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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！

2016年2月、
「先生、実家の田んぼあいているから、田植えしませんか？」

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

と9期生の斉藤さん（旧姓星野さん）から声がかかりました。すぐに斉藤さ

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。

んの実家に伺いお父さんと打ち合わせし，ハイブリッドスターライスプロジ

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

ェクトが決定しました。斉藤さんの夫は西武台千葉陸上長距離部の顧問です

たします。

ので、この企画は陸上部とバドミントン部合同で行うことからハイブリッド

入会申込書記入内容

と命名しました。種を播き，植え，刈り取るので4月から9月まで続く企画で

①ご住所
②お名前（OB,OGの方は卒業年及び旧姓）

す。稲を育て収穫する自然体験型のイベントは多くの団体で行われています

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。

が、種まきからやるのは珍しいと思います。それでも私たちが関わるのは88

会員種別

工程の内の3つのみ。残りは、私たちの提案を終始笑顔で受け入れて下さっ

●一般協力会員（継続支援）

た星野さんにお世話になります。面倒を引き受けていただいている上に、
「こ

活動内容に賛同し，積極的に活動に参加希望される個人

うしたらおもしろいよね」と我々の思いつきの提案に「いいね」と軽やかに

●OB＆OG協力会員（継続支援）

笑顔で応じる星野さん。星野さんから「無理」という言葉は一度も聞かれま

●賛助会員（単年度支援）

活動内容に賛同し、支援を希望される個人及び団体

り立つプロジェクトです。11月頃には収穫祭として、講師に地元のおじさん

入会申込書送付先

を招きしめ縄や輪飾りを作ります。1年間楽しめる企画になりそうです。日

■E-mail：npobanet@jcom.home.ne.jp

本の古き良き習慣や伝統に親しむことができますね。

■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）

Artful
Le Rone d'Arles（アルルのローヌ川）

◇一般協力会員・OB＆OG協力会員

NO.13
作 成 年 1984年
油彩

F３

父と2人でヨーロッパ旅行しました。南仏プロバンス地方のアル
ルはゴッホが過ごした街。たたずまいが別所温泉に似ている私のお
気に入りの小田舎です。私たちは駅前広場のゴッホという名のホテ
ルに滞在しました。窓から眺めるローヌ川の流れの先は地中海。父
は記憶に残すために写真を撮るのではなく，行く先々でスケッチし
帰国後アトリエで仕上げたものです。その一枚。好きなアルルの街
だからと「おまえにやるよ」とホイッと渡されました。

◇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）

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 (2017/1～ 2017/5)
若林洋二郎様（理事）
、アルファクラブスタッフ一同様、
竹塚鋼様（理事）
、蒔田洋子様（理事）
，斉藤幸恵様（第9期生）
OTOME様（一般協力会員）
，岡戸陽子様（第14期生）
、
志田泰盛様（一般協力会員 シャトル）
（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 高瀬代表理事実父

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「

013

2017 NO.
アルファバドミントンネットワーク

西武台千葉高校バドミントン部出身者

せんでした。鷹揚に柔軟に一緒に楽しんでいただける星野さんのおかげで成

池田輝 作品紹介

年にひとつは初めての「何か」にチャレンジしてみたいと
思っています。
今年はかねてからの念願だった「米つくり」を行ってい
ます（既に進行しています）。
田植えには大勢の方々が集まり、お力添えを頂き、
なんとか終えることができました。私たち法人の設立の
趣旨である「人と人をつなぎ、青少年を育成する」ことは
こんなことではないかと思っています。
苗は太陽の恵みと豊かな風土に育まれ、風雨に耐え
ながら大きく成長し、立派な稲になります。そして私たち
の食卓に上がるとき、命の大切さ、成長の喜びとありが
たさを学ぶことでしょう。

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

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
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アルファクラブ2016

Topics
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報告【2016年度競技力向上事業】

第5回アルファカップ
報告［2016年度イベント事業］

■概要
□日程：3/5（土）
□会場：西武台千葉高校第1体育館

■概要

今年度は例年より１月早い開催となりました。NPO法の改正に伴う定款（第
55条）変更、28年度活動報告、会計報告、29年度活動計画、活動予算は承
認されました。任期満了に伴う理事退任、新任、重任は可決されました。今

