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総　会　次　第

１． 開会挨拶

２． 議事 （１）令和３年度事業報告

（２）令和３年度会計報告

監査報告

（３）令和４年度役員改選について

（４）令和４年度事業計画（案）について

（５）令和４年度予算（案）について

通常事業会計

特別事業会計

３． その他

４． 閉会挨拶

○ 協会登録について

リーグ戦開会式前に受付をします。

提出書類 ・ バレーボール協会加盟届（事前提出の場合は不要)

・ 協会登録費用 １２，０００円

・ リーグ戦参加費用 ８，０００円

○ スポーツ保険について

５月１４日　までに直接保険会社への手続きをお願いします。

提出書類 ・ 加入届

・ 保険料

・ 保険内容 死亡1,000万円　入院2,000円　通院1,000円

保険会社 (有)アイオイ保険センター

〒７３９－００２５　東広島市西条中央四丁目１－２４

電　話 　４２２－３２３５

ＦＡＸ 　４２３－３５７５

事故報告は速やかにアイオイ保険センターへ提出



議事（1）

区分 日時 内容 場所

4月17日 令和３年度総会 運動公園

5月～11月 リーグ戦　(家庭婦人) 中止

9月6日
第２１回東広島市バレーボール協会理事長杯　兼
令和３年度度県民体育大会東広島市予選会 中止

12月5日 第38回東広島市バレーボール選手権大会
河内ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

河内中

3月26日 ことぶきバレーボール交歓会 中止

講習会
5月5日 審判講習会 運動公園

7月4日 第１５回東広島市バレーボール協会会長杯 中止

1月15日 第３３回東広島市中学生バレーボール大会 中止

2月12日 第４回東広島市高校生バレーボール大会 中止

2月20日 第２１回ＦＭ東広島杯小学生バレーボール大会 中止

2月4日 Vリーグ前日準備 運動公園

2月5日 Vリーグ（ＪＴサンダーズ広島戦　第1日目） 運動公園

2月6日 Vリーグ（ＪＴサンダーズ広島戦　第2日目） 運動公園

7月31日 常任理事会 くらら

11月30日 第38回東広島市選手権大会監督会議 運動公園

12月22日 Vリーグ事前会議 運動公園

1月9日 役員会議 世良名誉会長宅

1月15日 常任理事会 くらら

1月16日 Vリーグ事前会議 寺家会館

1月27日 Vリーグ事前会議 寺家会館

3月19日 役員会議 運動公園

3月26日 理事会 運動公園

令和３度東広島市バレーボール協会事業報告
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議事（2）

令和3年度 東広島市バレーボール協会　会計報告

予算額 決算額 摘要

1 補助金 285,000 160,000 通　常

2 協会加盟金 132,000 120,000 12,000×10

3 リーグ参加費 80,000 0

4 試合参加料 100,000 15,000 選手権

5 雑収入 100,000 541,490
損失補填補償
体育館使用料(審判講習会・選抜)

6 前年度繰越金 4,617,484 4,617,484
通常事業 2,117,484 2,117,484

特別事業 2,500,000 2,500,000

7 Ｖチケット等収入 3,500,000 5,399,272 ﾋﾟｱ・JT・ｲｽﾞﾐ

8 利息 516 37

8,815,000 10,853,283

予算額 決算額 摘要

1 会議費 30,000 47,528
通常事業 25,000 28,928 総会・常任役員会・理事会

特別事業 5,000 18,600 Vリーグ事前会議

2 報償費 290,000 45,000
通常事業 200,000 0

特別事業 90,000 45,000 医療従事

3 旅費・交通費 510,000 302,272
通常事業 10,000 0

特別事業 500,000 302,272 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・学生・県審判・VIS・報道・視察

