
事務局より

会員キーホルダー、会員証、アルファタオルできました。

キーホルダーは入会時に､会員証は会費納入年にお配りいたします。アルファタオル

は寄付（3万円以上）をいただいた方にお渡ししております。

これまで会員となられた皆様にキーホルダーと今年度用の会員証をお渡ししており

ます。（まだお渡しできていない方には、このニューズレターに同封しております。）

キーホルダーと会員証には会員ナンバーをこちらで記入しております。お名前は各

自でご記入下さい。尚会員証は蓄光タイプです。光を溜めて暗闇で光ります。お試

し下さい。

11月下旬より16日間、モル

ディブ共和国のジュニアプレー

ヤーが来日し西武台で練習しホ

ームステイをすることになりま

した。私たちは東京オリンピッ

クを目指す彼女たちの夢を応援

します。ただ今この活動にご支

援、ご協力をいただける「サポ

ーター」を募集しています 。

常務理事兼事務局 髙瀬麻美

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 7

「 紅 浅 間 」 1999年 Ｓ Ｍ
前号に引き続き浅間山を紹介します。拙宅新築祝いに贈られました。人に

何かを贈るときはその人のことを思っています。この絵もそんな風に描かれ
たのでしょうか。ＳＭ（サムホール）とは15㎝×22㎝（はがき2枚程度）サ
イズ。ここに壮大な浅間山を収める。初心者は安易に描けそうだとＳＭに飛
びつきますが、形を捉え始めた途端収めることの難しさに気づきます。まし
てやここに壮大な景色を入れるなんて。

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

Schedule

平成27年度主なイベント

事 業 名 期日 会場 備考

アルファパートナーズカップ 5/9（土） 西武台 対象:会員

アルファスクール 6/20（土） 西武台 対象：一般

アルファキャンプ 7/11.12 西武台 対象：指定選手

アルファアカデミー 10/18（土） 西武台 対象：一般

千葉県最北端αゾーンを歩こう 11/1（日） 利根川 対象：中学生以上ボランティアスタッフ募集中

アルファレッスン 12/5、1/23 西武台 対象：公募、申し込み制

モルディブ交流 12月 西武台ほか ホームステイ受け入れ

ハイブリッドマラソン 2/13（土） 利根川 健脚、そして暇な方

アルファカップ 3/6（土） 西武台 対象：指定チーム

アルファクラブ 毎週水曜 関宿体育館 対象：公募、申し込み制

Information
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、キーホルダーと会

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

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
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 3,000円

◇賛助会員 (個人) 一口 3,000円（一口以上）

◇賛助会員 (団体) 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 理事 樋上照直

◆事務局手渡し

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(2015/3～2015/6)

川鍋拓也様（7期生）、理事の皆様、アルファクラブ参加有志の皆様、
ＯＴＯＭＥ様、加藤健生様（11期生）、匿名希望様、
齋藤貴子様（旧姓星野様9期生）、蒔田洋子様、樋上照直様

（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
facebook もご覧ください「

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 ABNニューズレター2015年6月号 NO.008

定期総会 アルファタオル

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 ABNニューズレター2015年6月号 NO.008

2015 NO.008
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

次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

インターハイ予選が、梅雨の合間の夏を思わせる日に行
われました。
選手たちは、ただひたすら羽を追い続けました。続くラリー

は終わりを知らないようです。無心、無欲のいわゆる「ゾー
ン」を体験した選手はさらに高み目を指そうとしています。
8月、京都でその選手たちがしのぎを削ることになります。

