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Information

事務局より
9月、ヨルダンのシリア難民キャンプ救済活動任期を終えた鈴木君が帰
国しました。大泉洋似のゆるやかでhappy感あふれる青年です。渡航前
はどこかフワリとしたところがありましたが、帰国後の彼は逞しく成長
していました。異文化の中に飛び込み、たくさんの「ありがとう」を携
えて帰国した鈴木君。現地に派遣された日本人はわずか5人だったそうで
す。彼の地で何を見て何を体験してきたのか。早速鈴木君の活動を多く
の人に紹介しようと、今年度のアルファアカデミーを企画しました。題
して「難民キャンプの子ども達に夢を贈ろう！」です。12/13に西武台
千葉高校の体育館で行われます。トークと体験の二部構成の3時間です。
皆さんのご参加をお待ちしております。
常務理事兼事務局 髙瀬麻美

次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

会員募集！
一緒に楽しもう、つながりに参加したいという方ならいつでもどなたでも会員に
なれます。入会を希望される方は下記事項をご記入の上メール等にてご連絡下さい。
折り返し事務局より入会のご案内をいたします。会員になると活動内容等が掲載さ
れた「ニューズレター(年3回発行予定）」を郵送いたします。

実りと収穫の秋を迎えて

入会申込書記入内容

高校生の「南関東インターハイ」が真夏の日差しと若人の熱
気に包まれながら幕を閉じました。
チームは生まれ変わり、大きな経験を通じさらに成長した選
手たちは秋の収穫の季節を迎えています。努力の結実を仲間
と共有し収穫を喜び合い、多くの方々の支えと励ましに感謝を
するのが「秋」です。この恵みをじっくり味わいましょう。
スポーツができる喜び、人と人がつながる幸せを皆さんと一緒
に味わい、「実りの秋」を鮮やかな色で描きましょう。

①ご住所
②お名前（OB,OGの方は卒業年及び旧姓）
③連絡先（電話番号及びメールアドレス）
④ご希望の会員種別（下記参照）を明記の上事務局までご連絡下さい。

Artful
池田輝 作品紹介
「一人」

1974年

NO.6
F80号

一人で過ごす。一人で考える。人は孤独の時間に成長する。今日のこ
とを思い直す。明日のことを思う。ただボーッとする。あふれる情報を
反芻し整理し、自分の言葉に変換する。そんな作業は「一人の時間」が
紡ぐのだと思います。子ども達に練習の後にノートをまとめるように指
導しています。書く作業は一人の時間を作るからです。

会員種別

●一般協力会員
活動内容に賛同し，積極的に活動に参加希望される個人

●OB＆OG協力会員

西武台千葉高校バドミントン部出身者

●賛助会員

活動内容に賛同し、支援を希望される個人及び団体

入会申込書送付先
■E-mail：npobanet@jcom.home.ne.jp
■FAX：０４－７１２９－０６７８
■郵送：千葉県野田市中里７７３－１３

年会費(入会金はありません）
◇一般協力会員・OB＆OG協力会員
◇賛助会員
(個人)
◇賛助会員

一口

(団体)
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NPO Alpha Badminton Network
アルファバドミントンネットワーク
〒 270-0237
千葉県野田市中里 773-13
TEL/FAX04(7129)0678
URL.http://www.alphabanet.com

3,000円
3,000円（一口以上）
10,000円（一口以上）

Topics

第 2回 ア ル フ ァ キ ャ ン プ ＆ ス ク ー ル

Result

夏の大会結果

Column

高瀬 秀雄「バドミントンの『共生』
」

Artful

池 田 輝 作 品 集 NO.6

Information

事務局より・入会のご案内

Schedule

大会・イベントのご案内

Player

今回はお休みです

会費納入方法
下記口座に振り込みお願いします。振込料はご負担下さい。

◆ゆうちょ銀行
○ゆうちょからの振込
記号10580 口座番号34219951
口座名義：特定非営利活動法人アルファバドミントンネットワーク
○他の金融機関からの振込
店番058 口座番号３４２１９９５

◆ちばぎん 川間支店
口座番号 3513619
口座名義 特定非営利活動法人
アルファバドミントンネットワーク

◆事務局手渡し

理事 樋上照直

事務局までご連絡下さい。
池
田
輝
：洋画家 農民芸術家初代中村実の三男として長野県小県郡神川村（現上田市黒坪）
に生まれる。叔父に中村直人をもち、岡鹿之助洋画研究会で学ぶ。信州大学教育学
部美術科卒 小学校教員から中学校教員となり、上田女子短期大学に勤める。春陽
会会員、同会60周年記念展賞受賞 高瀬理事実父

