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次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

Information

事務局より

会員募集！

できる限り省力でイベントを開催し､終了後報告書をあげほっと一息つく。
一つ一つの予定を消化していく感ある今日この頃です。先日のアルファアカ
デミーで中高生と一緒に哲学について考えました。考えることで満腹感を味
わいました。これをゆっくりかみ砕きしっかり消化すればいずれ栄養となる
と実感しました。そしてふと思ったのは近頃の作業のあり方です。ただ単に
企画、実行、報告で消化したことにしてはいないか。実になっているのか。

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。
員証、そして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。

入会申込書記入内容

効率よくこなすことに慢心していた自分を反省しつつ､遅れに遅れてしまった

①ご住所

本号をあわてて作成しております。

②お名前（OB,OGの方は卒業年及び旧姓）

本来10月に発行予定の12号がこのように大変遅れてしまいましたこと､ひ
とえに事務局の怠慢によるところです。皆様にお詫び申し上げます。2016年
中に１２号が皆様のお手元に届きますように。

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

●一般協力会員

常務理事兼事務局

活動内容に賛同し，積極的に活動に参加希望される個人

髙瀬麻美

●OB＆OG協力会員
アル フ ァク ラ ブ

元気 が 良い 子 ども たち

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

Artful
池田輝 作品紹介
「裸婦」

年会費(入会金はありません）

NO.12

◇一般協力会員・OB＆OG協力会員

制作年不詳
油彩

P20

この赤バージョン(P25)を展覧会に出そうと画材屋に持ち込んだ
ところ、P20サイズのもう一枚があるはずだと店主に告げられまし
た。なんでも裸婦画の会で父が描き始めたところ、キャンパスに収
まらないからと画材屋に駆け込み横長の特注サイズキャンパスを急
遽店主に作らせたというのです。その言葉を受け物置から見つけ出
し､長い年月の後外にようやく出ることのできた作品です。作品が
こうして物理的に残ることだけでなく、画材屋店主の記憶に残って
いることに畏怖します。

気がつくとすでに年の瀬に入っていました。
楽しい「時」はあっという間に過ぎ去りますが、歳を重
ねるごとにその速度が速まる感じがします。
逆に、苦しい「時」つらい「時」は長く、永久の様な気
になってしまいます。
冬を迎え、朝晩の寒さと暗さに気が滅入る時がありま
すが、この時期は選手ひとりひとりが自分の技術や体
力、さらに「私自身」に向き合う大切な「時」だとも思い
ます。
春の息吹を感じるまでの静かで落ち着いた冬に、
確かな鼓動と根を張り続けるたくましさを感じ取りましょう。
私たちはこんな挑戦者たちを応援しています。

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、キーホルダーと会

◇賛助会員

(個人)

◇賛助会員

(団体)

3,000円
一口

3,000円（一口以上）
10,000円（一口以上）
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2016 NO.
アルファバドミントンネットワーク

特定非営利活動法人
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

Topics

Result
Artful
Information
Schedule

活動報告

◆ 第4回ア ル フ ァ キ ャン プ
◆ 放 課 後 アソ ビ バ ド ミン ト ン 2 0 1 6 秋
◆アルファゾーンサイクリング 2016
◆ 第4回ア ル フ ァ ア カデ ミ ー

大会報告

池 田 輝 作 品 集 NO.12
お知らせ・入会のご案内
イベントのご案内

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 高瀬麻美

※名義が変わりました

事務局までご連絡下さい。
【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-mail： npobanet@jcom.home.ne.jp
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。

ご 寄 付 を い た だ い た 方 (2016/7～ 2016/12)
山寺昇治様（１期生） 株式会社ヒット様（野澤浩一様 4期生）
齋藤貴子様（9期生）OTOME様
（掲載はいただいた順）
ご寄付いただいた方（3万円以上）にアルファタオル謹呈いたします。

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

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

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング2016 10/26野田市関宿総合体育館
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平成28年度第42回千葉県中学校新人バドミントン大会