夏の京都が暑いのか、選手たちの情熱が熱いのか。今夏も
温度計では測りきれない暑さを体感させてくれることでしょう。

Topics 第3回アルファアカップ
第2回アルファパートナーズカップ

Result 大会結果

Column 今回はお休みです

Artful 池田輝作品集NO.8

Information 定期総会報告・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

Player 今回はお休みです

2015.5.9 アルファパートナーズカップ記念撮影 「ほら、撮るよ！」



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 ABNニューズレター2015年6月号 NO.008

Topics

第３回アルファアカップ 報告 【 2014競技力向上事業】

概要■
□期日： 2015年3月7日(土） 9:００～16:００

□会場： 西武台千葉高校第1、第２体育館(午後）

□参加者：11団体 110人

□大会形式：団体戦（2複１単 5対戦）

内容■
中学生､高校生、大学生、実業団選手からなる11団体110名が参加しました。

1チーム3人～6人の男女別団体戦形式（2複１単）24チームで行われました。

午前中第2体育館が使用できないため昨年より参加数を減らし1コートに3チー

ム割り当て、昼食時間を設けず5対戦で運営しました。いずれも1対戦90分間と

し、3試合終えた対戦は残り時間をオープン試合に回しました。この大会は参加

チームにとっては新年度に向けてのチーム作りに位置づけられており､来年度も

参加を希望する声が高いです。ボランティアスタッフとして会場準備を中、高生

の皆さん、受付・進行に理事の他会員の古橋さん、ＯＧの田邊さんに務めていた

だき､無事大会を終了することができました。遠方より参加された選手、引率の

先生方、ボランティアの皆様、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

□参加団体
慶應義塾大学・千葉大学・茨城県立土浦第三高校
埼玉県立川口高校・飯塚バドミントンクラブ・桐生市立商業高校
神奈川県立厚木東高校・足立区役所・西武台千葉中学・高校・OBチーム・JA東葛