なおご寄付いただきましたら、お名前をニューズレター等に掲載させ
ていただきます。匿名を希望される場合はその旨ご連絡下さい。

Schedule
平成26年度後期主なイベント

1.アルファレッスン
2.アルファアカデミー
3.アルファキャンプ
4.アルファカップ

【寄付のお願い】
私たちの活動は皆様のご寄付で支えられます。皆様からの寄付を随時受
け 付 け て お り ま す 。寄 付 送 金 先 は 上 記 会 費 振 込 口 座 と 同 じ で す 。ご 寄 付（ 送
金 ） い た だ き ま し た ら ､そ の 旨 メ ー ル 等 に て ご 連 絡 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
E-m ail： npobanet@ jcom.hom e.n e.jp

ご 寄 付 を い た だ い た 方 (2014/6～ 2014/9)
12/6 ・ 1/17
12/13
2/8
3/7

西武台千葉高校
西武台千葉高校
西武台千葉高校
西武台千葉高校

※第 2 回アルファパートナーズカップは 2015/5 に行います

山寺昇治様、清水哲義様、川鍋一郎様・愛子様、北林由佳様
（掲載はいただいた順）

問い合わせ・連絡先
事務局：〒773-13千葉県野田市中里
℡04-7129-0678
npobanet@jcom.home.ne.jp
http://www.alphabanet.com

野田市サタデークラブ(バドミントン)

川間体育館（川間小学校工事中につき）

ネットもないけどみんな楽しそう
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個人戦シングルス
荒木② 第3位 準決勝山口(福井)に善戦
片桐③4回戦
桶田③2回戦
小沼①2回戦

Topics
第2回アルファキャンプin summer 報告 【 2014 競技力向上事業】

■概要
□期日： 2014年7月12日(土）
・13日(日) 9:００～１７:００
□会場： 西武台千葉高校第1、第２体育館
□参加選手：40名 西武台千葉中学・高校 慶應義塾大学体育会男子チーム

■内容

ダブルスラリーの組み立てと要求される技術、ダブルスゲームの組み立てと
要求される戦術について講義及び実践形式で集中練習を行いました。高校生に
とってはインターハイ前の直前練習とな
りました。温度湿度共にマックスの第2
体育館で差し入れのかき氷で一時の涼を
とったのが、秋風の今となっては懐かし
い感じがします。
遠方の選手は市内選手宅を中心にホー
ムステイし、練習を越えた交流ができま
した。当団体は大学生のホームステイを
サポートしました。
ダブルス演習

開会式

決勝 荒木選手

選手宣誓

詳細
埼玉県高体連バドミントン専門部サイト

：

期日：6/13-17
会場：千葉県総合体育館ほか
成績：
男子 団体戦 優勝
個人戦 シングルス
1位 上村③ 2位 森③
ダブルス
1位 山崎③・森③ 5位
女子

3位

森川③

4位

平井③

上村③・森川③

団体戦 優勝
個人戦 シングルス
1位 荒木② 2位 桶田③
ダブルス
1位 桶田③・片桐③ 2位
3位 荒木②・坂井② 4位

個人戦終了後

3位

片桐③

4位 小沼①

有川①・小沼①
岡部①・林①

詳細：千葉県高体連バドミントン専門部サイト

平成26年第68回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会
アイスの差し入れ

基本説明

第2回アルファスクール

報告

【 2014 教育研修事業】

■概要
□期日： 2014年7月28日(土） 10:00～12:00
□会場： 西武台千葉高校 多目的ホール
□参加選手：50名
□講師： 髙瀬 秀雄 氏（西武台千葉中学・高校バドミントン部監督）
□演題： 『バドミントンを考える(2) バドミントンの構造論』

■内容

トマス杯・ユーバー杯の映像をまじえながら、バドミントンの戦術と構造に
ついてのお話を聞きました。世界で活躍する選手になるための心構えに触れる
と、選手は皆熱心に記録をとっていました。

