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Information

事務局より
川間小を会場とするサタデークラブは､川間小学校体育館が耐震工事の
ため、9月から2月までの6ヶ月間、今はほとんど使われていない元川間中
学校の体育館で練習しました。この体育館こそ耐震工事が必要なほど古
く、そしてうすら汚く､ネットを張る設備がない、白井理事に「世界のど
の体育館より環境悪い」と言われるほどの体育館でした。ここに毎回50
名ほどの小学生が集いました。体育館中央に1本の紐を通しネットに見立
てました。いくつかのグループが適宜陣地を確保し、紐を挟んで打ち合
いました。コートもネットもない空間、そこには西武台千葉バドミント
ン部の創生期を思わせるものがありました。子ども達が毎回ぞうきんが
けをしたので、次第に体育館の床は黒光りし、気持ちの良い空間になっ
ていったのが印象的でした。
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。

春の「香り」がわかりますか？

入会申込書記入内容
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。

会員種別

Artful

●一般協力会員
池田輝 作品紹介
「 浅 間 山 」 1995年

NO.6
F6号

信州と言えば浅間山である。上田は周囲を山に囲まれているが、東に位置
する浅間山のなだらかな稜線の裾野だけ山は重ならず、遙か奥に広がる大地
を感じさせる空間となっている。その切れ目の先は群馬県、関東平野へとつ
ながる。家の前の道に立つと浅間山が望める。父は浅間山に雲がかかってい
ないのを確認すると、
「今日は描ける」と言い画材を車に積んで家を飛び出し
ていった。父は東を向いて浅間の天気を確認し､私はいつもその先にあるだろ
う東京を見つめていた。

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)

3,000円
3,000円（一口以上）
10,000円（一口以上）

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。
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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

子ども頃は別に気にとめなかった『春の香り』。歳をとるにつれ
てその愛おしさも増してくる気がします。凍てついて動きを感じら
れない冬を越えた「ご褒美」そして新たなスタートの合図なのか
もしれません。
閉ざされたような気持ちにこの『春の香り』を振りかけて、喜び
と多くの仲間の温もりをはっきり感じながら新たな目標に向かっ
てチャレンジする季節になりました。
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、「躍動の春」を大いに楽しみましょう。

Topics

第 2回 ア ル フ ァ ア カ デ ミ ー

Result

秋・冬の大会結果

Column

高瀬 麻美「その扉の向こうに」

Artful

池 田 輝 作 品 集 NO.7

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

◆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。
【寄付のお願い】
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

ご 寄 付 を い た だ い た 方 (2014/10～ 2015/2)

平成26年度後期主なイベント

1.アルファカップ
2.全国高校選抜大会
3.全日本中学生大会
4.アルファパートナーズカップ

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

3/7
3/24-28
3/20-22
5/9

西武台千葉高校
北海道札幌市
新潟県新潟市
西武台千葉高校

有限会社ヒット様、理事の皆様、アルファレッスン参加有志の
皆様、アルファアカデミー参加有志の皆様、本田智美様（旧姓
望月様5期生）
（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

2014.12.13 アルファアカデミー「難民キャンプの子どもたちに『夢』を贈ろう」

一人一つ、ひと針ひと針に願いを込めて
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Topics
報告 【 2014 教育・研修事業】

■概要
□期日： 2014年12月13日(土） 9:００～12:００
□会場： 西武台千葉高校第２体育館
□参加者：86名 西武台千葉中学・高校バドミントン部・陸上部

■内容

一般の方々

「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）
前半は青年海外協力隊員としてシリアの子ども達を支援している鈴木雄
太氏のトーク、後半は参加者による難民キャンプの子ども達へのプレゼン
ト作りの2部構成で行われました。小学生から一般まで80名を越える参加
者がありました。鈴木氏と共に活動した○○さんの友情出演や、中央大学
学生団体の皆さんによるシリアの今と題した人形劇が上演され、参加者は
よりシリアの子ども達の現状への理解を深めました。皆さんで作ったお手
玉は無事ヨルダンに到着し、キャンプの子ども達に配布されたことをお伝
えします。

かもしれないが、追求の道のりに打算がない。孤高な挑戦者達は、要領
よく勘定しながら今を生きている私に、かつての思いを一瞬ではあるが
呼び起こさせてくれる。
体育館の扉を開ける。暗幕をくぐる。子ども達の声、羽を打つ音、シ
ューズが床を鳴らす音。青春が渦を巻いて私に襲いかかってくる。

平成26年度全日本総合バドミントン選手権大会

Result

第2回アルファアカデミー
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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
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
成績：
千葉県少年女子 第4位（3回目）
評：関東ブロック予選を通過し念願の本戦に出場した、少年女子チーム
は初戦から激戦の連続でした。準々決勝ではインターハイで敗れた石川
県と対戦し、急増でしたが桶田･荒木のペアが気迫と粘りで圧勝、続くシ
ングルスに連続出場した荒木選手は文字通り体力の限界まで動き続け見
事ベスト4入りを果たしました。唯一3年生で出場した桶田選手にとって
高校生活最後の大会で表彰状を手にした思い出の大会になりました。

