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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！

2019年度も米作りやります。埼玉県松伏町の風物詩になりつつあるのでし
ょうか、私たちのどろんこ田植えが始まると近隣の方がカメラ片手に見学に

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。

集まって来るほどです。でも、どうせ楽しむなら見るだけでなくやる方が良

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

平成も終わりもうまもなく『令和』の時代に入ります。

いですよね。2019年度の田植えはゴールデンウィーク終盤を予定しておりま

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。

平成と共に歩んできた私たちのバドミントンストーリーも

す。日程はFacebookやtwitterでお知らせします。なおこの米作り活動を資
金面でバックアップしていただけるサポーターを募集しております。サポー

新たな幕開けを迎えます。

入会申込書記入内容

当 NPO法 人 は そ の ス ト ー リ ー の ナ レ ー タ ー と し て 、 選

①ご住所

手やチームの足跡と刻まれていく思い出たちを今後とも

②お名前（OB,OGの方は卒業年及び旧姓）

トいただける方は事務局までご連絡下さい。

③連絡先（電話番号及びメールアドレス）

皆様にお届けしようと思っています。

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。

その物語の主役は少しぎこちなさが残る、けれどもい

会員種別

●一般協力会員（継続支援）

Artful

活動内容に賛同し，積極的に活動に参加希望される個人

池田輝 作品紹介

NO.18

「三浦半島 槍崎」F4号 1975年
絵の倉庫に眠っている作品全体を把握しないことには、作家の全
体像は掴めません。そこで、一人で作業できない大作の整理は後回
しにし、春休みを利用して小作品を広げ整理し始めました。数日間
の作業で記録できたのは250点あまり。まだ小作品だけでも300点

●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

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

イトルと制作日。それは「三浦半島」昭和60年（1975年）正月二

◇賛助会員

(個人)

◇賛助会員

(団体)

とばかりに、いそいそと三浦半島に出かけた作家の横顔を垣間見る
ことができます。画家のリアルな生き様。画集「色の詩人」
（2007
年刊行）制作前にこれを知っていたら、作家のストーリーに加えて
いたに違いありません。

3,000円
一口

ています。一緒に楽しみませんか？青春を。

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

年会費(入会金はありません）
◇一般協力会員・OB＆OG協力会員

ていましたが、この年は忌引きにより店を閉めていました。この時

018

サポーターとして彼らの演じる舞台を盛り上げたいと思っ

2019 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

はありそうです。初めて見る作品の一つ、その絵の裏に記されたタ

日。正月は参拝客でごった返す別所温泉駅前で家族が夜通し商売し

つでもまぶしいくらい輝く若者たちです。私たちは脇役、

3,000円（一口以上）
10,000円（一口以上）

会費納入方法

活動報告

Topics

◆ アルファゾーンサイクリング2018
◆ ソ イ タ ウ ン バ ド ミ ン ト ン キ ャ ン プ 2018
◆ アルファクラブ・サタデークラ ブ

Result

大会報告

Artful

池 田 輝 作 品 集 NO.18

Information

お知らせ・入会のご案内

Schedule

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 (2018/11～ 2019/3)
野田市バドミントン協会様（ソイタウン補助金）
，他匿名希望様、
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
ソイタウンバドミントンキャンプ2018