Topics
第4回アルファキャンプ
報告［2016年度競技力向上事業］

■概要
□日程：7/30 9:00～16:00
□会場：西武台千葉高校第2体育館
□参加者：高校生・大学生・一般 50名
□テーマ：シングルスのフットワーク

習字を体験しました
高校2年生女子による発表

■内容

シングルスのフットワークを”理論と実践”でじっくりトレーニングしました。
頭で理解して動きを身につける点が､特に大学生には好評でした。どうしてこ
う動くのか､なぜこの動きが必要なの
か等､それまでの練習の理論が体系的
に整理できたとのことです。これは高
校生にとっても同様で､いつもの練習
の目的がうっすら理解できたようで
す。意識のない練習は「やらされてい
る」練習になってしまいます。目標→
目的→手段と方法が明確になることで
密度の濃い練習になりますね。

放課後アソビバドミントン2016秋
報告【子ども夢基金助成活動】

■概要

報告［2016年度競技力育成事業］

■概要

概要・報告
哲学って何であるかわからないままに講義は始まりましたが、松平先生の
講義が終了する頃には「答えがないものを考えること」の醍醐味を味わい、
すっかり哲学を堪能した中高校生達でした。帰路友人と哲学談義を続けたり、
ひとり物思いにふけったりするなど思考のコツをつかんだようです。

□日程：10/19（水）・10/26（水）16:00～18:30
□会場：関宿総合体育館サブアリーナ
□参加者：延べ80名

■内容

放課後の子ども達の居場所・遊び場作り活動の一環として行いました。
「バ」を｢場」と表記しなかったため、遊びバドミントンと捉えられてしまい
ました。本来の意義は「遊び場」です。
市内全域の小学1年生から6年生に西武台千葉高校バドミントン部女子部員が
スタッフとして加わり、各回40名ほどで活動しました。高校生はジュニア時
代、コーチとのやりとりで嬉しかった時の経験をなぞるかのように小学生に
接し、子供たちは高校生の動きを模倣したり、ふざけて高校生を困らせ独占
したりと、自然な形の異年齢グループ活動が展開されていました。2時間の
活動は物足りなさを残して終了しました。子供達は帰宅後家族とアソビバド
ミントンの話で盛り上がったとのことです。後日子ども達から提出された日
記には、高校生と過ごした時間のことがたくさん書き込まれていました。

平成28年度千葉県高等学校新人バドミントン大会

第4回アルファアカデミー

■

真剣に聞き入る高校生男子

優勝

成田空港にて

最北端にて

□日程：12/3（土）17:15～18:30
□会場：西武台千葉高校進路指導室
□講師：松平好人先生 （江戸川大学社会学部経営社会学科准教授）
□テーマ：「筋道を立て､理詰めで考える」
－深刻ぶらない､難しいことを自慢しない哲学への第一歩－
□参加者：西武台千葉中学・高校バドミントン部35名・一般7名
□スタッフ：理事2名、会員3名

日程：12/10－11
会場：船橋市運動公園体育館
成績：
男子 団体戦 優勝
個人戦 ダブルス
髙藤②・林 ②
シングルス 八重樫② 優勝
女子 個人戦 シングルス 栗原る② 優勝

お世話になった古橋さん宅にて
歓迎カレーパーティー

Result
平成28年度第67回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会
インターハイ2016
日程：8/7－12
会場：岡山県岡山市
出場・主な成績：
女子学校対抗戦
女子ダブルス
女子シングルス
男子学校対抗
男子ダブルス
男子シングルス

総合体育館ほか

Schdule

ベスト16
有川・小沼 ベスト16 淀・佐藤
岡部ベスト8
有川3回戦
相澤・中村
相澤3回戦

日程：11/11－15
会場：県総合運動公園体育館ほか
成績：男子 学校対抗戦 優勝
ダブルス 相澤②・中村② 優勝
シングルス 相澤②
優勝
首藤②
第3位
女子 学校対抗戦 優勝
ダブルス 淀②・佐藤②
優勝
淀①・山田①
準優勝
山田②・古橋② 第3位
完全制覇の女子チーム
シングルス 山田②
優勝
佐藤②
準優勝
山田①
第3位
對馬①
第4位
※男子・女子共に2017年3月22－25愛知県豊田市で行われる全国高
校選抜バドミントン大会に出場する