とき：12/1-7
ところ：東京都渋谷区 代々木第２体育館
出場：荒木萌恵選手 西武台千葉高校２年生
成績：
【予選】 2-0 金丸選手（長野県・松商学園高）
2-0 川島選手（埼玉県・埼玉栄高）
【本戦】 0-2 佐藤選手（東京都・ヨネックス）

■第 3 回アルファアカップ(御案内)
とき： 2015年3月7日(土）9時～16時
春の試合期の幕開けとしての大会形式の強化会です。2複１単のチーム対
抗戦形式で行われます。昨年度も総勢100名あまりが参加しました。
【参加予定チーム】
慶應義塾体育会男子チーム
千葉大学男子チーム・県立土浦第三高校
市立桐生商業高校・県立宇都宮白楊高校
県立厚木東高校・県立川口高校
足立区役所・JA千葉県北
西武台千葉中学校・高校
西武台OB、OGチームほか
（一般公募はしておりません。
）

活躍した荒木選手 代々木第２体育館

■春の大会情報
大会名：平成26年度 第43回全国高等学校選抜バドミントン大会
とき： 3/24-28
ところ：北海道札幌市北海きたえーる体育館
出場： 団体：西武台千葉高校女子チーム 個人：荒木選手②
大会が行われた長崎市

グラバー邸から

左から 荒木選手・桶田選手・小沼選手

平成26年度第40回千葉県中学校バドミントン新人大会
お手玉作り

鈴木さん、白井さんのトークショー

第1回アルファレッスン

報告 【 2014 競技力向上事業】

■概要
□期日： 2014年12月6日(土）･2015年1月24日(土)
□会場： 西武台千葉高校第1、第２体育館
□参加者延べ：168名

■内容

13:００～17:００

「幸せなら羽たたこう」
（子どもゆめ基金助成活動）

12月と1月の2回コースで行われました。小学生から高校生がチームを作
り、皆で力を合わせチームの初心者を指導することを共通の課題としまし
た。子ども達の自主に任せましたので、最初はコミュニケーションがうま
くできず寡黙になったり、初心者への指導に戸惑っていましたが、2回目の
レッスンでは、高校生から小学生への指導法や説明に工夫や改善が見られ、
随所で活発に交流が行われました。

とき ： 11/15-16
ところ：船橋市運動公園体育館
出場： 西武台千葉中学校男女チーム・選手
成績：
男子 個人戦 ダブルス
1位 塩澤①・滝本①
女子 団体戦 第3位
個人戦 シングルス
1位 栗原①
評：まだ小柄な中学1年生が加わった新チームはさすがに優勝はできませ
んでした。しかし男女とも個人戦では大いに活躍し、その後に行われた
関東オープン大会の代表選手として活躍しました。今後の成長が期待で
きる選手ばかりです。春の選手権、そして夏の総体までには体も心も大
きくなり皆さんを楽しませてくれることと思います。
詳細：千葉県中体連バドミントン専門部サイト

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：千葉県総合体育館ほか
成績：
男子 団体戦 準優勝
個人戦 シングルス 5位
女子 団体戦 優勝
個人戦 ダブルス
1位
2位 荒木②・坂井② 3位
個人戦 シングルス 1位
3位

手取り足取り

ハイブリッドマラソン大会

発表風景

報告

【 2014 交流事業】

■概要
□期日： 2015年2月15日(日） 9:００～12:００
□会場： 西武台千葉高校～利根川堤 約12Km
□参加者：38名

■内容

「寒風の中、バドミントン部、陸上長距離部合同マラソン大会が行われ
ました。二つの異なるものを融合することから、ハイブリッドとネーミン
グしました。西武台千葉高校正門から
利根川土手までの12㎞を､陸上部は一
人で走り、バドミントン部は数人でタ
スキリレーし競いました。日頃教室で
机を並べる仲間の、それぞれの部活動
に触れてみる。今回はバドミントン部
が陸上部の活動を垣間見る機会となり
ました。次は是非一緒にバドミントン
をやりましょう。完走後、学食ですい
とんを食べました。用意した100食分
スタート
完食でした。

伊藤①
有川①・小沼①
岡部①・遠藤②
荒木② 2位 岡部①
有川①
4位 小沼①

詳細：千葉県高体連バドミントン専門部サイト

平成26年関東高等学校選抜バドミントン大会（全国選抜予選）
とき ：12/24-26
ところ：山梨県 小瀬スポーツセンター
成績：
男子 団体戦 第4位
女子 団体戦 優勝
個人戦 シングルス 優勝
荒木②（2年連続）
ダブルス
第4位 有川①・小沼①
詳細：全国高体連バドミントン専門部サイト

