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テーマ :バレーボール競技の普及拡大 ～九州から WAVE を起こせ！～

期　日 : 2019 年 8 月 4 日 ( 日 )10:00 ～ 15:30 

会　場 :福岡大学 総合体育館 3F

講　師 : 加治健男氏 ( 福岡県バレーボール協会 理事長 )

　　　　福原秀伸氏 ( 福岡春日 SeaCats ゼネラルマネージャー )

　　　　藏原良二氏 ( 熊本県キッズバレーボール推進委員会 )

　開会にあたり、河合会長より猛暑の中参加していただいた方々、開催に尽力いただいた九州の実行委

員への感謝とともに、終日の積極的な参加と熱心な議論を楽しみにしているとあいさつがあった。東京

オリンピックもいよいよ来年に迫っており、“バレーボールはやって楽しい、見て面白いスポーツであ

るということをもっともっと広報しようではありませんか”という趣旨のもと、バレーボール競技人口

の拡充の一助となるようミーティングが進行していった。

第Ⅰ部 　講　演　テーマ「福岡からＶリーグチームを！」

　司　会：池上　寿伸

　講　師：加治　健男 氏（福岡県バレーボール協会 理事長）

　講　師：福原　秀伸 氏（福岡春日 SeaCats ゼネラルマネージャー）

　司会の池上氏の講師紹介から始まり、福岡春日シーキャッツの設立に至る経緯、現在、今後の見通し

等について講演いただいた。

　講師の加治氏は大変エネルギッシュな人物で、福岡県・九州連盟の理事長、国際審判員としても長年

ご活躍中であり、今回はチーム設立に向けた自身の活動について、また、福原 GM からは練習環境の整備、

財政面へのアプローチ、バックアップ活動等についてお話しいただいた。V リーグ加盟を目指す同チー

ムは現在活動 2 年目、コンセプトである“地域密着型の市民球団”として一企業に頼らないチーム運営

を軌道に乗せるべく、これまでのバレーボール界の常識にとらわれない様々なチャレンジを仕掛け、チー

ムの戦績はもちろん、組織として着実に力を伸ばしている様子が伺えた。

2019年バレーボールミーティング報告
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【講演内容】

（加治）福岡春日シーキャッツの立ち上げにあたり大学の同級生である福原氏に相談し、現在に至って

いる。大学時代は日本体育大学に在籍し、同級生に全国高体連部長の原氏、九州高体連の坂本氏がおり

バレーボールの競技運営に尽力している。一つ上に東海大学の積山先生、九州産業大学の原先生といっ

た大学教員、一つ下に名将である九州文化学園の井上先生、共栄学園の太田先生がおり、そういった年

代の中で活動を続けてきた。福原氏とは卒業後は全くではないが別の道を歩んでいたが縁あってまた一

緒にやろうということで始まった。今回バレーボール学会でお話をさせていただけることに感謝して

いる。

（福原）私は競技者としては忘れ去られているが、博多高校から日本体育大学へ進んだ。加治先生はレ

フリーとして世界で闘ってこられた実績がおありで、私は地域のクラブチームあるいは体育協会、バレー

ボール協会で仕事をさせていただいていた関係もあり地域の組長さんと懇意にさせていただいていると

いったことからお役に立てることがあるのではないかということ、また、今現在頑張っている選手を応

援したい、福岡のチーム、九州のチームとしてバックアップしたいということから活動している。本日

は宜しくお願いします。

（加治）福岡春日シーキャッツという名前だが、春日市に拠点をおいてもらっているということで春日

という名前がついている。当初は福岡市にお願いしようと考えていたが実際すでに様々なチームが存在

しており現実的ではないのではないかと頭を悩ませていたところ、福原 GM から春日市長に話をしてみ

ようかというところから市長が興味を示してくれた。ここからスタートしていった。

　V リーグは実業団のチームがほとんどで企業チームであるが、地域密着型の福岡春日シーキャッツと

いうことで、クラブチーム的な岡山シーガルズ、KUROBE アクアフェアリーズ、ヴィクトリーナ姫路など、

このようなチームが我々の目指すクラブチームのコンセプトとして近いのではないかと考えた。コンセ

プトは一企業に頼らない地域密着型の市民球団ということ。実はある企業様から全額すべて出資するか

