 〃〃〃〃 〃〃〃〃

秋季小学生大会秋季小学生大会秋季小学生大会秋季小学生大会 東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北

12121212 23232323 日日日日 中学生大会中学生大会中学生大会中学生大会 東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北

10101010 日日日日 後期部別後期部別後期部別後期部別 東砂東砂東砂東砂 7,0007,0007,0007,000 1/101/101/101/10 木木木木 1/191/191/191/19 土土土土

11111111 月月月月 後期9人制（男子・女子）後期9人制（男子・女子）後期9人制（男子・女子）後期9人制（男子・女子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 1/111/111/111/11 金金金金 2/62/62/62/6 水水水水

17171717 日日日日 亀戸亀戸亀戸亀戸 7,0007,0007,0007,000 1/101/101/101/10 木木木木 1/191/191/191/19 土土土土

24242424 日日日日 東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北 〃〃〃〃 〃〃〃〃

少年スポーツ教室少年スポーツ教室少年スポーツ教室少年スポーツ教室 スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

後期6人制（女子）後期6人制（女子）後期6人制（女子）後期6人制（女子） 東砂東砂東砂東砂 7,0007,0007,0007,000 2/102/102/102/10 日日日日 3/53/53/53/5 火火火火

17171717 日日日日 後期6人制（男子）後期6人制（男子）後期6人制（男子）後期6人制（男子） 有明有明有明有明 7,0007,0007,0007,000 2/172/172/172/17 日日日日 3/53/53/53/5 火火火火

24242424 日日日日 中学生大会中学生大会中学生大会中学生大会 東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北東砂/深川北

7777 8888 日日日日 墨東大会墨東大会墨東大会墨東大会 墨田区墨田区墨田区墨田区

2222 23232323 土土土土 ひがしんカップひがしんカップひがしんカップひがしんカップ 墨田区墨田区墨田区墨田区

平成30年度　競技事業計画　(案）平成30年度　競技事業計画　(案）平成30年度　競技事業計画　(案）平成30年度　競技事業計画　(案）

締切日締切日締切日締切日 抽選日抽選日抽選日抽選日

1111 日日日日

6666 10101010 日日日日
スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館スポーツ会館

9999

7777

16161616 月月月月

29292929 日日日日

8888

秋季家庭婦人大会秋季家庭婦人大会秋季家庭婦人大会秋季家庭婦人大会

金金金金

後期部別後期部別後期部別後期部別

前期部別前期部別前期部別前期部別

4444

3333

10101010 日日日日

2222

10101010

11111111 23232323



１）

２）

４）

江東区帯同審判員資格取得実技試験

５）

１）

２）

３）

４） 江東区中学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会

５） 江東区小学校ＰＴＡ連合会バレーボール大会　　

６） 大島地区小中PTAバレーボール大会 

７）

８）

３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定３．江東区帯同審判員資格取得筆記・実技試験合格者認定

４．その他、必要な事項４．その他、必要な事項４．その他、必要な事項４．その他、必要な事項

審判実技講習会（家庭婦人）

深川南部地区小学校ＰＴＡ連合バレーボール大会 

平成３０年　５月１３日

平成３０年　６月１０日

平成３０年　５月２７日

平成３０年　６月　３日

その他、必要と認める大会

平成３１年　１月１３日

江東区帯同審判員資格取得筆記試験

砂町地区小中学校PTA連合会バレーボール大会 

ひがしんカップ大会

平成３０年１２月　８日

その他、必要と認める講習会

２．審判員の派遣２．審判員の派遣２．審判員の派遣２．審判員の派遣

墨東五区大会

平成３０年度審判部事業計画（案）平成３０年度審判部事業計画（案）平成３０年度審判部事業計画（案）平成３０年度審判部事業計画（案）

１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催１．講習会、研修会の開催

競技規則講習会 平成３０年　４月２８日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．１．１．１． 区民スポーツ教室（バレーボール教室）区民スポーツ教室（バレーボール教室）区民スポーツ教室（バレーボール教室）区民スポーツ教室（バレーボール教室）

    　場所： 江東区スポーツ会館
      内容： パス、レシーブ、アタック、ブロック等の基本動作の習得から試合形式まで
      募集人数： 約５０名

２．２．２．２． 少年少女スポーツ教室 （小学生の部）少年少女スポーツ教室 （小学生の部）少年少女スポーツ教室 （小学生の部）少年少女スポーツ教室 （小学生の部）
   １) 第１回

日時： 平成30年7月16日（月）祝日
      場所： 江東区スポーツ会館　9：00～16：00
      内容： 小学生がバレーボールを楽しいと感じる内容を検討する
      募集人数： 約１５０名

 ２） 第２回(さよなら大会）
日時： 平成31年3月10日（日）

      場所： 江東区スポーツ会館　9：00～16：00
      内容： 1年間の練習成果として、各チームを編成しゲームを行う。
      募集人数： 約１５０名

３．３．３．３． フレンドリー大会フレンドリー大会フレンドリー大会フレンドリー大会(江東区スポーツ会館共催）(江東区スポーツ会館共催）(江東区スポーツ会館共催）(江東区スポーツ会館共催）
      日時： 平成31年1月20日（日）　9：00～16：00
      内容： ソフトバレーボール大会
   　　　 一般男子、一般女子Ａ，Ｂ、ファミリーの４部門での試合形式
      募集人数： 約１００名