■内容

4月から3月まで38回を予定していましたが、4回は子ども夢基金助成対象
イベントに振り替えたため、アルファクラブとしての開催は34回でした。3
月に6年生1名が卒業となり、最終回で送る会を行いました。2月に参加者に4
月以降の継続希望を確認したところ全員が継続を希望したため，新規募集枠
は数名。公募翌日に定員に達し、現在数名がキャンセル待ちしています。低
学年の希望が多いことやスタッフ確保が困難なことから、これ以上子ども達
を受け入れることができないのが残念で仕方ありません。
この活動はバドミントン競技に触れるだけでなく、子ども達の「読む、書
く、聞く」活動を取り入れています。また子ども達が異年齢による集団活動
を体験する場となり子ども達の放課後居場所作りに貢献しています。

□スタッフ：6名

■内容
NPOがスタートした2ヶ月後に開催した初イベントがこのアルファカップで
す。第一回はNPOのお披露目を兼ね昼食にカレーライスを振る舞いました。
第二回からは飲食提供はせず、バドミントン競技に特化したイベントとなっ
ています。参加チームを24に調整し、8コート展開で２複１単のチーム戦形
式で開催しました。昼食時間を設けず9:00から17:00まで5対戦行いました。

2017 年 4 月 22 日(土) 於：クラブハウスバネ

■報告

□日程：水曜16時～18時 年間34回開催
□会場：関宿総合公園体育館
□参加者：年間延べ765名（スタッフ2～5名／回）

□参加者：関東地区の中学生・高校生・大学生・一般 110名

平成29年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会

2017年度定期総会

年度新イベント、ハイブリッドスターライスプロジェクトとソイタウンバド
ミントンキャンプ（12/9）について議論を深め、秋までに理事で団体ウエア
を揃えることを決議しました。総会終了後は川間で懇親会を開催しました。

日程：4/28－29
会場：県総合運動公園体育館ほか
成績：
女子 学校対抗戦 優勝（19年連続20回目）
選手：山田千尋③・淀千春③･佐藤凪③・古橋明日香③
山田楓②・淀英恵②・對馬結②・對馬ハイリナ③
男子 学校対抗戦 準優勝
選手：相澤桃李③・中村祐二③・首藤謙太③・後藤元気③
萩原悠太②・塩澤慶郁①・滝本千裕①
※男子は28年連続、女子は26年連続関東大会出場を果たした。

■田村栄一理事任期満了に伴い退任となりました。（５／３１）
設立当初から5期お手伝いいただきました。ご協力を感謝いたします。
新理事に古橋柳一氏就任いたします。
（６／１）

Result
平成28年度第45回全国高等学校選抜バドミントン大会
全国選抜2017

いつも元気いっぱい

6年生の卒業

ハイブリッドスターライスプロジェクト2017－田植え編－
報告［201７年度イベント事業］

■

アルファレッスン2016「幸せなら羽たたこう」
報告【2016年度イベント事業－子ども夢基金助成活動】

■概要
□日程：1/18（水）・1/25（水）16:00～18:00
□会場：関宿総合体育館サブアリーナ

概要・報告
４月６日に播種、５/７に田植えを行いました。陸上長距離走部（高校生）
、
バドミントン部（中高生）
、関係者、保護者の皆さん１００名ほどが参加しま
した。連休最終日、天候に恵まれ薫風の中、爽やかな自然体験の一日となり
ました。機械植えが当たり前で手植えは今や祭りイベントなのでしょう。静
かな田園地帯に中高生の歓声が響きました。中高生が嬉々として田んぼに足
を入れたきたので、目覚めたばかりのカエルたちはさぞ驚いたことでしょう。
稲の成長等はＦＢで報告してまいります。稲刈りは９月上旬を予定していま
す。今回参加できなかった皆さん、稲刈り、収穫祭（しめ縄、輪飾り作り）
に遊びに来て下さい。