ら名前を変えて欲しいという申し出もあった。喉から手が出るほどの思いであったが、やはり地域密着

型ということで断念した。チームの人気が出てくると段々そういった話が出てくると考えている。

＜設立の経緯１＞

１．新生Ｖリーグ開幕（ホームゲーム形式）→子供たちに夢と感動を与える試合を誘致できない

　　（ライブ観戦なし）

２．排球堂の設立（大会運営受託）→協会の収入がなくなる（競技役員の育成が困難）

３．優秀な選手の県外流出→バレーボール選手として雇用先がない（選手は県外流出）

　新生 V リーグが開幕しホームゲーム形式となったが、福岡にチームが存在しないことから子どもたち

が目の前で選手のプレイを生で観る機会がないことが浮き彫りとなった。私たちはミュンヘン世代であ

り、近くに九電の体育館があり、全日本とポーランドといった試合を床に座ってライブで間近で観戦す
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るなど、そのような経験があり印象に残り今に至っている。やはりライブで観戦するといった環境が必

要であると考えた。

　また、排球堂を Vリーグが立ち上げた。これまでは都道府県の協会が運営を委託されてやっていたが、

イベント会社である排球堂が管理するようになったため V リーグの開催による収入が財源であった地方

の協会はその収入がなくなってしまい競技役員や審判の育成等にマイナスの影響を与えている。

　さらに、福岡県にバレーボール関係の雇用がないということで、戻ってくることができない。日本代

表の選手も福岡出身者が多くいる。そこで鮭に例えて、川で育って大海に出てまた、ふるさとの川に戻っ

てくるという鮭の母川回帰作戦と銘打って、県外で育った選手が安心して福岡に帰ってこられるチーム

づくりを目指している。現在も JOC（中学生）の選手 8 人から 9 人が県外へ流失している現状がある。

福岡県の中学校・高校の先生方は一生懸命やっている。一生懸命やっているがゆえに県外流出が起きて

いる。全国大会に確実に出場できる高校を考えた場合、福岡は激戦区である。そういった状況の中でこ

のような現象が起きている現実がある。

＜設立の経緯２＞

１．県協会の理事会でチーム設立を提案→新クラブチーム設立準備室の設置

２．監督・選手・練習拠点の選定→選手の就職先及びアパートを斡旋

３．Vリーグ加盟まで県協会が支援→スポンサー企業を獲得してチームの会社を設立

　設立準備室を作ってから、V リーグチームについてどのような場所にチームがつくられているかを分

析すると新幹線沿いにつくられたチームが多い。また、選手の出身県を見ると福岡出身者が東京に次い

で 2番目に多い。神奈川、兵庫、大阪はバレーボールが盛んであるが、さほど多くないという現状があっ

た。また、中学校までは福岡で育成され、その後県外で活躍している選手がいかに多いことかと衝撃を

受けた。このような資料を県協会に提示し、チームを福岡に作ろうじゃないかと提案したが、協会の皆

さんは現実的ではないといった状況であった。監督やコーチ、練習環境等はどうするのかといった点で

危惧された。そこでまずは設立準備室を設置しようと考え、バレーボール界でご尽力いただいている九

州学連の秋峯先生に相談し、九州産業大学の原先生、福岡大学の米沢先生や日本経済大学の柳井先生と

いった福岡在住の大学の先生方に力を貸していただきながら取り組んだ。

　しかしながら何もないところからのスタートだったので何から手を付ければいいかといったことから

半年以上頓挫した状態だった。そこから選手の就職先を探さなければならない、住居の問題等考えない

とならないということでスポンサー探しに奔走した。やはりスポンサー企業を探すにあたり一番言われ

たことは信用問題であった。この点については福岡県のバレーボール協会がバックについていたので立

ち上げについては話を聞いていただける状況が生まれた。大事な資料としてはプレゼンの資料であった。

　福岡のプロチームは男子の野球、バスケット、サッカー、ラグビー等が存在している。はじめは男子

を作る予定だったが、やはり女子だということになった。福岡は女性が活躍できる明るい街であるとい
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う印象がある。最終的には福岡で女子のチームをということで始動した。産官学で連携し設立に繋げて