４．４．４．４． 小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施小学生春季および秋季区民大会の実施
春季： 平成30年5月5日（土）祝日　江東区スポーツ会館
秋季： 平成30年11月23日（金）　 　東砂/深川北スポーツセンター

５． 江東区各スポーツ施設への一般開放時の指導員の派遣
江東区スポーツ会館　　   3名  菅野樹里、鳥海悦子、清水田憲子
有明スポーツセンター　　 1名  岩野亜紀子
東砂スポーツセンター　　 2名  井ケ田美津子、清水田憲子
深川北スポーツセンター  1名  黒滝敏子
深川スポーツセンター　　 1名  上原一郎
亀戸スポーツセンター　　 1名  後藤恵美子

    平成３０年度  指導普及部事業計画（案）    平成３０年度  指導普及部事業計画（案）    平成３０年度  指導普及部事業計画（案）    平成３０年度  指導普及部事業計画（案）

　    日時： 平成30年6月6日～7月25日　毎週水曜日８回（19：00～21：00）



１．１．１．１． ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理ホームページ更新手続き及び管理
　　1) ホームページの充実を図る

　　2) ホームページのリニューアルを検討し、３１年度開設を目標に準備を進める

２．２．２．２． 各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載各部からの連絡事項等掲載
審判部・競技部・指導普及部・総務部からの連絡事項を敏速に更新

３．３．３．３． 連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載連盟行事や大会結果報告の掲載
春季/秋季区民大会、前期/後期大会、春季/秋季フラワー大会

 組み合わせや 結果を敏速に更新

４．４．４．４． 外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応外部からの問い合わせメールの対応

５．５．５．５． 広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等広報通信TSUNAGU制作の為の行事や大会取材、写真撮影等
連盟公式各大会、バレーボール教室、フレンドリー大会、審判講習会、

墨東五区大会、ひがしんカップ他　必要に応じた原稿の依頼と記事の作成

６．６．６．６． 連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの更新作業及び管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの更新作業及び管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの更新作業及び管理連盟公式Ｔwitter、広報部Ｔwitterの更新作業及び管理
ホームページ更新情報の発信
大会の様子、途中結果速報、ワンラリー動画配信、各部活動の様子の発信

なお、ホームページに対するご意見ご要望がございましたら、なお、ホームページに対するご意見ご要望がございましたら、なお、ホームページに対するご意見ご要望がございましたら、なお、ホームページに対するご意見ご要望がございましたら、

広報部アドレスの方へお寄せ下さい。広報部アドレスの方へお寄せ下さい。広報部アドレスの方へお寄せ下さい。広報部アドレスの方へお寄せ下さい。

　　　    平成３０年度　広報部事業計画(案）　　　    平成３０年度　広報部事業計画(案）　　　    平成３０年度　広報部事業計画(案）　　　    平成３０年度　広報部事業計画(案）



１．１．１．１． 総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備総会・理事会等開催準備
議事作成
議事録作成及び通知（郵送含）
　総会 4月14日
　部長会・常任理事会・理事会・新年会
　

２．２．２．２． 名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送名簿作成及び管理・発送
連盟役員関係名簿・各チーム代表者名簿

３．３．３．３． チーム登録の管理チーム登録の管理チーム登録の管理チーム登録の管理
1)1)1)1) 一般男女  6人制・9人制　　　

　競技統括部長に依頼
2)2)2)2) 家庭婦人

  既存チームの年度初めの連盟登録及び新規チーム登録　
　　4月1日受付開始　4月25日締切
  追加登録・退部等・各種変更届

４．４．４．４． 江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他江東区内大会や行事等の事務他
春季、秋季区民大会、前期、後期部別大会、小中学校ＰＴＡ大会等

５．５．５．５． 他区、地域、全国等大会等の事務等他区、地域、全国等大会等の事務等他区、地域、全国等大会等の事務等他区、地域、全国等大会等の事務等
墨東大会・ひがしんカップ・全国大会等対応

６．６．６．６． 江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他江東区及び江東区体育協会行事等の事務他
シーサイドマラソン
江東区体育協会関係　
　　体育功労者推薦
　　スポーツ功労チーム推薦
　　生涯スポーツ優良団体推薦
　　スポーツ推進委員推薦（更新） 白藤　恵

７．７．７．７． その他必要とされる事務也その他必要とされる事務也その他必要とされる事務也その他必要とされる事務也

　　 登録関係アドレス　　 登録関係アドレス　　 登録関係アドレス　　 登録関係アドレス

一般男女　6・9人制

家庭婦人 koto_volleyball_touroku@yahoo.co.jp

  ※  ※  ※  ※  平成30年度連盟登録用紙は4月25日までにメール送信にてお願いします 平成30年度連盟登録用紙は4月25日までにメール送信にてお願いします 平成30年度連盟登録用紙は4月25日までにメール送信にてお願いします 平成30年度連盟登録用紙は4月25日までにメール送信にてお願いします
　　連盟登録用紙・登録情報変更届申請書はＨＰよりダウンロードできます

