
２０２１年４月吉日 

 

一般財団法人 広島県バレーボール協会 

審判委員会 委員長 佐久間 元治 

 

２０２１年度 有資格者審判講習会及び新規資格取得審判講習会のお知らせ 
 

春暖の候，皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は、当協会発展ために格別のご理解･ご協力を

頂き厚く感謝申し上げます。昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大会・講習会・研修会などが中止・延

期となっておりましたが、審判講習会を、下記の通り、講習のみ(実技研修無し)で開催します。なお、新型コロナウイルス感

染状況によっては、講習会の日程や内容に変更がある可能性がありますので、予めご了承ください。 

 

記 

 

１．開催日及び開催場所   

※各地区ともに、駐車場に限りがありますので、乗り合わせご協力よろしくお願いします。 

 

２．時間割  

   (1)有資格者審判講習会 ※【午前の部】と【午後の部】の２回開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)新規資格取得審判講習会 

 

 

                               

           

 

 

 

 

 

№ 地区 開催日 場所 
住所 定員/1 回 

有資格 新規 

❶ 
尾道 

・三原 
4 月 29 日(木・祝) 

広島県立びんご運動公園 

健康スポーツセンター 

〒722-0022  

尾道市栗原町 997 

受付 

終了 

受付 

終了 

❷ 
広島 

1 回目 
５月５日(水・祝) 

東広島運動公園  

体育館 

〒739-0036 

東広島市西条町田口 67-1 

受付 

終了 

受付 

終了 

❸ 北部 ５月 16 日(日) 
広島県立みよし公園 

カルチャーセンター 

〒728-0016 

三次市四拾貫町神田谷 

受付 

終了 

受付 

終了 

➍ 福山 5 月 23 日(日)★1 
福山通運ローズスタジアム 

(竹ケ端運動公園陸上競技場) 

〒720-0832 

福山市水呑町 4748 
80 

受付 

終了 

➎ 呉 ６月６日(日) ＩＨＩアリーナ呉 
〒737-005 

呉市中央 4 丁目 1-1 

40 

(午後のみ) 

受付 

終了 

❻ 
広島 

2 回目 
6 月 12 日(土) 

大和興産安佐北区 

スポーツセンター 

〒739-1751 

広島市安佐北区深川 2-50-1 
150 

受付 

終了 

 【午前の部】 【午後の部】 

受付 9:00～ 9:45 13:00～13:45 

開講式 9:45～ 9:55 13:45～13:55 

講義 10:00～10:50 14:00～14:50 

技術指導 11:00～11:30 15:00～15:30 

閉講式 11:30～ 15:30～ 

 時間割 

受付 9:10～ 9:55 

開講式 9:55～10:05 

講習１ 10:10～11:00 

講習 2 11:10～12:00 

昼食・休憩 12:00～13:00 

学科試験 13:00～14:00 

技術指導 14:00～14:30 

閉講式 14:30～ 

★2 

新規資格取得講習会の学科試験は 

６人制と 9 人制の両方が出題されます。 

★2 

講義時間帯(午前の部 or 午後の部)の 

希望順位を【別紙１】受講申込書の欄に 

記入をお願いします。 

※受講申込書の希望順位通りに 

受講可能な場合は、改めて主催者からの 

メール or 電話連絡等はありません。 

 

★3 

★3 ★4 

★4 

★4 

★5 

★6 

★6 

★7 

★7 

➎呉 6 日 6 日(日)の有資格は 

午後のみ受付(午前は受付終了) 



 

３．受講申込先及び受講申込期限 

受講希望の方は、広島県バレーボール協会のホームページから【別紙１】(有資格者用)又は 

【別紙２】(新規資格取得者用)の『受講申込書』をダウンロードし、下記のメールアドレス又は 

FAX にて事前受講申込をお願いします。  

  ●受講申込書送付先 ※事務処理簡略化のため、可能な限りメールアドレスに送付をお願いします。 

   メールアドレス：hiroshima.referee@gmail.com 
  FAX：082-224-2210 

  ●受講申込期限  

【№❶～❸】2021 年 4 月 15 日(木)  
【№➍】2021 年 5 月 9 日(日) ★1 
【№➎～❻】2021 年 5 月 16 日(日) 
※申込責任者含め 5 名まで同じ受講申込書で申込可能です。 
※有資格者審判講習会及び新規資格取得審判講習会ともに定員があり、申込は先着順に受け付けます。 

 

４．受講費用  

 

 

 

 

 

     ※上記に加え、6 人制・9 人制ともに 2020 年(昨年)度のルールブックを未購入の場合は 

       購入が必要です。申込時にお知らせ下さい(6 人制：1,222 円/冊、9 人制：1,111 円/冊) 