いった経緯がある。バレーボール教室、イベントに積極的に参加、コーチを養成し地域に入っていくと

いう市民クラブ独特の視点をもって戦略的に活動した。V リーグ加盟については青少年の健全育成のた

めにも行政に協力してもらわないと実現しない現状がある。

＜Ｖリーグ加盟までの目標設定＞

1年目（2018）新チーム設立→クラブカップ出場

2年目（2019）会社設立→地域リーグ参戦

3年目（2020）安定運営→ Vリーグ加盟

　V リーグ加盟に向けては漠然とやるのではなく目標設定が必要である。新チーム設立が 1 年目、2 年

目には会社を設立しようと現在、一般社団法人として申請をしているところである。10 月には申請が通

ると考えている。その間クラブカップや地域リーグに参戦し、3 年目には安定した運営を目指している。

これは資金面である。V ３で人件費を省いても 3000 万円ぐらい必要である。この資金が毎年必要となる

ことから簡単ではないが、この部分を企業のスポンサーからお願いしたいと思っている。V １について

は少なく見積もっても 3 億ぐらいかかっている。V リーグに加盟する加盟金として V １が 500 万、V ２

が 300 万、V３が 50 万？といったところを鑑みても、安定した資金が必要である。

（福原）なぜ春日市かということについて、福岡市の周辺でどこが一番適切かということを模索してい

ると、春日市がバレーボールコートを計 5 面とれる体育館を 3 年前に完成させた。また、高尾監督と宝

来コーチをお願いした経緯について、高尾氏はバレーボールに対する熱意が素晴らしいと感じており、

その知名度も含めて何とかお願いした。宝来氏についても経験を活かしていただいてということで引き

受けていただいた。監督・コーチが決定したことで各地から選手が集まってきてくれた。（その後各選

手について紹介あり）

＜スポーツは文化＞

１．スポーツは文化

　　チームとして良い印象を持たせ、愛されること。キャラクターを創り、目立つこと。チームのメンバー

　　で講演会を行う。

２．チームとして活動

　　小・中学校、ママさんへ訪問し関係を大事にする。チームを作って早く勝つこと。試合が無くても、

　　公式練習試合を組むこと（土曜・日曜）。

３．広報活動

　　地方紙を大事にすること。地方 TV を大事にする、イベントの告知、写真を撮って載せる。
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４．財務関係