第2回アルファパートナーズカップ 報告 【 2015交流事業】

概要■
□期日： 平成27年5月9日（土） 10:00∼20:00

□会場： 西武台千葉高校第１体育館

□参加者： パートナーズカップ86名、懇親会107名

□プロジェクトメンバー：野澤浩一（川鍋4期）､竹塚鋼（4期）、佐藤智美（大森4期）、岡安満（5期）、

斉藤貴子（星野9期）、鈴木智子（瀬能11期）、高瀬麻美、高瀬秀雄

内容■
会員、選手、関係者がバドミントンを通じて交流する楽しい1日にすべく、

理事、スタッフがこの日のためにプロジェクトチームを組み打ち合わせを重

ねました。第1回は大雪に見舞われましたのでその反省から、第2回は季節の

良い、人が集まりやすい時期実施施となりました。懇親会は気軽に参加でき

るように第2体育館で行いました。当初懇親会参加数が見込めず打ち合わせ

が進みませんでしたが、運営メンバーが奮闘し連絡を周知徹底した結果おお

よその参加人数が1ヶ月前に把握でき､おかげで準備をスムーズに進めること

ができました。この大会は「交流」がテーマです。現役選手が往年の選手と

語らう良い機会です。そんな交流の窓となるのがゼッケンです。ゼッケンに

は名前だけでなく、思い思いのメッセージを書き込みます。（このゼッケン

番号は夕刻の抽選番号になります。）久しぶりに羽を打った人、バドミント

ンそっちのけで記念撮影に夢中の人、本気モードで試合する人、この日のた

めにトレーニングしてきた人、いろんな熱戦が繰り広げられました。夕刻の

「大抽選会」は会場をカレーの匂いが充満する第2体育館に移し､キャビンさ

んの協力で行われました。事前準備の賞品に加え当日参加者からの提供もあ

り、全員が賞品をゲットできる楽しい抽

選会となりました。続いて1年間とてつ

もなくがんばった選手を表彰する「2014

年 アルファオブザイヤー」の発表が行

われました。表彰されたのは 男子選手

都築直人君（高3）と女子選手 荒木

萌恵さん（高2）です。両選手には当NP

Oから表彰状と副賞のラケットが贈呈さ

れました。今回表彰とならなかった選手、

関係者の皆さん、この賞を励みに1年間

がんばっていただければ幸いです。

参加された皆さんは朝から夜まで汗を流し､笑い、話して食べて飲んだ1日

だったことでしょう。抽選会賞品を始め飲み物、食べ物たくさんの寄付を頂

戴し盛大な会となりました。卒業以来初めて顔を見せた卒業生や家族総出で

参加された人、遠方よりこの日のために駆けつけた人、皆さんのその後にお

会いすることができました。ご協力いただいたプロジェクトメンバーをはじ

めとする参加者の皆さん、選手の皆さんありがとうございました。次回も同

じ時期に開催します。今回同様卒業生からなるプロジェクトチームで準備運

営を行います。次回は準備から参加したいという方は事務局まで御連絡下さ

い。

□寄付、お手伝いいただいた方（敬称略）

田中和弘 コロッケ100個、とんかつ30枚、唐揚げ3㎏、シューズワイパー4枚寄付

野澤浩一（川鍋） 受付担当、食器各種寄付

竹塚鋼 ドリンク買い出し担当 大型冷凍庫、米20㎏寄付

佐藤智美（大森） 懇親会受付・会計担当、サラダ各種寄付

岡安満 抽選会準備担当

齋藤貴子（星野） カレー作り担当

鈴木智子（瀬能） 連絡とりまとめ・名簿作成、食材買いだし担当

ラケットショップキャビン 抽選会担当、ラケット1本寄付

高校生女子 受付、カレー作り、配膳手伝い

高校生男子 会場設営手伝い

他参加者の皆さんより､菓子、酒、ワイン、ビールの差し入れがありました。

定期総会報告

概要■
平成27年5月30日にクラブハウスバネにて行われました。

H26年度活動報告、会計報告と新年度の事業計画、活動予算が承認されました。

また役員の任期満了に付き、全員に引き続きの就任を承諾していただきました。

平成 26 年度事業の実施報告（特定非営利活動に係る事業）※総会資料（活動報告、■
会計報告を別同封しております）

事業名 事 業 内 容 実施日 実施場所 担当 対象者数 事 業 費

（千円）

(1)イベントの開催事業 ① スポーツ教室の開催 7/12.13 市内の体育館 3人 中学、高校生、大学生、一般110 2.0

（アルファキャンプ） 人

② アルファレッスン 12/6.1/24 市内の体育館 14人 小学生、中学生、高校生168人 166.3

③ アルファカップ開催 3/7 市内の体育館 4人 中学、高校生、大学生一般110人 59.3

④ ハイブリッドマラソン大会 2/14 市内のコース 4人 50人 4.7

(2)競技力向上事業 ①競技指導（アルファクラブ） 毎水曜38回 市内の体育館 6人 480人 324.0

②遠征、合宿受け入れ支援 随時 市内の体育館 5人 不特定多数 0

(3)教育研修事業 ①勉強会の開催 6/28 市内の会議室 3人 中学、高校生、一般45人 0

（アルファスクール）

②勉強会の開催 12/13 市内の会議室 9人 小、中、高、大学生、一般40人 174.3

（アルファアカデミー）

(4)交流事業 ①モルディブ交流 2/20～2/28 市内 6人 不特定多数 26.1

②地域交流(イベント参加) 実施せず -
カナダ学生交流 実施せず -

(5)調査研究事業 勉強会の開催 通年 法人事務所 6人 不特定多数 -
(6)普及啓発事業 ①ニューズレター発行 5.9.2月 法人事務所 2人 不特定多数 44.0

②指導者講習会の開催 実施せず -
③ホームページ運営 随時 法人事務所 2人 不特定多数 24.9

Result

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：北海道札幌市北エール体育館
出場： 団体：西武台千葉高校女子チーム 個人：荒木選手②
成績： 団体 1回戦 新田高校（愛媛県） ３－０勝

2回戦 園田学園高校（兵庫県） ２－３惜敗
個人戦 荒木萌恵選手

1回戦 伊野（新田） 2-0勝
2回戦 樋口（八代白百合） 2-0勝
準決勝 山口（勝山） 2-0勝
決勝戦 斉藤（埼玉栄） 1-2惜敗

評：なんと言っても荒木選手が、現在日本ばかりか世界のトップで活躍
している山口選手に勝ったことが高く評価される。山口選手は直前のダ

集合写真 ありがとうございました。団体戦ならではの応援

OB対現役

27期生と現役キャプテン(中央） 懇親会終了時の記念撮影

ブルスで体力を消耗してはいたものの攻撃力は強く、それを耐え凌ぎ反
撃のチャンスを待ち続けた荒木選手の集中力には敬服する。
逆に、団体戦でのダブルスの不振は予想外であった。丁寧に展開しよ

