
事務局より

アルファクラブ、野田市オープンサタデークラブ、そしてバネ（学習塾）

にて日々こども達に触れています。そこで15年も前に共に過ごした子によく

似た子に出会いました。そしてふと気づきました。これはもう一度あの日の

ように（楽しみなさいよ）という神様からの贈り物なのだと。この子との出

会いは自分にとってこども達と紡ぐ日々の2周目なのかもしれない。そう思

ったもののすぐ異なる思いがわき上がりました。いやまてよ、もしかしたら

これまでに何度もそんな出会いはあったが、気づかないで通り過ぎていたの

かもしれない。そう思うと今回は3周目、いや4周目のような気がしてきまし

た。ふと輪廻という言葉が浮かぶが、そこまで大仰なことでもないなとも思

います。

常務理事兼事務局 髙瀬麻美

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 10

「 エ ス テ ポ ナ 裏 街 通 り 」 1985年
油彩 キャンパス 1303×1940㎜

スペインの田舎町滞在中、路上で描き上げた作品です。スペイン

アンダルシア地方、コスタデルソルで比較的観光客が少ないひなび

た街を選んで滞在しました。こども達が「ハパン（日本人）」と言

いながらぞろぞろ後をついてくるような､ノスタルジーに浸れる街

でした。この裏道の壁は白だったはずですが、茶と夕闇に浮き上が

るブルーで白壁を汚し点々と夕涼みする高齢者、路上で遊ぶこども

達がいる裏道の生活臭を表現したのでしょう。

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

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(2015/10～2016/3)

白井巧様（理事）佐々木隼人様（8期生）斉藤貴子様（9期生）
（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。

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「

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2016年3月号 NO.010 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2016年3月号 NO.010

2016 NO.010
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

希望の春がやって来ました。
門出と出会いが交差するこの季節に、チームはまた新

しい色合いに染まっていきます。
変わりゆ く季節を感じながら、心のリセットができるチ

ャンスに恵まれている私たちは、ここでまた新しいゴール
を見据えます。
新しい志を新しい友と共有しながら、まだ観ぬ地平線

に旅立ちましょう。
私たちはこんな挑戦者たちを応援しています。

Topics ◆アルファゾーンサイクリング
◆モルディヴバドミントン交流
◆アルファレッスン
◆アルファアカデミー

Result 秋冬の大会報告

Artful 池田輝作品集NO.10

Information 入会のご案内

Schedule イベントのご案内

OB、OGと過ごす冬休みのひととき



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2016年3月号 NO.010

Topics

アルファゾーンサイクリング2015

報告【2015年度交流事業（こども夢基金助成活動）】

概要■
□日程：１１／１

□時間：朝8:00集合 8:30スタート ゴール15:30 解散16:00

□コース：西武台千葉高校正門→利根川土手→関宿城→江戸川土手→西武台千葉高校

□参加者：中学生、高校生、一般 29名

内容■
西武台千葉高校、利根川、江戸川を結ぶトラインアングルコース全長33

キロメートルを利根川治水や渡しの歴史を学びながらサイクリングしまし

た。当初予定は「歩こう」でしたが、下見により歩きではその日にゴール

できないことが判明しサイクリングに企画変更しました。当日は秋晴れで

気持ちよく走ることができました。休憩ポイントの関宿城広場では、治水

と渡しの歴史を事前学習した高二女子チームが学習発表し、参加者から質

問が飛び交う活発な発表会となりました。岡部さん、古橋さん、野澤さん

には、脱落者に備えて車で伴走していただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。来年も同じ時期に開催する予定です。