会場の小瀬スポーツセンター

男子決定戦前

円陣

大会名：平成26年度全日本中学生バドミントン大会
とき： 3/20-22
ところ：新潟県新潟市
出場： 男子：塩澤選手①・滝本選手②

女子：栗原選手②

大会名：平成27年度千葉県中学校バドミントン選手権大会
とき： 5/3-4
ところ：浦安市体育館(予定)
大会名：平成27年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会
とき： 4/28～29
ところ：県総合スポーツセンター・成田市中台体育館
展望： 男子26年、女子24年連続出場なるか！

Column
その扉の向こうに

髙瀬 麻美

朝6時、川間駅に向かう。この時間だと通勤、通学で駅に向かう人も車
もまばらである。
道中、西武台千葉高校に登校する生徒達とすれ違う。朝の空気を切り
裂き、時には薄暗い道を、また時には朝靄の中を、部活動の朝練へと黙
々歩く。上り電車、下り電車それぞれが到着する毎に、こうやって学校
を目指す生徒達が点々と列を成す。皆一様に前傾姿勢で歩く。あの子は
何部だろうか。肩にかけているバッグで判断する。同じ部活の子が近く
を歩いているようだが、彼らはつるまない。駅に到着し､改札をくぐり､
改段を登り、同じ電車に乗っていたり間もなく到着する逆方向の電車か
ら降りる仲間を待つことなく、一人で歩き始める。数人が塊になって歩
いている時もある。しかし彼らは皆無言で唯ひたすら前に進んでいる。
マットレスを脇に抱えて歩く子もいる。ストレッチで必要なのだろうか。
どうして持ち歩くのだろうか。その姿は少し滑稽でもある。すれ違いに
車中からその青年の表情を確認すると、それはそれで良いと納得させら
れるものがある。この子達は、早く学校に到着したいとか、早く練習し
たいという思いで歩いているのだろうか。彼らの気持ちはわからないが、
その姿にわけもなく感動する。感動の理由は言葉にならないが、彼らの
歩き様が心に響く
先日3時間を越える大作映画『 KANO－ 1931海の向こうの甲子園 －』
を観た。 日本統治時代に、台湾から甲子園の高校野球大会（当時は中等
学校野球大会）に出場した嘉義農林学校野球部の実話を、日台混合キャ
ストで映画化した青春映画である。弱小チームの高校生達が熱心な監督
の指導を受け変化し、ただひたむきに甲子園を目指すのである。実話で
あるからこれ以外の結末を描きようがないが、それがどんな結末であれ
私は感動しただろう。そこには高校生達の青春があるから。
人はどうして青春に感動するのだろうか。かつての自分に重ね､ノスタ
ルジックにひたり､そこからにじみ出る記憶に心動かされるからだろう
か。その記憶とは､損得抜きで「今」を走っていたというあの記憶である。
高校生の情熱には損得勘定がないことを知っている。これをやれば儲
かる、得をする､楽できるというゴールへのショートカットがない。もっ
と強くなりたい､勝ちたい、認められたい等の私欲が原動力となっている

昨年度の模様

■第 2 回アルファパートナーズカップ（御案内）
－会員、OB、OGの皆さんと現役選手がバドミントンで交流します。－
とき：5月9日(土)
9:00～16:00
ところ：西武台千葉高校第一・第二体育館
参加費：大人2000円・子ども(高校生以下)無料
懇親会：16:00～18:00 西武台千葉高校第2体育館
西武台千葉高校バドミントン部は今年で29周年を迎えます。今年のパ
ートナーズカップは、創部30周年のプレイベントとして盛大に行います。
活動を支えて下さる会員の皆さん、OB・OGの皆さん、そして保護者、
地域の皆さんに感謝の気持ちを込め、バドミントンで1日遊べるイベント
となりますよう、楽しい企画を練っております。
かつてこの体育館で青春の日々をを過ごした皆さん、ご家族の皆さん
もご一緒に懐かしい顔を見せに来て下さい。現役選手達は伝説の卒業生
に会えることを楽しみにしています。そして、情熱と夢で「今」を輝く
現役選手達を見に来て下さい。かつてこの体育館で練習を積んだ、多く
の選手達の伝統が紡いだ「今」を。
参加ご希望の方は、お名前（旧姓）
、何期生あるいは卒業年度、連絡先
（ご住所、電話番号、メールアドレス）を明記の上、事務局宛にメール
にて4/10までに申し込んで下さい。

大雪の中集まったみなさん

昨年度懇親会 不老庵

■アルファアクラブのおすすめ
毎週水曜日、関宿総合公園体育館に
て地域の小学生（OB,OGのお子さん）
と中学生、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。

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