日程：3/22－26
会場：愛知県豊田市 豊田市総合体育館（スカイホール豊田）
出場：男子学校対抗戦・女子学校対抗戦
成績
男子学校対抗
1回戦 川崎総合科学高校（神奈川県）3-1 勝
2回戦 福井工業大付属高校（福井県）0-3 敗
女子学校対抗
1回戦 旭川実業高校
（北北海道）3-2 勝
2回戦 九州国際大附属高校（福岡県）2-3 敗

日程：5/3－4
会場：浦安市運動公園体育館
成績：
男子 団体戦 優勝
個人戦 ダブルス
髙藤③・林 ③
シングルス 中川② 第3位
女子 個人戦 シングルス 栗原る③ 優勝

男子シングルス 相澤3回戦
評： 開会式当日にキャプテンによる抽選会が行われる記念大会ならで
はの面白みがあったが、女子が第2シードのパッキンを引き響めいた。
男女とも未完成のまま臨んだものの、両チームとも健闘したと言え
る。女子の九州国際大附属高校戦では両ダブルスを接戦の末勝ち取
り王手をかけるも自力に勝る九国シングルスに3敗を期し残念な結果
に終わった。
今後男女とも第3シングルスまで強固にし、チーム力を上げるとと
もに個人戦での活躍も期待したい。

優勝

Schdule
放課後アソビ場ドミントン2017春（子どもゆめ基金助成活動）
とき：5/17(水)・24（水）
ところ：関宿総合公園体育館サブアリーナ
にぎやかな子どもの声、工夫を凝らしたやりとり、バドミントンの楽し
さを実感できます。
第4回アルファスクール
とき：7/1(土) 17:00～
ところ：西武台千葉高等学校多目的ホール
テーマ：
「自分に合った動き、自分らしいバドミントン」

お知らせ

□スタッフ：延べ10名

■アルファクラブスタッフ募集

■内容

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

会場を関宿総合体育館、水曜夕刻開催に変更し、アルファクラブのイベン

開会式会場にて

ト版として開催しました。小学生から高校生を対象に、2回連続グループレ

九州国際付属戦

對馬

ッスン形式で行いました。参加者を市内体育館掲示により公募しました。参

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
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。

加者を年齢、経験混在の6グループに分け、練習内容はグループの自主に任
スンを体験しているので小学生の対応に慣れており、初回からスムーズにレ

完全制覇の女子チーム

平成29年度第44回千葉県中学校バドミントン選手権大会

□参加者：延べ102名（市内及び近隣市町村の小学生～高校生）

せ、スタッフや指導者はサポートに徹しました。高校生の多くが昨年同レッ

男女集合

毎週水曜16：00～18：00
星野さんのご指導の下

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。

バドミントン部男子

ッスンを進めることができました。高校生にとっては競技練習のみならず他

■春の大会予定

者との関わり、リーダーシップを学ぶ良い機会となりました。小学生は高校

■第63回関東高等学校バドミントン大会
とき：6/2(金)－4（日）

生と練習ができ大はしゃぎでした。
抽選会

相澤キャプテン･首藤・後藤

平成28年度第17回全日本中学生バドミントン大会

陸上部・バドミントン部女子

野澤理事・先輩の松沢さん

日程：3/25－27
会場：岡山県岡山市 岡山市総合文化体育館
成績：
男女混合都道府県対抗団体戦
予選リーグ 千葉4-1山形 千葉2-3富山
千葉は予選リーグ敗退。
出場： 男子 八重樫涼平・髙藤春希・林隆之介
女子 栗原琉夏

ところ：群馬県前橋市

ALSOKぐんまアリーナ

組み合わせ、タイムテーブルは群馬県高体連の専用サイトでご覧ください。
昨年は女子が第3位でした。今年も乞うご期待！！

■平成29年度千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技会
【インターハイ最終予選会】
とき：6月13日（火）・16日（金）・17日(土)
ところ：県総合体育館ほか
※女子の学校対抗戦は13日、流山市のキッコーマンアリーナで行われます。地元開催
です、皆様の応援、ご協力をお待ちしております。

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、9月、3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。

高藤・林ペア会

会場の岡山県総合文化体育館