 

５．携行品 

   筆記用具、ルールブック、上履き、マスク 

新規資格取得審判講習会受講者は、各自昼食も用意してください。 

 

６．新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたご協力のお願い 

   ①健康チェックシート【別紙３】の提出をもって受付とするので、【別紙３】の健康チェックシートを 

ホームページからダウンロードし、各自講習会前 2 週間における健康状態を記入し、受付時提出すること。 

   ②以下の事項に該当する場合は、受講申込完了後でも自主的に参加見合わせること。 

1)体調がよくない場合(発熱 37.5℃以上、咳・咽頭痛などの症状がある場合) 

2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

3)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は 

当該在住者との濃厚接触がある場合 

 ※受講申込をキャンセルされる場合は、『７．問い合わせ先』まで連絡すること。 

   ③マスクを持参すること(参加受付時や会話をする際にはマスクを着用すること） 

    ④こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をすること(消毒液は主催者で準備する) 

   ⑤他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

(できるだけ２ｍ以上／障がい者の誘導や介助を行う場合を除く） 

   ⑥審判講習会中は大きな声での会話等をしないこと。 

   ⑦感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従うこと。 

   ⑧審判講習会後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触 

者の有無等について報告すること。 

   ⑨その他 

     公益財団法人 日本バレーボール協会のガイドライン及びチェックリストを基に、主催者・受講者で 

感染予防を行い、開催する。 

 

 

 

 (1)有資格者審判講習会 (2)新規資格取得審判講習会 

受講料 1,500 円 1,500 円 

登録料 － 2,500 円 

合計 1,500 円 4,000 円 

mailto:hiroshima.referee@gmail.com


 

７．問い合わせ先 

   以下のメールアドレス又は TEL までご連絡お願いします。 

   ・メールアドレス：hiroshima.referee@gmail.com 
・TEL：082-228-0224  一般財団法人 広島県バレーボール協会 (平日 10 時～16 時) ★2 

 

 

８．別紙 

 

改定【別紙１】受講申込書・有資格者用 ★7 

 

改定【別紙２】受講申込書（新規資格取得者用）★6 

 

【別紙３】健康チェックシート  

 

 

《変更・追記履歴情報》 

★1…2021 年 4 月 5 日(月) 

・➍福山の開催日変更(5 月 30 日(日) ⇒ 23 日(日))  

・➍福山の受講申込期限変更(5 月 16 日(日) ⇒ 9 日(日)) 

 

★2…2021 年 4 月 9 日(金) 

   ・講義時間帯の希望順位に関する内容追加 

   ・新規資格取得講習会の学科試験に関する内容追加 

   ・問い合わせ先に TEL 追加 

 

★3…2021 年 4 月 12 日(月) 

 ・❶尾道・三原の『新規資格取得審判講習会』受付終了(定員に達したため) 

    ・❷広島 1 回目の『新規資格取得審判講習会』受付終了(定員に達したため) 

 

★4…2021 年 4 月 16 日(金) 

 ・❶尾道・三原の『有資格者審判講習会』受付終了(受講申込期限を過ぎたため) 

    ・❷広島 1 回目の『有資格者審判講習会』受付終了(受講申込期限を過ぎたため) 

    ・❸北部の『有資格者審判講習会』及び『新規資格取得審判講習会』受付終了(受講申込期限を過ぎたため) 

 

★5…2021 年 4 月 22 日(木) 

 ・➎呉の『新規資格取得審判講習会』受付終了(定員に達したため) 

 

★6…2021 年 4 月 28 日(水) 

 ・❹福山の『新規資格取得審判講習会』受付終了(定員に達したため) 

 ・❻広島 ２回目の『新規資格取得審判講習会』受付終了(定員に達したため) 

 

★7…2021 年 5 月 6 日(木) 

・➎呉の『有資格者審判講習会』 【午前の部】は受付終了(定員に達したため) ※【午後の部】のみ受講申込可 

 

 

-以上- 

mailto:hiroshima.referee@gmail.com
http://hva.or.jp/wp-content/uploads/2021/05/%E6%94%B9%E5%AE%9A7_%E3%80%90%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%91%E3%80%91%E5%8F%97%E8%AC%9B%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8%E6%9C%89%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E7%94%A8.xlsx
http://hva.or.jp/wp-content/uploads/2021/04/改定6_【別紙２】受講申込書新規資格取得者用.pdf
http://hva.or.jp/wp-content/uploads/2021/04/%E3%80%90%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%93%E3%80%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88.xlsx