うとすると攻撃のチャンスを逃してしまう。課題をもらったようである。

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：千葉市県スポーツセンター体育館
出場： 男女学校対抗戦（２D１S)
成績： 男子 第3位

女子 優勝
男子26年連続、女子24年連続関東大会出場

平成27年度 第42回千葉県中学校バドミントン選手権大会

とき ： 5/2-3
ところ：浦安市運動公園体育館
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②・滝本②
女子 団体戦 第2位

個人戦 シングルス
1位 栗原②

詳細：千葉県中体連バドミントン専門部サイト

平成27年度関東高等学校バドミントン大会

とき ： 6/5-7
ところ：山梨県甲府市小瀬スポーツ公園体育館
成績：
男子 団体戦（２D１S） 初戦 茗渓学園（茨城）に敗退
女子 団体戦（２D１S） 第3位

１回戦 宇都宮北（栃木） ２－０勝
２回戦 淑徳巣鴨（東京） ２－０勝
３回戦 大宮東 （埼玉） ２－０勝
準決勝 埼玉栄 （埼玉） ０－２敗退

詳細：山梨県高体連バドミントン専門部サイト
評：女子チーム準決勝埼玉栄戦では全国選抜の決勝戦が再現された。今
回は前回より手応えのあるラリーができた。集中力の養成が課題である。
男子はどんなことにも動揺しない強い精神力が求められたようだ。

平成27年度全国高校総体(インターハイ）千葉県予選会

とき：6/12-16
ところ：千葉県スポーツセンター・千葉公園体育館ほか
出場：男女学校対抗戦・個人対抗ダブルス･シングルス
成績：

【男子】 学校対抗 準優勝
個人対抗ダブルス 都築③・相澤① 第５位
個人対抗シングルス 伊藤② 準優勝 関口② 第4位

【女子】 学校対抗 優勝 7年連続17回目
個人対抗ダブルス
荒木③・坂井③ 優勝 有川②・小沼② 準優勝
淀①･佐藤① 第3位 遠藤③・岡部② 第4位
有川②・平井② 第5位 林②・山田① 第5位

個人対抗シングルス
荒木③ 優勝 岡部② 準優勝 小沼② 第3位
有川② 第4位 坂井③ 平井② 林② 山田①第5位

評：男子は健闘したもののいずれの試合も終盤の詰めで苦しんでい
た。ただ1年生ですでに活躍している相澤選手、キャプテンとして大
奮闘した都築選手にはエールを送りたい。
女子チームは例年以上に活躍し、ことにダブルス決勝戦は歴史的

な熱戦となった。エース荒木選手を中心に積み重ねた努力の「芽」
が現れてきた。真夏の京都で大輪の花を咲かせることを強く祈って
いる。（髙瀨）

夏の大会情報■
大会名：平成27年度 第66回全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

とき： 8/6-11
ところ：京都府長岡京市ほか
出場： 団体：西武台千葉高校女子チーム

個人：荒木選手③(D/S)・岡部選手②(S)・坂井選手③(D)
有川選手②(D)・小沼選手②(D)

大会名：平成27年度 第69回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会

とき： 7/28-29
ところ：船橋市運動公園体育館
出場： 男女団体・個人（予定）

大会名：平成27年度関東中学校バドミントン大会

とき： 8/5-7
ところ：山梨県甲府市小瀬スポーツセンター

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

（6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

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 ABNニューズレター2015年6月号 NO.008

大金星をおさめた荒木選手お世話になった鈴木さんと

優勝した女子チーム（成田）

会場の千葉県スポーツセンター体育館

会場の小瀬スポーツセンター中央 旗手相澤選手

女子ダブルス入賞者 優勝した女子チーム 千葉公園

http://www.alphabanet.com