ベスト32

関口・塩澤
伊藤

新春恒例餅つき大会
とき：1/8（日）11:00∼
ところ：西武台千葉高等学校第2体育館
第29回の餅つき大会です。お餅をついて、話に花を咲かせて、一足早い
春を味わいませんか？
皆様のお越しをお待ちしております！
幸せなら羽たたこう！（アルファレッスン）
（子ども夢基金助成活動）
とき：1/18・25 16:00∼19:00
ところ：関宿総合体育館サブアリーナ
対象：主に市内在住、在校の小学生、中学生、高校生
（2回とも参加できる人）
参加費：200円※ただいま参加者募集中です。
お問い合わせ、申し込みは事務局まで。

高校生1年生女子

牛窓海岸にて

アルファカップ
３月中旬開催を予定

対象となる団体には、追ってご連絡いたします。

お知らせ
■アルファクラブスタッフ募集
応援のお母さんたちと

女子チーム円陣

市内の小学生対象にしたバドミトン活動です。低学年の希望が多く､今年度は4月早
々に定員に達し募集を締め切っております。その後も入会希望や問い合わせが続いて
おります。このような状況から一人でも多くの子ども達の希望に応えられるよう、4
月からボランティアでお手伝いいただけるスタッフを募集しております。都合のつく

平成28年度第46回全国中学校バドミントン大会
終了後松平先生を囲んで

モルディヴバドミントン交流2016

文字通り遊び場のバドミントンでした

報告【2016年度交流事業・競技力向上事業】

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング2016
報告【子ども夢基金助成活動】

■概要
□日程：11/23（水）勤労感謝の日
□行程：西武台－利根川－関宿城（最北端）－江戸川－西武台
□参加者：30名（スタッフ4名）

約45Km

■内容

天候が危ぶまれましたが、行程中は雨も降らずさわやかなサイクリングに
なりました。関宿城公園での高校2年生女子による『関宿藩－大名の歴史－』
の発表は紙芝居を駆使しながらわかりやすく、楽しくすばらしい発表でした。
また、本年もOB保護者である森川先生に参加いただき、終始ご協力をいた
だきました。

■内容
昨年度、アルファが開催いたしましたモルディブ選手を支援した活動が、
このたび2年度目の事業として引きつがれ、埼玉県、神奈川県を主な活動拠
点として行われました。
来日したのは昨年と同じ選手、ナビ、ナバ、そしてムーサ会長。今年度は期
間を延長し約１ヶ月間の滞在となりました。
昨年度は双方共に手探りの交流でしたが、２年度目の今回は、彼女たちは
序盤からバドミントン漬けのスケジュールを精力的にこなしました。滞在序
盤１２／4～８の5日間野田に滞在し､昼間は西武台千葉高校に通学し､バドミ
ントン部で朝練、夕練を一緒に行い、古橋さん宅にホームステイしました。
今年度は日本バドミントン協会主催で行われました。次年度はさらに支援
の輪が広がり、継続的にナビ、ナバのサポートができると良いですね。

日程：8/17－20
会場：石川県金沢市総合体育館ほか
成績：
男子団体戦 （関東ブロック第3代表） ベスト８
女子シングルス 栗原あかり（関東ブロック第5代表）

ときだけの参加で構いません。お手伝いしていただける方は事務局までご連絡下さい。
毎週水曜16：00～18：00

関宿総合公園サブアリーナにて活動しています。長期

休み中は休講です。

ベスト８

■春の大会予定
■第45回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会
とき：平成29年3月22日（水）～26日（日）

平成28年度第71回国民体育大会

希望郷いわて国体バドミントン競技

日程：10/2－5
会場：岩手県北上市総合体育館
成績：
千葉県少年女子 監督：髙瀬秀雄
選手：有川友理奈③
小沼みなみ③
岡部天③
2回戦
愛知県2-0 勝
3回戦
香川県2-1 勝
準々決勝 岡山県2-0 勝
左から、有川、岡部、小沼の3選手
準決勝
福島県1-2 惜敗
3位決定戦青森県2-0 勝
第3位

ところ：愛知県豊田市

■第17回全日本中学生バドミントン選手権大会
とき：平成29年3月25日（土）～27日（月）
ところ：岡山県岡山市

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
（6月、10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
Twitter始めました。@NPOalbadnet
こちらでも日々の活動をご紹介してまいりますので、フォローお願いいたします。