スタッフ一同

12/8

野田市関宿総合公園体育館
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アルファクラブ

Topics

平成30年度全国高等学校選抜バドミントン大会
報告［2018年度競技力向上事業］

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング2018
報告［2018年度イベント事業］

■概要
2018年度は参加者が32名に増え、毎週水曜31回活動しました。2018年度
4月から大学生となった後藤元気さん（30期生）が新たにスタッフとして加

■概要
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2018年 韓国ジュニアオープン

日程：3/23～27

日程：12/10～16

会場：茨城県ひたちなか市総合運動公園体育館

会場：韓国

成績：

成績：女子

□女子

学校対抗戦

個人シングルス

ベスト16

□日程：11/4（日）

わり、毎回小学生達の兄貴として本気でやりあっています。スポーツが得意

1回戦

対 暁高校

（三重県）

3-0

□参加者・スタッフ：27名

な子もそうでない子も，放課後学年や学校の壁を越えて集団で遊ぶ場がアル

2回戦

対 四天王寺高校（大阪府）

2-3

■内容

個人戦

ファクラブです。バドミントンレッス

高校生、保護者総勢27名が晩秋のサイクリングを楽しみました。昨年は雨

ンは二の次。まずは皆で体を動かし楽

天で中止となりましたので今回が3回目のサイクリングです。前回までとコ

しむこと。バドミントンを通して集団

ースを変更し、野田市南側ゾーン、江戸川から利根運河、利根川を回るコー
ス35キロメートルに挑戦しました。一部一般道を走りますが、トイレが完備
された休憩ポイントが4カ所確保できる走り易いコースでした。昼食休憩所
では恒例となりました高校生による地域に関する研究発表がありました。戦
後処理に活躍した関宿出身の総理大臣鈴木貫太郎を取り上げ、ユーモアたっ
ぷりに楽しい発表が行われました。利根運河に関してはネタを多く残してお
りますので次回発表で補完してください。次回も同コースで行います。お楽
しみに。

□男子

シングルス

準優勝

ダブルス

第3位

学校対抗戦

栗原②

栗原②・杉山②

準優勝

※

ベスト16

のマナーやチャレンジ精神を育む場

対 富士見高校

（静岡県）

3-0

を地域の子ども達に提供するのがこ

2回戦

対 八代東高校

（熊本県）

0-3

個人戦

岡本萌奈未②

※

1回戦

の活動の狙いです。おかげさまで子ど

蜜陽市

ダブルス

塩澤②・滝本②

海外選手との交流
中国選手招聘事業・ペルージュニア来校

健闘

も達に人気の活動で、常に空き待ちの

【評】女子はここ数年毎回対戦する大阪府の四天王寺高校と2回戦で互いに

日程：1/21～2/1

状態です。既に新年度の募集は終了し

互角の最終戦までもつれ惜敗した。男子は今年度インターハイ開催県である

来校：中国広東省広州市バドミントンチーム

ております。お手伝いいただけるスタ

熊本県のチームに胸を借りる対戦となった。敗退したものの、第2ダブルス

ッフはいつでも募集しております。

最終回はみんなでチャレンジマッチ

の活躍で1本取ることができた。
男女ともに最終シングルスまで育成し、オーダーに左右されない対戦を夏に

野田市サタデークラブ
報告［2018年度イベント事業］

実現させるべきだ。

女子4名

コーチ1名

ペルージュニア（海外青年協力隊事業の一環）
概要：千葉県の2020年東京オリンピックアスリート育成事業の一つとし
て、中国の選手を招聘し、ホームステイはじめ保護者の皆様のご協力と
援助のおかげをもちまして、有意義に交流練習ができました。
その翌週、青年海外協力隊の安念さん（元ACT SAIKYO）とペルーの
ジュニア選手男女2名を招いて交流練習を行いました。

■概要

西武台千葉高校バドミントン部はこのような国際交流に力を入れてま

2018年度後期より、川間小会場に高校生女子部員がスタッフとして参加して
います。2／16日は市内4会場の参加者が集いバドミントンフェスタ(合同練
習会）を行い、女子部員全員がスタッフとして参加し会を盛り上げました。