　　パーティーに参加し味方に付けること。一企業に頼らず、地域から支援されること。底辺から攻め

　　るボトムアップ。

（加治）全日本大学バレーボール連盟の市川会長のところに何度も足を運び、ビジネスについて教えを

乞うた。スポーツをビジネスと捉える、スポーツは文化であるという視点を強く言われた。一企業に頼

らず地域に愛されること、応援されることが大切であり、底辺から攻めてボトムアップしていくことが

重要であるということを学んだ。

（福原）出場できる試合はすべて参戦する。選手には試合のみならず普段の様子すべてが見られている

ということを伝えている。そこで様々なメディアに取り上げていただき、チームとしての認知度も上がっ

てきている。

（加治）ミス・ユニバース大会に選手が応募、出場するなど、やれることは何でもやろうということで

広報活動に力を入れている。また、パーティーに参加するというとスポーツのチームにおいてはまだま

だ常識ではないと思うが、ファンクラブのメンバーを獲得する視点でも積極的に参加している。その他

身体のケアを請け負ってくれる整骨院や、スポンサー企業のサポートで環境が整ってきている。スポン

サーについては資金出資をお願いするだけでなく、様々なサポートの仕方があるので選手の就職や施設

の無料開放等にも協力いただいている。さらにシーキャッツの自動販売機も設置し、その収益を活動資

金に充てる寄付型自動販売機を増やしていきたいと考えている。最後に、シーキャッツのメディア配信

によってチームの雰囲気を捉えてもらうことで、厳しい、きついと思われがちなバレーボールの印象に

変化を与えているようである。少々軽い感じにも見えがちかもしれないが、小・中学生には好評のよう

である。これはビーチバレーの戦略をインドアで活かせないかという視点で高尾監督を口説いたことが

功を奏している。

【ディスカッション】司会：池上　寿伸

Ｑ：大変刺激的な講演をありがとうございました。２つ教えていただきたい。春日市と友好的な関係を

結んでおられる。しかしながらやはり福岡といえば博多、県庁所在地である福岡市が考えられる。地方
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都市というお話があったがその辺の狙い目等をお聞かせいただきたい。また，さすが加治コーポレーショ

ンといった感じだが、多くの固有名詞が登場した。これからやることのサジェスチョンをいただければ

と思う。

Ａ：（福原）説明の中でも申しましたが、地方と言っても春日市というのは福岡市と隣接しており、ほ

ぼほぼ福岡市といった感じである。空港も博多駅も高速道路もさほど離れていない立地であり不便もな

い。上手くやっていくためには核となる人間がいるかどうかが重要である。特にKUROBEアクアフェアリー

ズを参考にさせていただいたが、市役所の課長さんが協力してくれたり、市長が協力的であったりそう

いった背景がある。しかしながら議会はそう簡単ではない。しっかりとしたコンセプトをもって協力し

てくれる人材が行政以外にもいることが必要であり、核となって繋げていける力がある人材がいるかど

うかがポイントになる。

（加治）福原 GM がいなかったらこのチームはできていない。設立にあたっては全日本大学バレーボール

連盟の市川会長にも資金の使い方について示唆をいただき、“一生懸命やっていたら思いがけない人が

力を貸してくれる” ということを諭された。人材という原点がそこにはあることを身をもって感じている。

Ｑ：静岡県の場合は女子のＶ２にブレス浜松が参戦している。男子は東レがある。サッカーのチームも

2 チーム、男子のプロチームはあったものの女子チームはなかったが 5 年前に参入し頑張っている。浜

松市には国際大会を開催するような大きな体育館もあるがブレス浜松はそこを使用せず、ちょっと離れ

た体育館を戦略的に活用し、体育館をお客さんで一杯にして盛り上がっていて地元出身の選手が少ない

のに大変人気がある。シーキャッツの場合は全九州としても人気が出るのではないかと期待している。

ブレス浜松の創立にあたってはその成り立ち（もともとあったある県のチームの廃部により流れてきた）

もあるだろうが県協会は全くかかわっていない。今後の協会との関わりについて教えていただきたい。

Ａ：県協会は設立準備室としてチームが立ち上がるまでという約束で活動している。社団法人になった

時点で、設立準備委員会は解散する。社長として歯医者である人物にお願いしている。会社として一本

立ちしていくことが重要である。私自身も V リーグのジュリー（最高責任者）を引き受けており、これ

以上はないと考えている。とにかくバレーボールの人気を上げるために取り組んでいる。九州出身チー

ムということでホームゲームを春日市の体育館、また、今後は九州一円でホームゲームを開催したいと

考えている。行く末は福岡春日というより九州としてできるだけファンを増やして、また多くの方々に

ライブで観戦ほしいと思っている。

第Ⅱ部　講　演　テーマ「熊本から WAVE を ! 新しいバレーボール人口の創出」

　司　会：宮良　俊行 

　講　師：藏原　良二 氏（熊本県キッズバレーボール推進委員会）

　司会の宮良氏の講師紹介から始まり、1. 今回のテーマについて 2. キッズバレーボール創作の動機 
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3.キッズバレーボールのルールについて 4.キッズバレーボール創作活動について 5.キッズバレーボー