モルディブ共和国バドミントン協会女子ジュニア選手育成支援事業

報告［2015年度国際交流事業・外務省協働事業］

概要・報告■
□日程：１１／２９～１２／１４（11/29～12/8 外務省協働事業）

私たちに多くの感動と大きな夢を残して帰国したナビ、ナバ両選手。

早いもので彼女たちが帰国してからもう2ヶ月が経ちました。当事業への

皆様のご支援、ご協力ありがとうございました。皆様のお力添えでこの

ような大きな事業を完了することができましたことを、この場を借りて

改めて感謝申し上げます。

2020年東京オリンピック出場を目指すモルディブ共和国バドミントン協

会への支援を約束したのが2015年2月でした。ナビ、ナバ両選手を招へ

いし育成支援事業実現に向けて準備を進める中で、前半10日間は日本政

府の国際貢献策「Sports for Tomorrow」プログラムの一環として外務

省と協働事業で実施することとなり、また当初予定していた選手二名に

加えムーサ会長を招へいする事業に発展しました。

両選手は期間中野田市内にホームステイ（對馬司氏宅、古橋柳一氏宅）

し、西武台千葉高校に短期留学生として迎えられ、トレーニングのみな

らず日本の生活、学校文化（学校生活、部活動）を体験しました。また

省庁への表敬訪問をはじめ筑波大学バドミントン部員との交流、野田市

オープンサタデークラブ活動への参加、東松島市における東日本大震災

学習、ウルスラ英智高校バドミントン部との交流、アルファクラブに参

加する等精力的にスケジュールをこなしました。彼女達をサポートする

ことで、私たちにも大きな収穫がありました。よりオリンピックが身近

になった中高校生、制服準備やお弁当作りを通じて一丸となった保護者

会。アルファでは当事業の感動と思い出を記録に残そうと、「記録書」を

作り関係各所に配布しました。以下は記録書に掲載した事業を総括し、

祭りの余韻を味わいながら帰国数日後に書き留めたものです。

○「おわりに」（モルディブバドミントン協会女子ジュニア選手育成支援事業記録書より）

大人達の思い。スポーツによる人物交流という国のミッション。そし

て５年後のオリンピックにかける皆の期待。思えば、これらの幾重にも

重なる大人の思いを１６歳の彼女二人が背負うには重荷ではなかっただ

ろうか。親元を離れる経験すら初めてであった二人が､日本でにわかモル

ディブ大使として過ごした日々を思い返すと、それがいかに大役であっ

たか､全てが終わった今感じ入る。時として、もてなす側は自分の思いを

優先しすぎるかもしれない。そしてその効果を期待する気持ちが常にど

こかに潜んでいるかもしれない。

彼女たちはそんな我々の思いを肩すかしすることなく､しなやかに受け

止め、さらには彼女たちの中で膨らませ育くんだと感じる。滞在終盤二

人にカメラを向けると、日本語の挨拶を交えながらスポーツフォートゥモロー

プログラムへの感謝や、オリンピックに向けての夢を語った。そんな二

人の顔から、ほんの２週間で大きく成長した彼女たちを見て取ることが

できた。大人というのは､若者が成長する姿を確認できただけで満足する。

ホストファミリーである對馬氏は今回のステイを引き受けるにあたり、

こう発言した。「青年の成長に関わることができる、これはチャンスであ

る」と。最終日送別会で語る選手二人の言葉は、国を代表する自覚と､恩

人への感謝の言葉に溢れていた。

１６日間の滞在を終始笑顔でこなし、関係者に夢や希望を残して二人

は帰国した。外交とは、国際交流とは何であるか、彼女たちと過ごした

日々を振り返ることで、そんなことを改めて考える事業の結びとなった。

今後アルファは引き続き同様の国際交流を草の根活動で行うことだろう。

今後の活動に向けて大変良い経験となった。

帰国翌日に、モルディブで練習を始めていると連絡が入った。彼女た

ちが日本での経験をどう料理し､味わい、そしてこれからどう振る舞うこ

とになるのか。勝手ながら彼女たちの活躍を期待を込めて見守りたい。

本事業実施にあたり、ご協力、ご尽力、ご支援いただいた皆様、誠に

ありがとうございました。

そして最後まで笑顔でやりきった､ナビ・ナバの二人に拍手を送りたい。

2016年２月

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

常務理事 高瀬 麻美

アルファレッスン2015

報告【競技力育成事業（こども夢基金助成活動）】

概要■
□日程：12/5、1/23 13:00～16:00

□会場：西武台千葉高校第2体育館

□参加費：200円（2日分）

□参加者：延べ108人

内容■
小学生～高校生が合同で2回シリーズでグループレッスン行いました。高

校生が小学生にバドミントンを教える学びの場となりました。中、高校生

は技術を言葉で伝えることの難しさを実感するとともに､伝える工夫を模索

しました。また担当した小学生の成長を確認して一喜一憂する場面もあり

ました。

好天に恵まれたサイクリング 関宿城での発表会

水曜日アルファクラブで 西武台高校校長室にて

ステイ先（古橋様）にて

「西武台ユニフォーム」を着て

授業中（髙瀨先生の授業）

練習後みんなで

各グループで相談しながら 最後の発表会

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2016年3月号 NO.010

アルファアカデミー2015

報告【2015年度交流事業（こども夢基金助成活動）】