期日：7/27-29
会場：千葉県総合体育館ほか
成績：
男子 団体戦 優勝
個人戦 シングルス
ダブルス
女子 団体戦 準優勝
個人戦 ダブルス

1位
2位

相澤③ 3位 中村③
後藤③・山崎③

2位

對馬③・古橋③

詳細：千葉県高体連バドミントン専門部サイト

受講風景

Result
平成25年度第60回関東高等学校バドミントン大会
期日：6/6－8
会場：埼玉県行田市・本庄市・鴻巣市体育館
成績：
女子 優勝（4年ぶり2回目）
男子 ベスト8
評：関東1都7県の上位校が集まり2ダブル1シングルスの団体戦形式で行
われる春の関東大会も今年で60年目を迎えた。
西武台千葉は男子が1990年の埼玉大会から25回連続、女子は1992年
の神奈川大会から連続23回出場している。初出場そして今回の第60回記
念大会は監督自身の思い出の地埼玉であり、そこで女子チームが優勝で
きたことにチームの成長と共に何か不思議な宿命を感じる。決勝戦での3
年生エースダブルス桶田･片桐ペア、同シングルスの荒木の戦いぶりは圧
巻であった。
男子チームも宿敵常総学院との一騎打ちに敗れたものの果敢な戦いに
場内から拍手がわいていた。

平成26年度第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

■アルファアレッスン(御案内)
「幸せなら羽たたこう！」
【子どもゆめ基金助成活動申請中】

坂本龍馬像前にて

大会名：平成26年度第70回国民体育大会

ながさきがんばらんば国体

大会名：平成26年度日本ジュニアグランプリバドミントン大会

大会名：平成26年度第40回千葉県中学校バドミントン新人大会

南関東総体2014
千葉ポートタワー

平成26年度第６５回全国高等学校バドミントン選手権大会
日程：8/1-6
会場：千葉県 千葉ポートアリーナ・総合公園体育館・JFE体育館ほか
男子： 学校対抗
2回戦 高知商業(高知県)
2-3 勝
3回戦 札幌第一(南北海道) 3-2 惜敗
個人対抗ダブルス
山崎③・森③ 4回戦 埼玉栄ペアに惜敗
個人戦シングルス
上村③ベスト8 森③ 4回戦 森川3回戦 平井③2回戦
女子： 学校対抗
2回戦 熊本中央(熊本県)
1-3戦 勝
3回戦 聖ウルスラ(宮城県) 1-3戦 勝
4回戦 金沢向陽(石川県)
3-1戦 惜敗
個人対抗ダブルス
桶田③・片桐③ 4回戦 青森山田ペアに惜敗
荒木②・坂井② 2回戦 有川①・小沼① 初戦

とき： 11/15-16
ところ：船橋市運動公園体育館
出場： 葛北大会 予選通過チーム・選手

男子：市川塩浜
男子：木更津体育館
男子：千葉敬愛
男子：市川塩浜

「難民キャンプの子ども達に夢を贈ろう」
【子どもゆめ基金助成活動申請中】
前半は白井巧氏（理事）、シリア難民ザータリーキャンプで支援活動を行
っていた鈴木雄太氏のトークにより、難民キャンプの子ども達について
学びます。子ども達の姿、そして難民支援に海外に飛び出した鈴木氏の
歩みから多くのメッセージを受け取ることができるでしょう。後半は鈴
木氏と共に難民キャンプの子ども達に贈るお手玉（予定）を作ります。
とき：12/13（土）9:00～12:00 ところ：西武台千葉高校第2体育館
募集人数：小学生～高校生80名、一般20名
参加費：100円（材料費）
申し込み：メールまたはfaxにて（11/30〆切）
申し込み多数の場合は抽選となります。

■アルファアクラブのおすすめ

大会名：平成２６年度千葉県高等学校新人バドミントン大会
とき： 11/14･15･16･18
ところ：14（学校対抗）
15（学校対抗）
16（ダブルス)
18 (シングルス)

とき：12/6（土）
、1/17（土）13:00～17:00
ところ：西武台千葉高校 第2体育館3F
対象：市内の小学生60名、中・高校生40名（2回とも参加できる人）
小学生のレベルは問いません。初心者参加可能です。
参加費：200円（1回100円）
申し込み：メールまたはFAXにて（11/20〆切）
※申し込み多数の場合は抽選となります。

■アルファアアカデミー（御案内）

とき： 11/21～23
ところ：宮城県仙台市 仙台市体育館・宮城野体育館
出場： 千葉県女子チーム 荒木②･有川①･小沼①･岡部①･栗原 小6
同
男子チーム 相澤 中③･山崎 小6

ご協力ありがとうございました。

君の汗 輝く一滴 勝利の雫

評：高校生だからおもしろいドラマが生まれる。高校生だけしか味わえ
ない真夏のさわやかさもあった。地元開催の重圧に飲まれた試合もあっ
た、その逆にだからこそ発揮できた力といつも以上の多くの応援に後押
しされた1点もあった。出場した選手にも、それを支えた選手にもかけが
えのない夏の思い出、青春の1ページができあがった。

