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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！

２０１７年度事業は概ね終了しました。今年度は新しいベントとして米作
りとソイタウンバドミントンキャンプを行いました。後半にイベントが集中

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。

したので､１０月から１月は慌ただしく過ごしました。ようやく一段落し今年

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

度最終ニューズレターをまとめております。

たします。

目玉イベントが行われる中で、地道に年間継続的に活動しているのが小学
生対象としているアルファクラブです。ＮＰＯ設立当初より活動しておりま
す。初年度の参加者は数名でしたが、昨年度より参加申し込みが急増し嬉し
い悲鳴の半面、コートとスタッフの数の兼ね合いから参加者を制限せざるを
得ないのが現状です。また、人数が増えたことでクラブの「約束事」を定め
る必要性を感じ､ギリギリ最低限のルールを明文化しました。お互いが気持ち
よく活動を継続するためとはいえ、文章化しながら居心地悪さを感じました。
組織が成長する通過点かもしれませんが、方向逸らさないよう､常に参加者の
顔を見ながら運営していこうと改めて思い直しております。

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

●一般協力会員（継続支援）
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（継続支援）
●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

■E-mail：npobanet@jcom.home.ne.jp

池田輝 作品紹介

NO.15

「旧戸倉上山田観光ホテル」 水彩 作：1960年 730×530
油彩のようなタッチの水彩画です。勤務先の学校からの帰路に描
いたとのことなので、道ばたにキャンパスを広げ､一気に描き上げ
たのでしょう。ゴッホは南仏アルルで風景画を多数描いています。
背中にキャンパスをくくりつけ自転車で向かい、その場で一気に描
き上げたといいます。絵の具が混ざるのも気にせず勢いで色を置い
たことでしょう。この絵を見ると、画家のそんな佇まいが彷彿とさ
れます。現在ここにホテルはありません。昭和の温泉歓楽地として
賑わっていた頃の光景です。

■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

(団体)

3,000円
一口

015

2018 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

入会申込書送付先

Artful

新 し い 年 が 始 ま っ た 、 と 思 っ た ら も う 3月 。
元旦の願い事は何だったかな？その記憶すらあやふやに
なっているが、季節は遠慮なく春に向かい、後はサクラ
の花が咲くだけだ。
ピョンチャンの冬季オリンピックが私たちに伝えた感動
や勇気、そして人と人のつながり。スポーツの持つ底知
れない「力」を私たちは時には「微笑み」とそして時には
「涙」とともに味わい、感じ合った。
共にスポーツを愛するものとして、この感動や学びを
次世代に伝えるのは、我々に課せられた使命のようにも
感じる。
シャトルを追う子どもたちの笑顔はいつでも、どこでも
金メダルだ！

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

3,000円（一口以上）
10,000円（一口以上）

会費納入方法

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

活動報告
◆ 放課後アソビ場バドミントン2017秋
◆ ソイタウンバドミントンキャンプ
◆ ハイブリッドスターライスプロジェクト しめ縄 編
◆ 第 5回 ア ル フ ァ ア カ デ ミ ー

Result

大会報告

Artful

池 田 輝 作 品 集 NO.15

Information
Schedule

お知らせ・入会のご案内
イベントのご案内

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ております。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 (2017/11～ 2018/2)
岡安満様（第5期生）
、ソイタウンバドミントンキャンプスタッフの
皆様、ハイブリッドスターライスプロジェクトしめ縄作り参加者･
スタッフの皆様
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「

記念すべき第1回『ソイタウンバドミントンキャンプ』
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ソイタウンバドミントンキャンプ2017－街場のバドミントン－

Topics

千葉県最北端αゾーンサイクリング2017

報告【2017年イベント事業】

放課後アソビ場ドミントン2017秋
報告［2017年度イベント事業 子どもゆめ基金助成活動］

■概要

■概要

16:00～18:00

□参加者：１６８名（延べ）

■内容

□会場：関宿総合体育館サブアリーナ
□参加者：小学生６０名、高校生３５名（延べ）

地域の皆さんにバドミントンで恩返ししたい、という発想から生まれたのが

■内容

ソイタウンバドミントンキャンプです。４月早々に日程を押さえ､各方面での

小学生と高校生が交流するスタイルの２回シリーズの練習会です。アルファク

平成29年度高校関東選抜大会（全国選抜予選）

報告［201７年度イベント事業 子ども夢基金助成活動］
予定していた２日程とも雨天となり、中止となりました。
サイクリング自転車を購入し､参加を心待ちにしていた人もいたとのこと。来
年こそは実施しましょう。今回予定していたコースは、江戸川を南下し運河
を経て利根川沿いを走り西武台に戻る台形コースでした。例年より距離が伸
びています。

□12/9 9:00～16：00
□会場：関宿総合公園体育館

□日程：10/18･10/25 2回シリーズ
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広報に努め、９月より申し込みを開始しました。市内のみならず県内外から

ラブの子ども達の他、イベント申し込みの小学生が参加しました。お手伝いいた

の参加があり、各講座の参加者は延べ１６８名でした。

だいたのは高校女子部員達です。子ども達は高校生と打てるこの日を心待ちにし、

高校生が各講座でヒッティングパートナーを務めました。参加者にとっては、

「ほうかご、いつ？」とイベント名を略して度々話題にするほどです。高校生に

高校生と打ち合うことで質の高いラリーやパターン練習が可能となったこと

とっても、小学生に接しスポーツを純粋に楽しんだ頃の初心を振り返る良い機会

や、親子がそれぞれのカテゴリーに参加することで家族で１日楽しめる企画

となっています。

となりました。栂野尾悦子さんのレディース講習会や西武台のノック練習体
験をはじめとした技術講習の他、講演会、指導者講習会の座学とメニューが
豊富であったことも参加者に好評でした。今年度の反省点を踏まえ来年度は
更に活動を充実させてまいります。