いりましたが、その中で現在25期生の小松さん（慶應義塾大学卒）が海
外協力隊員としてアフリカのエチオピアでバドミントンコーチとして活
躍しています。

Result
利根運河

休憩

小船橋水辺公園

ソイタウンバドミントンキャンプ2018

平成30年度千葉県高等学校新人体育大会バドミントン競技兼平成30年
度全国高等学校選抜バドミントン大会県予選
日程：11/9～16

報告［2018年度イベント事業・YONEXスポーツ振興財団助成活動］

■概要
□日程：12/8（土）
□会場：関宿総合公園体育館
□参加者：150名

■内容
関東各県より参加者が集まり盛況に行われました。6つのレッスン(ジュニア、
シニア、レディースダブルス、ハイレベルダブルス、講演会、ビュー＆トーク）
に分けて行いました。大人から子供までがそれぞれのレベルや関心に応じ各種レ
ッスンや講演会に参加でき、バドミントンが多角的に楽しめるイベントです。家
族総出で参加されたり、午前午後の部双方に参加される方も多く見受けられ，バ
ドミントン愛好家が集うアルファならではのイベントとなりました。
参加賞および抽選で配布した米も大変喜ばれました。この活動は公益財団法人
ヨネックススポーツ振興財団の助成と野田市バドミントン協会の補助を受けて実
施しました。

会場：千葉県総合運動公園体育館 ほか
成績：
□女子 学校対抗戦 優勝
個人戦 シングルス 優勝 栗原② 準優勝 栗原①
第3位 杉山② 石塚①
ダブルス
優勝 栗原②・杉山②
□男子 学校対抗戦 優勝
個人戦 シングルス 優勝 塩澤② 準優勝 嶋田②
第3位 佐藤②
ダブルス
優勝 塩澤②・滝本②
準優勝 嶋田②・佐藤②
第3位 坂田②・高藤① 岩西②・八重樫①

平成30年度関東高等学校選抜バドミントン大会

シングルス準優勝

栗原あかり

平成30年度 平成30年度 第44回千葉県中学校バドミントン新人大会
日程：12/8－9
会場：印西市松山下公園総合体育館
成績：
□男子 団体戦 第3位
個人戦 シングルス
石塚② 優勝 木村① 第3位
ダブルス
髙城②・戸村① 第3位
□女子 団体戦 優勝
個人戦 シングルス 竹澤① 優勝 竹澤① 第3位
ダブルス 今村①・藤田① 第3位

ペルー選手と安念コーチ

アルファクラブと中国選手

Schdule
大阪インターナショナルチャレンジ2019

参加選手： 女子シングルス 栗原あかり②

昨年度は予選突破本戦に出場しました。今年も活躍することと思います！

平成31年度（令和元年度）関東大会千葉県予選会

とき：4月30日（火）、5月1日（水）
ところ：県スポーツセンター体育館ほか
男子30年連続、女子28年連続関東大会出場をかけて戦います。

平成31年度（令和元年度）第46回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：浦安市運動公園総合体育館

日程：12/23～25
会場：栃木県宇都宮市ブルックスアリーナ
成績：
□女子 学校対抗戦 優勝※
※
個人戦 シングルス 優勝 栗原②
※
ダブルス
準優勝 栗原②・杉山②
□男子 学校対抗戦 優勝
※
個人戦 ダブルス
第3位 塩澤②・滝本②

お知らせ
■ハイブリッドスターライスプロジェクト 2019
今年も「ハイブリッドスターライスプロジェクト」を実施いたします。田植は5月上
旬、昨年度の田んぼです。皆様の参加並びにご支援ご協力をお待ちしております。
中体連サイトより

印のチーム選手が全国選抜に出場することができる

平成30年度

中体連サイトより

平成30年度第23回関東中学生オープンバドミントン大会

日程：12/27－29
会場：東京都葛飾区 水元総合スポーツセンター
成績：
□男子 団体戦 第6位 出場選手 石塚②
□女子 団体戦 第3位 出場選手 岡本②・竹澤①

レディースダブルス

栂野尾昌一さん

栗原（左）
・杉山ペア

兼平成30年度全国高等学校選抜バドミントン大会関東地区予選

※

View & Talk

ダブルス第3位

■放課後アソビ場ドミントン 2019 春参加者募集
（子どもゆめ基金助成活動）
春2回、秋2回シリーズで行います。今回は春の部参加者募集します。
時：5月15（水）、22（水） 16：00～18：00
場所：関宿総合公園体育館
対象：2回とも参加できる小学生
参加費：200円 参加希望の方は事務局まで。

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。

シニアレッスン

男子学校対抗戦

女子学校対抗戦

円陣
中体連サイトより

中体連サイトより
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