　　年度初めの代表者・連絡係の変更は変更届は必要ありません

　　締切前（4/25まで）は提出した書類の変更・訂正などは差し替えで受付します

　　締切後（4/26以降）の代表者、連絡者の住所・電話・メールアドレス等の変更は

　　登録情報変更届申請書にてお知らせください

koto_ippann_volley@yahoo.co.jp

　　　　　　　　平成３０年度 総務部事業計画（案）　　　　　　　　平成３０年度 総務部事業計画（案）　　　　　　　　平成３０年度 総務部事業計画（案）　　　　　　　　平成３０年度 総務部事業計画（案）



 

※家庭婦人の部 新規登録・追加・退部・移籍※家庭婦人の部 新規登録・追加・退部・移籍※家庭婦人の部 新規登録・追加・退部・移籍※家庭婦人の部 新規登録・追加・退部・移籍

※家庭婦人の部 大会参加申し込み※家庭婦人の部 大会参加申し込み※家庭婦人の部 大会参加申し込み※家庭婦人の部 大会参加申し込み

※一般の部　新規登録・大会参加申し込み※一般の部　新規登録・大会参加申し込み※一般の部　新規登録・大会参加申し込み※一般の部　新規登録・大会参加申し込み

        

　 E-mail   beans@abeam.ocn.ne.jp　 E-mail   beans@abeam.ocn.ne.jp　 E-mail   beans@abeam.ocn.ne.jp　 E-mail   beans@abeam.ocn.ne.jp
 ※総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　 ※総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　 ※総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　 ※総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

※広報部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               ※広報部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               ※広報部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               ※広報部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               

　 E-mail　 koto.volleyball.koho@gmail.com　 E-mail　 koto.volleyball.koho@gmail.com　 E-mail　 koto.volleyball.koho@gmail.com　 E-mail　 koto.volleyball.koho@gmail.com

      江東区バレーボール連盟ホームページ      江東区バレーボール連盟ホームページ      江東区バレーボール連盟ホームページ      江東区バレーボール連盟ホームページ

      URL  http://www.koto-volleyball.com/      URL  http://www.koto-volleyball.com/      URL  http://www.koto-volleyball.com/      URL  http://www.koto-volleyball.com/

　 E-mail   koto_ippann_volley@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_ippann_volley@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_ippann_volley@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_ippann_volley@yahoo.co.jp

                 問い合わせ先・申し込み先                 問い合わせ先・申し込み先                 問い合わせ先・申し込み先                 問い合わせ先・申し込み先

　 E-mail   peko-3.tabata@docomo.ne.jp　 E-mail   peko-3.tabata@docomo.ne.jp　 E-mail   peko-3.tabata@docomo.ne.jp　 E-mail   peko-3.tabata@docomo.ne.jp

　 E-mail   koto_volleybaｌl_touroku@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_volleybaｌl_touroku@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_volleybaｌl_touroku@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_volleybaｌl_touroku@yahoo.co.jp           

※審判部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　※審判部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　※審判部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　※審判部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

　 E-mail   koto_volleyball_referee@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_volleyball_referee@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_volleyball_referee@yahoo.co.jp　 E-mail   koto_volleyball_referee@yahoo.co.jp

※指導普及部　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　※指導普及部　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　※指導普及部　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　※指導普及部　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　

　 E-mail   koto_mamasan_kyougibu@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_mamasan_kyougibu@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_mamasan_kyougibu@yahoo.co.jp           　 E-mail   koto_mamasan_kyougibu@yahoo.co.jp           



一 ＴＯＭクラブ 葵クラブ ミセスマジック ＭＪクラブ

部 ｊａｍｂｅｒｒｙ 愛宕クラブＡ ファジイクラブ 二亀クラブA

二 明治クラブ ｊａｍ さつきクラブA コスモスクラブ

部 MOUクラブ さくらクラブ ハピネス さつきクラブB

三 WHITE 南クラブA 七友クラブ フジクラブ

部 美ららクラブA 明和クラブ 深川クラブ PALクラブ

四 北一クラブ SGクラブ 数矢クラブA 潮クラブ

部 東川クラブ 東砂クラブ NOAH すみれクラブ

五 二大クラブ 水無月クラブ 朋友倶楽部 愛宕クラブB

部 KMC ウィズクラブ あゆみクラブ 茜クラブ

六 BEAMS グリーンクラブ さつきクラブC 数矢クラブB

部 南クラブＢ サクセスクラブ 飛影クラブ SHINBA

七 たつみクラブ 深一クラブ 二亀クラブＢ SUNクラブ

部 三亀クラブA 友愛クラブ 美ららクラブB レインボークラブ

八 東クラブ 南友クラブ 三亀クラブＢ 北五クラブ

部

平成２９年度　　後期部別ランキング