4 需用費 4,050,000 3,429,892
通常事業 350,000 195,395 体育館使用料・消耗品

特別事業 3,700,000 3,234,497 消耗品・会場設置撤去・警備・体育館使用料

5 役務費 90,000 49,443
通常事業 30,000 6,789 郵券・振込手数料

特別事業 60,000 42,654 振込手数料

6 負担金 1,160,000 1,105,000
通常事業 10,000 5,000 市ｽﾎﾟｰﾂ協会

特別事業 1,150,000 1,100,000 開催譲渡

7 補助金 350,000 130,000
通常事業 350,000 130,000 HP・選抜・小バ連

特別事業 0 0

8 保険料 30,000 24,350
通常事業 20,000 0

特別事業 10,000 24,350 施設・入場者

9 予備費 2,305,000 0

8,815,000 5,133,485

歳入合計 10,853,283¥    

歳出合計 5,133,485¥     \3,600,000　特別事業

差　　引 5,719,798¥     次年度へ繰り越す \2,119,798　通常事業

合計

合計



議事（３）

役職名 理　　事 役職名 理　　事

名誉会長 世　良　隆　善 顧　　　　問 下　原　康　充

会　　　　長 荒　本　宣　雄 〃 山　内　吉　治

副　会　長 堀　岡　　　茂 〃 岡　田　和　行

〃 舛　長　一　次 参　　　　与 上　田　　　廣

理　事　長 丸　山　光　弘 〃 高　木　義　文

副理事長 石　井　博　衛 〃 澤　田　真　冶

総務委員長 高　橋　直　生 〃 賀　藤　正　章

副委員長 川　本　義　謙 〃 乗　越　耕　司

〃 中　島　信　幸 〃 土　肥　伸　樹

〃 畠　田　美　鈴 〃 舛　金　智　秋

〃 金　羅　恵　美 〃 奥　村　和　幸

競技委員長 渡　辺　敬　知 〃 渡　井　　　靖

副委員長 池　田　千　恵 〃 大　月　勝　之

〃 徳　永　絵梨子 令和４年リーグ参加チーム連絡先

〃 藤　田　知　樹 八本松クラブ 塩　谷　由里子

審判委員長 砂　田　典　明 松賀クラブ 日　浦　知　子

副委員長 高　橋　裕　治 高屋クラブ 池　田　潔

〃 河　原　一　秀 ビギナーズ 徳　永　絵梨子

〃 迫　井　俊　二 東広島ＳＶＣ 加　國　麻由子

〃 堤　田　力　斗 中央クラブ 吉　崎　美代子

学　　　識 神　笠　秀　治 陽輪 山　地　留　美

〃 山　口　右　京 志和ＭＶＣ 今　田　みゆき

〃 米　澤　和　洋 エンジェルス 澤　原　美和子

〃 原　口　克　司

八本松地区 富　繁　英　昭

高屋地区 影　山　和　弘

豊栄地区（連絡先） 石　川　久美子

河内地区（連絡先） 宮　脇　敬　三

安芸津地区（連絡先） 三　井　永　明

小体連 竹　内　史　雄

中体連

高体連

監　　　　事 徳　光　重　雄

〃 竹　上　寅　男

令和４年度東広島市バレーボール協会役員(案)

市内中学校バレーボール担当教諭

市内高校バレーボール担当教諭



議事（４）

区分 内容 場所

4月23日 （土） 令和４年度総会 運動公園

8月6日 （土） 東広島市バレーボールリーグ戦前期表彰式 運動公園

随時 理事会・常任理事会・役員会 未定

4月24日 (日） 第２１回東広島市バレーボール協会理事長杯 磯松中

5月～7月 (火) リーグ戦　前期(家庭婦人)　　5/10開会式 八本松中　他

9月4日 (日）
第２２回東広島市バレーボール協会理事長杯　兼
令和４年度県民体育大会東広島市予選会 未定

9月～11月 (火) リーグ戦　後期(家庭婦人) 八本松中　他

12月11日 (日） 第３８回東広島市バレーボール選手権大会 運動公園

3月25日 （土） ことぶきバレーボール交歓会 運動公園

講習会
5月5日 (木） 審判講習会 運動公園

4月29日 (金） 第１５回東広島市バレーボール協会会長杯 運動公園

1月21日 （土） 第３３回東広島市中学生バレーボール大会 運動公園

2月4日 （土） 第２１回ＦＭ東広島杯小学生バレーボール大会 運動公園

2月5日 (日） 第４回東広島市高校生バレーボール大会 未定

3月10日 (金） Vリーグ前日準備 運動公園

3月11日 （土） Vリーグ（ＪＴサンダーズ広島戦　第1日目） 運動公園

3月12日 (日） Vリーグ（ＪＴサンダーズ広島戦　第2日目） 運動公園

※　コロナウイルスの影響により予定は変更になることがあります

令和４年度　東広島市バレーボール協会　事業計画　　（案）
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議事（５）

令和４年度 東広島市バレーボール協会　通常事業会計　予算　(案)

当初予算額 昨年度予算額 差引増減 備考

1 補助金
285,000 285,000 0 市ｽﾎﾟｰﾂ協会補助

2 協会加盟金
120,000 132,000 ▲ 12,000 12千円×10

3 リーグ参加費
80,000 80,000 0 8千円×10

4 試合参加料
100,000 100,000 0

5 雑収入
100,000 100,000 0 体育館使用料等

6 前年度繰越金
2,119,798 2,117,484 2,314

8 利息
202 516 ▲ 314

2,805,000 2,815,000 ▲ 10,000

予算額 昨年度予算額 摘要 備考

1 会議費
30,000 25,000 5,000 総会資料、各種会議資料

2 報償費
10,000 200,000 ▲ 190,000

3 旅費・交通費
200,000 10,000 190,000 大会役員交通費

4 需用費
400,000 350,000 50,000 会場使用料・消耗品・昼食

5 役務費
30,000 30,000 0 郵券・手数料等

6 負担金
10,000 10,000 0 市ｽﾎﾟｰﾂ協会

7 補助金
350,000 350,000 0 HP・選抜・小バ連・全国大会出場

8 保険料
20,000 20,000 0 役員

9 予備費
1,755,000 1,820,000 ▲ 65,000

2,805,000 2,815,000 ▲ 10,000

歳入合計 2,805,000 円

歳出合計 2,805,000 円

差　　引 0 円

合計

合計



令和４年度 東広島市バレーボール協会　特別事業会計　予算　(案)

当初予算額 昨年度予算額 差引増減 備考

1 チケット販売収入等
9,800,000 3,500,000 6,300,000 満席の70％

2 前年度繰越金
3,600,000 2,500,000 1,100,000

13,400,000 6,000,000 7,400,000

予算額 昨年度予算額 摘要 備考

1 会議費
10,000 5,000 5,000

2 報償費
60,000 90,000 ▲ 30,000 医療ｽﾀｯﾌ30千円×2日

3 旅費・交通費
500,000 500,000 0

県協会･市ｽﾀｯﾌ・学生・視察・担当
者会議

4 需用費
3,700,000 3,700,000 0

会場準備撤去・会場使用料・消耗
品・昼食・警備

5 役務費
60,000 60,000 0 通信費・振込手数料・郵券

6 負担金
1,150,000 1,150,000 0 機構譲渡金・中国ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

8 保険料
30,000 10,000 20,000 観客・施設

9 予備費
7,890,000 485,000 7,405,000

13,400,000 6,000,000 7,400,000

歳入合計 13,400,000 円

歳出合計 13,400,000 円

差　　引 0 円

合計

合計