Result

女子ダブルス

山田②・淀②

男子シングルス

塩澤①

女子団体戦

講習会（指導者・選手向け）

講習会（レディース対象）

□会場：西武台千葉高校多目的ホール

第3位

第3位

第3位

男子シングルス
中川②

第3位

女子シングルス
岡本①

準優勝

女子ダブルス

女子学校対抗

優勝

男子学校対抗

優勝

栗原①

14:00～17:00

準優勝

優勝

日程：12月9日（土）
、10日（日）
会場：船橋市運動公園体育館
成績

第16回日本ジュニアグランプリ
日程：11月24日～26日
会場：栃木県宇都宮市・鹿沼市
形式：小学生シングルス・中学生シングルス･高校生シングルス
成績： 千葉県チーム 優勝
出場選手：
（高校生）山田楓②・栗原あかり①
（中学生）栗原琉夏③
（小学生）竹澤みなみ⑥・長島花音⑥

女子シングルス

■【リーダー研修会】
□日程：11/23

栗原①

平成29年度千葉県新人大会（中学）

日程：11月10日～17日
会場：県総合スポーツセンターほか
成績

報告【2017年度イベント事業 子どもゆめ基金助成活動】

男子学校対抗

女子シングルス

上記の学校対抗・個人対抗は3月24日～愛媛県松山市で行われる、全国選抜大

飛川②・木下② 優勝

しめ縄作り

女子学校対抗 準優勝

会に出場する。

平成29年度千葉県新人大会（高校）

ハイブリッドスターライスプロジェクト収穫祭

日程：12月24日～26日
会場：葛飾区水元スポーツセンター
成績

優勝

山田②

準優勝 對馬②

第3位

淀②

第4位

女子ダブルス
栗原①・杉山① 優勝

山田②・淀②

準優勝

男子シングルス

□参加数：10名

塩澤①

野田レクリエーション協会から染谷さん、渡邊さんを講師に招き、１２月本番

優勝

男子ダブルス
嶋田①・佐藤① 第4位

に向けてのレッスンを行いました。参加した高校生達が本番でリーダー役を務め
ることから、皆真剣に講師の説明を聞き、２人組でしめ縄作りに挑みました。

■【本番（全体体験）】

Schdule

□日程：12/16 15:00～18:00
□会場：西武台千葉高校第２体育館
□参加数：６５名
星野さん倉庫保管の藁を体育館に運び作業は始まりました。リーダー研修と
同じく､野田レクリエーション協会から染谷さんと渡邊さんを講師に招きまし

一般ダブルス講習会集合写真

組で４つのしめ縄を作ります。一つ作り終えた頃に作業に慣れてきて､皆急ピ
ッチで仕上がり､時間内に作り終えることができました。高校生や保護者の皆
さんが参加され､和気あいあいと今年一年の総決算、しめ縄作りを楽しむこと
ができました。

モルディブバドミントン協会ジュニア育成事業支援（国際交流事業）

とき：3/15～4/5
選手：男子選手2名
ウェルカムパーティー

第5回 アルファアカデミー
報告［201７年度研修事業］

た。研修を受けたリーダーを核に８グループ作り、グループ内で２人組を作
り作業しました。藁を鋤、ぬらし､たたき、編む。１人二つ分作るので､２人

お世話になった指導者のみなさん

■

3/16 18:00～ 関宿

アルファカップ2018

とき：3/10(土)
ところ：西武台千葉高校第1体育館

概要・報告

□日程：2/3（土）１６：００～１７：００

第４６回全国高等学校選抜バドミントン大会

□会場：西武台千葉高校進路指導室

とき：3/24～28日
ところ：愛媛県松山市愛媛県武道館

□講師：石毛宣光氏

松山市コミュニティーセンター体育館

□参加者：50名（西武台千葉高校バドミントン部・陸上部長距離）
演題「十代の自分革命」

お知らせ

２５歳の若き講師を招き、
「偏差値４０上げて慶應義塾大学に合格したビリ
ゴリ」と刺激的なキャッチでまとめた、今年のアルファアカデミーでした。

■サタデークラブバドミントン講座川間会場

高校生達に今こそ、石毛氏の話を聞かせたいとの強い思いから実現した講演

9月よりＪＡ東葛バドミントンチームがスタッフとして参加しております。

会です。ビリギャルと重なる実話を本人から聞く機会は高校生達に大きなイ
ンパクトを残しました。
参加者は石毛氏から勇気とやる気をもらった１時間となりました。既に「自
分革命」を起こし実行に移している人がいることでしょう

■アルファクラブスタッフ募集
平成29年度中学校関東オープン大会
日程：12月25日～27日
会場：茨城県古河市中央運動公園総合体育館、下館総合体育館
成績
女子チーム 優勝 （木下②・飛川②・岡本①）
男子チーム

神妙に聞き入る選手たち

講師の石毛さん

第3位 （中川②）

一緒に活動をお手伝いして下さるスタッフを募集しております。都合の良いときだ
けの参加で構いません。お手伝いいただける方は事務局までご連絡下さい。
教員を目指す学生さん、サタデークラブ、アルファクラブで子ども達の指導体験を積
みませんか。
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。

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、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
Facebook https://www.facebook.com/NPOalpha.bad.net/ → 1日 の 記 録
Twitter https://twitter.com/NPOalbadnet
→速 報
どちらもでもお楽しいただけます！
日々の活動をご紹介してまいりますので、フォローをお願いいたします。
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