
平成２７年度 大阪府バレーボール協会公認
大阪府バレーボール指導者「初級」資格取得講習会開催要項

１．目 的
本協会加盟登録各チームの指導者の資質向上を目的とし、本講習会を実施します。

本協会では底辺の拡大と高いレベルの選手育成は急務であり、バレーボール指導者の育成
を通し、バレーボールの普及・強化を目指して行きたいと考えています。また、講習会を
通じ大阪府のバレーボール指導者が互いに高め合い、情報を交換する場を提供していきた
く各種講習会を実施します。

２．主 管 大阪府バレーボール協会 指導普及部
協 力 協力企業交渉中 ミカサ モルテン( )

３．実施日程及び会場
第１日目 平成２７年 ７月 ５日（日）
第２回目 平成２７年１０月 ４日（日）

（ ）会 場 大阪府立藤井寺工科高等学校 近鉄南大阪線 藤井寺駅より東へ５分
＊会場には公共交通機関でお越し下さい。

＊上記２回の内１日をお選び下さい。第１回は「ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ指導員」講習を兼ねて
いますので初級のみ受講される方は出来れば第２回をお選び下さい。

４．参加対象 大阪府バレーボール協会加盟登録チーム指導者 または
満１８才以上で大阪府のバレーボール指導者として活躍を希望する方

５．費 用 講習会費 １，０００円 登録費 ２，０００円（４年間）
＊講習会当日 受付で３，０００円徴収いたします。

６．参加申込 〒 大阪府大阪市平野区平野西２－３－７７547-0033
府立東住吉高等学校内 安達乃里子 宛

０６－６７００－５１３１（郵送または で申し込み）FAX FAX

７．申し込み締め切り 郵送・ＦＡＸの申し込みは各講習会の１０日前まで（必着）
（第１回６月２５日 第２回９月２４日）

＊締め切り後は会場で当日受付をします。お早めにご来場下さい。

8:30 9:00 17:00８．講習時程 受付 開講式後講習開始 閉講式終了予定
＜昼食が必要となります。各自ご用意下さい＞

９．参加所持品
①実技の出来る服装と体育館専用シューズ
②筆記用具
③講習会参加・登録費用（３０００円）

．その他10
①受講者の事故については、応急手当はいたしますが、本協会では一切の責任を
負いません。参加者各自の責任においてご参加下さい。

②初級講習会と平行して第２回は大阪府上級講習会を実施しています。
③大阪府バレーボール協会ホームページからも申し込みが出来ます。

（お問い合わせもこちらからお願いします）http://www.ova.gr.jp/
④更新義務研修として受講される方は当日現地で受付いたします （申込不要）。



平成２７年度 大阪府バレーボール協会公認
大阪府バレーボール指導者「上級」資格取得講習会開催要項

１．目 的
本協会加盟登録各チームの指導者の資質向上を目的とし、本講習会を実施します。

本協会では底辺の拡大と高いレベルの選手育成は急務であり、バレーボール指導者の育成
を通し、バレーボールの普及・強化を目指して行きたいと考えています。また、講習会を
通じ大阪府のバレーボール指導者が互いに高め合い、情報を交換する場を提供していきた
く各種講習会を実施します。

２．主 管 大阪府バレーボール協会 指導普及部
協 力 協力企業交渉中 ミカサ モルテン( )

３．実施日程及び会場

第１日目 平成２７年１０月 ３日（土）
第２日目 平成２７年１０月 ４日（日）

＊２日間受講しないと上級は認定されません。

（ ）会 場 大阪府立藤井寺工科高等学校 近鉄南大阪線 藤井寺駅より東へ５分
＊会場には公共交通機関でお越し下さい。

４．受講資格 大阪府バレーボール初級指導者

５．費 用 講習会費 ２，０００円
＊講習会１日目 受付で徴収いたします。

６．参加申込 〒 大阪府大阪市平野区平野西２－３－７７547-0033
府立東住吉高等学校内 安達乃里子 宛

０６－６７００－５１３１（郵送または で申し込み）FAX FAX

７．申し込み締め切り 平成２７年 ９月１８日（水）

８．講習時程（両日とも）
8:30 9:00 17:00受付 講習開始 終了予定

＜昼食が必要となります。各自ご用意下さい＞

９．参加所持品
①実技の出来る服装と体育館専用シューズ
②筆記用具

．その他10
①受講者の事故については、応急手当はいたしますが、本協会では一切の責任を
負いません。参加者各自の責任においてご参加下さい。

②上級登録証を即日配布しますが有効期限は初級の有効期限が継続されます。
③上級講習会のみの方と指導員講習（専門科目）で受講している方があります。
また、初級講習会を平行して実施しております。

④大阪府バレーボール協会ホームページからも申し込みが出来ます。
（お問い合わせもこちらからお願いします）http://www.ova.gr.jp/

⑤更新義務研修として受講される方は当日に現地で受付いたします （申込不要）。
（更新義務研修はどちらか１日の受講です）



（ＦＡＸ送付先）府立東住吉高校内 安達乃里子 宛 ０６－６７００－５１３１FAX

大阪府「初級」講習会 参加申込書

＊現在、何も資格をお持ちでない方で、本年度日本体育協会公認バレーボール指導員を

取得されない方の申込書

受講講習会 ＊初級講習会に参加を希望します。

（ ）に一つ

だけ○を （ ） 大阪府初級講習会 第１回 ７月 ５日（日）

付けて下さい （ ） 大阪府初級講習会 第２回１０月 ４日（日）

所属連盟 ・小学 ・中学 ・高校 ・大学 ・実業 ・クラブ
･ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ・ママ ・無所属 ・その他（ ）