ル普及活動についてといった内容で講演いただいた。情熱ほとばしる藏原氏は、キッズバレーボール

とバレーボールの関係をカレーライスに例えて表現されるなどユーモラスな視点も交えながら、現代の

様々な場面においてバレーボールが軽んじられていることに対する危機感からキッズバレーボールを創

作するに至ったとお話しされ、キッズバレーボールを立ち上げるにあたっての信念のあるコンセプト、

緻密な計画、具体的な人材確保、そして創作活動の実践まで、その熱心な取り組みには頭の下がる努力

の姿が見受けられた。バレーボールの普及に向けた活動ではあるが、キッズをひとりの人間として関わ

る姿勢や家庭の教育が大切（家庭が一つのチーム）だという視点が何度も伝えられた。その視点を“バレー

ボールを通して実践していくことが重要だ”と、ご自身が教育者として児童生徒，保護者に長年携わっ

てこられた思いが溢れ出ているようにも感じられた。

【講演内容】

１．今回のテーマについて 

　熊本から WAVE をということで波が消えたらどうしようと思いながらも、石を投げ続けて波を起こし

続けられるようにやっていければと考え講演を引き受けた。どのように覚悟を決めて石を投げ続けたか

についてお話をしたい。

　バレーボールとキッズバレーボールとの関係をカレーライスにたとえてみるとカレー自体がバレー

ボールと考えている。保護者がご飯やル―でキッズバレーボールは福神漬けでいいのではないかなと。

食べる意欲を掻き立てる、混ざらないけどあることでどんどん食べていきたい、美味しく食べて成長し

ていくというキッズバレーでありたいと考え構想の段階から今に至っている。

２．キッズバレーボール創作の動機

　2013 年 10 月頃から構想を具体化し始めた。バレーボールの社会的地位の低下、競技人口の減少、経

済的価値の低下等を危惧し、いろいろと調査をした。これまでの指導者としての反省も含んでいる。実

際はバレーボール競技者人口の構成はひし形であり、三角形には程遠い現状がある。残念ながらバレー

ボール界が社会変化に対応しているかが甚だ疑問である。地域のバレーボールの存続については地域の
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努力によって可能ではないかと考え、新しいバレーボール人口の創出としてキッズバレーボールを立ち