とき： 10/11-15
ところ：長崎県長崎市
出場： 千葉県少年女子（監督）髙瀬 秀雄
（選手）桶田③･荒木②･小沼①

詳細：群馬県中体連バドミントン専門部サイト

講演風景

幕張海浜公園

■秋・冬の大会情報

期日：8/5-7
会場：群馬県 ALSOKぐんまアリーナ
成績：
男子 団体戦 2回戦
個人戦 シングルス 相澤③2回戦 中村③2回戦
ダブルス
後藤③・山崎③ 初戦
女子 団体戦 初戦
個人戦 ダブルス
對馬③・古橋③ 初戦

煌めく青春

荒木選手を囲む

日程：9/12-15
会場：高知県南国市体育館ほか
女子： ジュニアの部シングルス
荒木② 第3位 岡部① 初戦
ジュニアの部ダブルス
有川①・小沼① 3回戦 ベスト16
荒木②・坂井② 2回戦

平成26年第45回関東中学校バドミントン大会

■南関東インターハイ

女子学校対抗戦

開会式

平成26年第６７回千葉県高等学校体育大会バドミントン競技

ストーリーだと思っていました。主人公ムーミントロールは「ムーミン
族」、よく似ているスノークは「スノーク族」、そのほかスナフキンだの
ニョロニョロ、モランのように種族や違う生き物の集まった集団の物語
で子供向けでもありますが、特に後半5巻以降などは大人も考える不思議
な作品です。作者ヤンソンさんはおそらく異なるもの同士の『共生』を
テーマにしたかったのではないでしょうか？それは生き物だけではなく
厳しい自然、災害なども含めた『共生』です。
バドミントンの世界はスポーツですから「一つの頂点」を目指す「単
一」の社会のようですが、「楽しむ」という点ではやはり『共生』の世界
のような気もします。
足立区役所の斉藤さん（旧姓『こんちゃん』こと近藤選手）をご存じ
ですか？結婚後、一度でいいから「全国」と名のつく大会に出たいと思
い、一念発起。なんと今夏「全日本社会人大会」に出場し、しかも初戦
突破しました。その後関東総合まで出場し、大会会場で必死に戦う姿を
見て純粋に感動しました。
一方、野田市のサタデークラブではバドミントンを楽しむ子供がコー
チたちのぬくもりあるご指導の下、賑やかに張り切っています（表紙写
真：復活！川間体育館）。どの子もオリンピックを目指しているわけでは
ありません。ただラケットに当たるおもしろさを実感しているのでしょ
う。水曜日に行われているアルファクラブも同様な「楽しみの共生」が
見られる場だと思います。
残念ながら私たちは時折この『共生』を忘れるときがあります。何か
の枠組みや優劣、好みなどに振り回され二の次にされてしまうのでしょ
うか。
「打ち克つ」を合い言葉にやってきた日々のなかでは歯を食いしば
る顔ばかり目につきます。だけどラケットに当たって喜ぶ笑顔、手を取
って励まし支え合う優しい笑顔、この笑顔を忘れては本末転倒なような
気もします。
「
『そんな甘いこと言って』いたら勝てない」との声が聞こえてきそう
です。しかし、私たちは「そのなことを言って」勝ってみせる、と思っ
ています。是非「バドミントン谷」の様々な人たちの笑顔をその目でき
っちり見てください。

女子：県総合体育館
女子：県総合体育館
女子：県総合体育館
女子：県総合体育館

※個人対抗戦は2位までが関東選抜(12/24-26山梨県甲府市)に出場でき
ます。

毎週水曜日、関宿総合体育館にて幼
児、小学生と地元中・高校生が活動し
ています。子どもの部にはOB,OGがコ
ーチとして加わり一層賑やかになって
きました。
幼稚園児、小学校低学年の子供たち
は羽を打ちながらにぎやかに時を過ご
し、中高生は専門的技術を集中的にマ
スターしています。
ご希望の方は事務局までどうぞ。

Column
バドミントンの『共生』

髙瀬 秀雄

ご存じムーミンの生みの親トーベ・ヤンソンさんの生誕100周年である
今年、あらためてムーミンを読み、考えてみました。 ．．．．．．．．
ムーミンは北欧の「ムーミン谷」で繰り広げられるほんわかのどかな

ABNニ ュ ー ズ に つ い て
アルファバドミントンネットワークでは、活動報告誌「ABNニューズ」を年3回
（5月、9月、2月）に発行し、会員間相互の情報共有を図っております。 また、
これらの活動を含みますホットな話題につきましては是非webサイトをご利用く
ださい。 http://www.alphabanet.com