氏名

郵便番号 〒

（ ）住所 自宅のみ
勤務先不可

生年月日 昭和・平成・西暦 年 月 日生

所属チーム
または勤務先

携帯電話番号 ＊自宅電話でも可

備考

切り取り不要

大阪府「上級」講習会 参加申込書

＊現在、初級をお持ちの方で、本年度日本体育協会公認バレーボール指導員を

取得されない方の申込書

＊上級講習会に参加を希望します。

初級登録番号

氏名

備考
＊記載条項に
変更があれば

。ご記入下さい

＊個人情報は講習会の連絡のみに使用し、公表・開示いたしません。
＊初級をお持ちでない方は初級を取得してから申し込んで下さい。



平成２７年度財団法人日本体育協会公認
バレーボール「指導員」 専門科目 資格取得講習会開催要項( )

目 的1.
、 、 、地域において スポーツ活動を実施しているクラブやグループ スポーツ教室で

バレーボールの基礎的なスポーツ技術や一般的な身体活動の指導を行なう指導者の養
成を目的として実施する。

主 催 日本体育協会 日本バレーボール協会2.
主 管 大阪体育協会 大阪府バレーボール協会（指導普及部）3.

期 間4.
第１日目 平成２７年 ７月 ５日（日）会場 ＊初級講習会
第２日目 平成２７年１０月 ３日（土）会場 ＊上級講習会
第３日目 平成２７年１０月 ４日（日）会場 ＊上級講習会
第４日目 平成２７年１１月２９日（日）会場
第５日目 平成２７年１２月 ６日（日）会場 計５日間

会 場 大阪府立藤井寺工科高等学校（近鉄南大阪線 藤井寺駅より東へ５分）5.
＊会場には公共交通機関でお越し下さい。

受講資格〈受講条件〉6.
受講する年の 月 日現在、満１８歳以上の者。(1) 4 1
大阪府バレーボール指導者初級・上級資格者(2)
もしくは各所属連盟長の推薦・承認を受けた者
大阪府バレーボール協会所属チーム指導者を優先する。(3)

免除規定7.
大阪府初級指導者は第１日目を免除 → 第２日目に受付(1)
大阪府上級指導者は第１日目～３日目を免除 → 第４日目に受付(2)
ビーチリーダー、全国小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ指導者研修会受講者は取得資格に応じて(
免除します）

資格認定8.
定められたすべての講習を受講（未受講者は来年度に持ち越しを原則とする）(1)
専門科目検定試験（筆記・実技）の合格(2)
共通科目Ⅰの通信講座受講(3)
共通科目Ⅰの課題検定合格(4)
日体協より専門科目と共通科目の合格後平成２７年６～８月頃に登録案内送付(5)
登録申請後、平成２８年１０月１日付けで公認指導者と認定(6)

受講料9.
（ ） ， （ ）専門科目受講料 １５ ０００円 初級指導者 円 上級指導者 円14.000 12.000
＊専門科目講習会当日受付で納入して下さい。

（ ， ） 。＊共通科目受講料も別途必要 ２１ ６００円 となりますのでご了承ください

申込方法10.
大阪府バレーボール指導者初級・上級資格者は申込用紙を直接送付。
各所属連盟長の推薦・承認を受けた方は各連盟ごとに受講者をまとめて送付。

（送付先）〒 八尾市本町 ０７２９－９２－０２１９581-0003 6-14-8-6006 FAX
指導者講習会事務局 能登 栄輔 宛（郵送またはＦＡＸ）

（問い合わせ） 能登携帯またはメールアドレスへお願いします。

受講手続き11.
（ ）(1) ( )申し込み 個人申込み・連盟推薦ともに 平成２７年６月１３日 土 締切 必着

申込者に（公財）日本体育協会「受講申込書」と「受講証」を送付(2)
日体協「受講申込書」を提出 平成２７年６月２８日（土）締切（必着）(3)



０７２－９９２－０２１９FAX
郵送 〒 八尾市本町 指導者講習会事務局 能登栄輔宛581-0003 6-14-8-6006 OVA

「日体協公認」バレーボール指導員参加申込

現在 バレーボールの資格を持っている方は下記の指導者資格をご記入下さい。

指導員講習受講希望者で大阪府の資格のない場合は所属連盟の推薦が必要です。

（ ）現在お持ちの 資格に○ 大阪府初級 ・ 大阪府上級 ・ 大阪府資格なし

指導者資格

＊ 登録番号ＯＶＡ登録

日体協資格 資格名

連盟資格

など 登録番号

所属連盟 ・小学 ・中学 ・高校 ・大学 ・実業 ・クラブ
＊○をつける ･ﾔﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ・ママ ・無所属 ・その他（ ）

＊○をつけるふりがな 性

氏 名 別 男 ・ 女

郵便番号 〒

（ ）住所 自宅のみ

＊勤務先不可

生年月日 昭和・平成・西暦 年 月 日生

所属チーム

または勤務先

携帯電話番号

（＊必須）

＊携帯をお持ちでない場合は自宅電話でも可ですが、携帯をお持ちの

場合は緊急連絡に必ず必要ですので必ずご記入下さい。

備考

＊個人情報は講習会の連絡のみに使用し、公表・開示いたしません。
＊申込書送付先は各要項をご覧下さい （講習によって送付先が異なります ）。 。