上げた。

３．キッズバレーボールのルールについて

　「キッズバレーボール振興会」を検索し「Enjoy! キッズバレーボール」をクリックしてほしい。ルー

ルから必要な道具などが Up されている。特にキッズバレーボール倫理規則や指導理念の必読をお願い

したい。また、Facebook からも活動の様子がご覧いただける。（オンコートレクチャーで確認）

４．キッズバレーボール創作活動について

　1.構想と企画 2.組織づくり 3.人材確保 4.創作活動の実践から“非認知能力”を育てるキッズバレー

ボールを創作している。キッズバレーボール準備委員会として全体会（活動内容創作チーム・イメージ

ソング、キャラクター創作チーム、情報公開チーム）を開催した。準備委員会の主な活動としてバレーボー

ルの「良さ」の確認、競技ルールの作成や使用ボールの選定、競技場と付随する器具等の制作、人権（活

動）理念や指導理念などの諸規則全集の策定、準備委員会活動の広報を行った。

　構成委員としてスポーツ店関係者、小児科医、幼稚園教諭、キッズの母親、ママさんバレーボーラ―、

英語・美術教諭、音楽家、マスコミ関係者、小中高校教諭、キッズサッカー指導者を選出した。その中

でバレーボールの競技特性を再確認し他競技との比較も行った。バレーボールの競技特性は身体接触が

少ないため安全性が高い・チーム全員がボールに触れる機会がある・3 回以内で返球するためチームプ

レーが必須・巧緻性、敏捷性、瞬発力、調整力、スピード、筋持久力といった総合的な身体能力や体力

をバランスよく向上することができるといった点である。また，安全面への配慮について特にキッズの

場合は環境の確認が重要であることを再認識した。

　準備委員会での研究方法例として準備練習会を 14 回実施し、その都度保護者へアンケート調査を行

うなどして情報を収集、キッズの実際の様子も探った。さらに試行練習会を 37 回実施し、競技化に向

けてのルールづくりを行った。課題解決に向けて仮説を立て実証し、それを何度も何度も繰り返し行い、

マスコミへの PR についても出向いてお願いする戦略を取り創作活動の段階から多くのメディアで取り

上げていただいた。このような活動を通して大義として「身体つくり」・「心づくり」・「仲間づくり」の

場を提供するキッズバレーボールを創り上げた。キッズバレーボールの倫理規則を作成したのは大変意

義のあるものと考えている。

５．キッズバレーボール普及活動について

　大義である「身体つくり」「心づくり」「仲間づくり」から地域に寄り添うキッズバレーボールを普及

させるため 1. 構想と企画 2. 組織づくり 3. 資金確保 4. 人材確保といった活動を行っている。キッズ

バレーボール推進委員会として全体会（普及拡大部・事業推進部・PR 部会）を開催し主な活動としてバレー

ボールの PR 活動、キッズバレーボール競技大会の開催、キッズバレーボール活動クラブ設立活動、キッ

ズバレーボール教室の開催活動、地域バレーボール存続支援活動（地域訪問）を行っている。

　構成委員として県協会、指導普及部、小中高ヤング連各部代表、ママさんバレーボール連盟代表、各

郡市協会代表、小児科医、理学療法士、幼稚園教諭、美術教師、マスコミ関係者、各種業界代表に協力
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いただいている。また、各郡市協会に支援希望を聞くための調査事項を記載したアンケート用紙も作成

し実際にどんな支援を求めているのか実態に合わせた支援を行っている。

　資金の確保については企業からの支援（大会スポンサー）、プログラム広告料、コートオーナー（白

帯に広告）、その他寄付金などである。また，公的補助金等を獲得するため熊本県体育協会へ子どもスポー

ツ環境整備事業として申請，2018年度は40万円の事業費として子ども交流活動（離島での交流）に充てた。

2019 年度は 70 万円の増額申請を行っている。今後は企業社会貢献事業を活用していきたいとも考えて

いる。

　キッズバレーボールの今後として今までにない発想で動く組織、しがらみにとらわれない組織、多様

な資金確保ができる組織、責任ある組織、社会性のある未来志向の組織づくりを意識している。“普及

拡大”は“人さがし”からと考えている。教室・大会開催・仲間集め等の活動も“人”である。また、

組織の形としては NPO、株式会社、一般社団法人、その他を模索しているところである。

【ディスカッション】　司会：宮良　俊行

Ｑ：認定指導員について詳しくお聞きしたい。また、どのような言葉を使って子どもたちに指導してい

るのか。

Ａ：認定指導員の具体的なものはまだ１回もやっていない。キッズバレーボールを立ち上げ進める中で

これはない方がいいのではないかとも感じている。冒頭にキッズバレーはカレーライスの福神漬けと申

したが、これは家庭で育てられるものではないかと思っている。よって認定指導員制度については実際、

難しすぎるかなと考えている段階である。今後検討して無くしていくか、別の形としてやっていくかを

議論したい。言葉かけについてだが、キッズをひとりの人間として関わる姿勢や家庭の教育が大切（家

庭が一つのチーム）であると考えている。社会人としての家族の言葉をかけたらいいのではないかと思っ

ている。キッズバレーボールを普及させるためには難しすぎてもだめ、簡単にできるキッズバレーを目

指している。

Ｑ：平成 23 年から学校体育にソフトバレーボールが導入されていて教材化しているが，先生が感じら

れている学校現場でのバレーボールの在り方等について教えていただきたい。

Ａ：バレーボール、ソフトバレーボールがもともと必修だったものが選択必修や選択になり、実際学校

体育においてバレーボール等が扱われている状況が減っているように感じている。子どもたちが様々な
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観点から工夫できるといった、また違った新しいバレーボールを試行錯誤する必要があるのでは