概要■
□日程：12/5（土） 17:00～18:00

□講師：佐々木隼人氏（第8期生OB、現在インターカルト日本語学校教師）

□テーマ：多文化共生を考えてみよう－日本語教育の現場から

□参加者：中高校生、一般45名

内容■
16:00までアルファレッスンを行っていたサブアリーナに、一足先に会

場入りした講師の佐々木先生は後輩達とダブルスゲームを一試合こなし、

まだほてる体のままスーツに着替えての講演会となりました。

外国人との交流をおもしろおかしくエピソードを交えクイズ形式で話

を進め、すっかり中高生達がリラックスしたところで、話は本題に。

多文化共生とは、まずは相手を知ること。そして自分を知ってもらうこ

と。おりしもモルディブからジュニアプレイヤーがやってきていたので、

参加者達は彼女たちとのコミュニケーションのあり方を振り返りながら

話を聞きました。授業や練習を一緒にやり、伝達やおしゃべり程度のコ

ミュニケーションではなかったか。相手の国のこと、彼女たちの生活の

ことどれだけ聞き出しているのか。そして自分達のことをどれだけ伝え

ているのか。日本のこと、野田のこと、西武台のこと。そんな思いを巡

らせる講演会となりました。

最後に佐々木氏は、さらに大切なことは日本人と外国人だけではなく、

日本にいる外国人同士がつながることができる社会を目指そうと話を締

めくくりました。

中高生にとって、ナビ、ナバが滞在する残り数日の過ごし方、そして数

日後に予定している中高生主催の送別会の企画等にヒントを得られる講

演会となりました。

Result

平成27年度千葉県中学校校新人バドミントン大会

日程：11/14－16
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 優勝 塩澤②・滝本②
女子 団体戦 優勝

個人戦 シングルス 優勝 栗原あ② 第3位 栗原る①

平成27年度千葉県高等学校新人バドミントン大会

日程：11/13－18
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

個人戦 ダブルス 優勝 相澤①・伊藤②
準優勝 関口②・塩澤②

シングルス 優勝 相澤① 準優勝 伊藤②
女子 学校対抗戦 優勝

個人戦 ダブルス 優勝 有川⑫・小沼②
第3位 淀①･佐藤① 第4位 岡部②・山田①

シングルス 優勝 岡部② 準優勝 小沼②
※女子シングルスベスト8はすべて西武台でした。

平成27年度関東中学生オープンバドミントン大会

日程：12/26－28
会場：埼玉県久喜市総合体育館
成績：
男子 千葉県チーム 第3位
女子 千葉県チーム 準優勝

出場選手 男子 塩澤②・滝本②・髙藤①
女子 栗原あ②・栗原る①

平成27年度関東高等学校選抜バドミントン大会

兼 第44回全国高等学校選抜バドミントン大会関東地区予選会

日程：12/24－26
会場：神奈川県小田原市小田原アリーナ
成績：
男子 学校対抗戦 準優勝

個人戦 シングルス 相澤① 第３位
女子 学校対抗戦 優勝

個人戦 シングルス 岡部② 第3位
ダブルス 有川②・小沼② 第３位

ベスト16 荒木③・坂井③
男女学校対抗戦及び個人男子シングルス相澤選手が3月24日から山形県鶴
岡市で行われる全国選抜選手権大会に出場します。

Schdule
アルファカップ2016

とき：3/21 9:00∼16:00
ところ：西武台千葉高等学校 第1体育館
今年度で３回目を迎えアルファ恒例の大会となってまいりました。こ

れがアルファの今年度最終イベントとなります。チーム対抗戦（１複２
単）で行います。出場者の募集は終了しておりますが、状況によっては
飛び入り参加可能の場合がありますので、参加を希望される方は事務局
までお問い合わせ下さい。また併せて本部にて運営をお手伝いしていた
だける方を募集しております。お手伝いいただける方は事務局まで。

第3回アルファパートナーズカップ

とき：5/14 9:00∼16:00
ところ：西武台千葉高等学校 AM第1体育館→PM第2体育館
2016年度のパートナーズカッププロジェクト会議を3/20バネにて行い
ます。会員の交流戦、懇親会を昨年以上に盛り上げるよう楽しい企画を
練って､皆さんのお越しをお待ちします。
※運営スタッフに参加していただける方を募集しております。企画段階
から参加したい､当日のみお手伝いしたい､当日は参加できないけど準備
だけなら手伝える。事務局までご連絡下さい。

春の大会予定■
中学：全日本中学生大会 3/19-22 宮崎県宮崎市

高校：全国高校選抜大会 3/23-28 山形県鶴岡市

★日本ランキングサーキット大会★
5/21-25 埼玉県さいたま市桜区体育館

OB、OGが出場します。

アルファアクラブのおすすめ■
毎週水曜日16:00～18:00、関宿総合

体育館にて幼児～高校生が一緒に練習し
ています。
幼児、小学生はバドミントン競技を通

じてコミュニケーション力を養う体験を
重視しております。ただいま定員に達し
ておりますので、次回募集は2016年3月
中旬からとなります。
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、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

講師の佐々木先生 笑いを交えた講演会

終了後の記念撮影

http://www.alphabanet.com