ないかとも感じている。

Ｑ：キッズバレーから小学生のバレーボールに移行できているのか。ジュニアバレーボールとの

関係性等に課題が生まれるのではないかと考えられるがいかがか。

Ａ：実際にジュニアバレーボールとの関係は課題としてあがっている。なかなか繋がっていかな

い現状があるのが事実。キッズをやることで上に繋げていくことを考えているがジュニアの指導

者や協会はそうは思っていない節もある。質をコントロールするのは協会の仕事ではないかと考

えている。指導者の育成や規定の改定については円滑に物事が進むように尽力いただきたいとい

うのが願いである。また、何かしらの提案があれば試験的にやってみる等の勇気が欲しいと思っ

ている。

Ｑ：1チームの人数について　基本的に少ない人数の方がボールにたくさん触って上手くなると考

えている。しかし大人は“そんなに人数が少なかったらラリーが続かないでしょう”と言う。国

際標準は全く逆であり、コートをたくさん作ってチーム人数を減らし相互で審判を行うといった

ものである。子どもたちにとってはなかなかプラスに働かないと感じているが、胸を張って少な

い人数でやろうということにご示唆をいただきたい。

Ａ：私はこれまでの指導経験の中から６人よりも５人がいいし４人の方がもっといいと感じてい

る。チームのメンバーが同質であったらもちろん問題ないと思うが。しかしながらキッズバレー

はバレーボールへの導入の段階ですから一番に考えなければならないのは人数が多いか少ないか

ではなく、一番ボールに触ることができて楽しめるということではないか。そういった環境（ルー

ル）を提供するという観点から人数は４人という答えを出した。

Ｑ：全国大会を考えているということであるが今後の活動の予定はいかがか。

Ａ：まずはキッズバレーを広めてもらえる人材が必要である。もし親が要望するのであれば動き

たいという思いはあるが無理して行動したら大会だけが独り歩きしてしまう可能性がある。やは

り試合は大切だと考えているが現段階では全国大会開催までは考えられていない。
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オンコートレクチャー　テーマ「模擬キッズバレーボール大会の実演」

　司　会：宮良　俊行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講　師：藏原　良二 氏（熊本県キッズバレーボール推進委員会）

　猛暑の中、たくさんのキッズ、保護者、スタッフに集まっていただき、実際の大会実演をお願

いした。その中で、工夫されたコートや使用しているボール、競技規則等の確認を行った。出席

者は、キッズ選手（U-5，U-8，U-9）や保護者、スタッフと直接意見交換をすることができ、藏原

氏の講演内容と実際の現場を繋げながらの大変有意義なオンコートレクチャーとなった。キッズ

たちは顔よりも何倍も大きいボールに一生懸命食らいつき、時には上手くいかずに泣き出すキッ

ズ、そのキッズを抱きしめる保護者の姿が見受けられるなど、体育館のあちこちで様々な光景を

目にすることができ、もっともっとバレーボールを好きになってもらいたい、長くバレーボール

を続けて欲しいと願う参加者の声が聴かれた。

　試合終了後の閉会式には河合会長が表彰プレゼンターとして登場され、いずれはこのキッズた

ちの中から、地域のバレーボール活動を推進してくれる人材、さらには日本のバレーボール界を

担う人材が輩出されるかもしれないと期待を込めて大会実演が終了した。

 　  

　閉会にあたり、黒川副会長から福岡春日シーキャッツ及びキッズバレーボールがこれからどの

ように発展していくのかが楽しみであり、学会としても協力できる部分があったら活かしていた

だけたらと思っている旨が伝えられた。また、本日の講師及び実行委員に対して感謝の意が伝え

られた。

　最後に学会から出されている“バレーボール関連活動に関わる宣言”についての確認が行われた。

次回の学会大会（愛媛大学）への参加もぜひよろしくとお願いがあり全日程を終了した。

（文責：久保田もか）


