
事務局より

毎週アルファクラブで楽しんでいます。こうすれば子ども達喜ぶかもしれ

ないとその日のメニューを考え、子ども達から予想以上の反応が返ってくる。

こんなことを毎週繰り返しています。でも、「そんなことやっていたら試合に

勝てないぞ」、なんて声が聞こえてきそうです。子ども達の真の「おもしろい」

は、そこに夢やチャレンジが含まれるかです。毎回ただ遊ぶのではなく、小

さなチャレンジを隠し球（だま）にしています。今年のアルファの活動は「安

・楽・小」をテーマとしました。より安心で安らかに、楽しく楽に、そして

規模は小さく無理をせず、です。拡大、成長を追うことから一旦離れ、今年

は落ち着いて小さく充実した活動を送りたいと思います。しかし子ども達は

これでは物足りないでしょうね。アルファの活動は安楽小でいきますが、子

ども達に対しては、たまには手が届かないところに大きな羽をぶら下げて、「届

かない」ことに地団駄踏ませようと思います。

代表理事兼事務局 髙瀬麻美

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 11

「 雨 だ ！ 」 1991年
油彩 F１３０

なんだかよくわからない。しかしじっと見ているといろいろ見え
てきます。
右の人物はジョーロで傘に水をかけ、傘の中には子どもがいます。
二人の間にちょこんと犬がおすわりしています。子どもの歓声が聞
こえてくるようです。こんな風にして子どもと遊ぶのは楽しい。特
に子どもとの水遊びは楽しいですね。これから夏本番、水のかけ合
い、やりましょう。

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
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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 高瀬麻美

※名義が変わりました
◆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(2015/10～2016/6)

坂井あかり様（２８期生） 蒔田洋子様 中村直樹様
齋藤（旧姓倉持）幸恵様（15期生） OTOME様
古橋柳一様 清水義哲様（17期生） 松澤義浩様（３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6月号 NO.011 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6月号 NO.011

2016 NO.011
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

う っ と う しい梅雨に入りましたが、蒸し暑い体育館の
中に響く羽を打ち合う音と、選手たちの声がうらはらに
晴れやかで励みになっています。
よく冷やした飲み物をグイグイ飲み干す頬に光る玉の

ような汗が夏の幕開けを伝え、中高共に最高の舞台で
活躍する季節になります。同時に汗と涙で年季が入った
チームのバトンが若い世代に受け継がれるのもこの季節
です。
私たちも彼らの夢いっぱいの顔を見つめながら季節の

移り変わりを楽しませてもらいます。 「暑い」などと言って
いられません。さらに 「熱い」思いで入道雲のようにわき
起こってくる彼らの「情熱」をしっかりキャッチしたいと思い
ます。
私たちはこんな挑戦者たちを応援しています。

Topics ◆定期総会 新代表就任挨拶

◆アルファカップ
◆アルファパートナーズカップ

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.11

Information 入会のご案内
Schedule イベントのご案内

関東高校県予選会 男女優勝 4/30県総合体育館



会場となった小真木体育館 「海坂（うなさか）」を見に行く

記念撮影（終了後）デザート作り

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6月号 NO.011

Topics

定時総会ご報告

内容■
5/28に第4回定時総会が開催されました。平成27年度の活動報告、会計報

告、並びに平成28年度の活動計画、活動予算が可決されました。会計報告を

同封しておりますのでご覧下さい。

新年度の活動テーマは、安・楽・小です。より安全で安らかに、楽しく楽に、

そして規模は小さく無理しない、です。今期もみなさまとともに楽しく過ご

してまいりたいと思います。

新代表挨拶■
５月２８日開催の定時総会におきまして新代表理事に、髙瀬麻美が選任さ

れ、6月1日に就任いたしました。

皆様のお陰をもちまして当団体は５期目を迎えることができました。これ

からも新代表のもとで新たなステージへ歩を進めてまいりたいと存じます。

今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

アルファカップ2016

報告［2016年度競技力育成事業］

概要■
□日程：3/21（土）

□会場：西武台千葉高校第1体育館

□参加者：115名（関東地区中学生、高校生）

□スタッフ：理事1名、会員4名､その他1名

概要・報告■
参加24チーム、1コート3チーム、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9:30から17:20まで5対戦行いました。この大会は

参加チームにとって新年度に向けてのチーム作りに位置づけられており、

次年度も継続参加を希望する声が多い。

アルファパートナーズカップ2016

報告【2016年度交流事業・競技力育成事業】

概要■
□日程：5/14（土）

□会場：西武台千葉高校第1・2体育館

内容■
選手、会員の他、OB.OGの皆さんや一般参加の大学生が加わり前半カ

ップの部は70名ほどでダブルス、シングルスともに熱戦が繰り広げられ

ました。

後半はキャビン西田さん司会による抽選会からスタートしました。今

年は昨年より一点豪華主義とし商品数を減らしましたが、松沢さん（3期

生）、滝本さん（協力会員）を初めとする多くの方から商品の差し入れが

あり、参加者の皆さんが商品をゲットできる楽しい抽選会となりました。

懇親会では新企画として、野澤理事、松沢さん、佐藤さん（旧姓大森さ

ん4期生）、志田さん（協力会員）運営によるシャトル当てゲーム大会で

盛り上がりました。各テーブルでは中高生が中心となって手作りクレー

プが振るまわれました。クレープ作りは自宅で何度か練習した賜です。

ゲームあり、歌あり、涙ありで夜遅くまで賑わいました。

来年も同じ時期の開催となります。会員の皆さん、OB.OGの皆さんの

参加をお待ちしております。

※2月頃からOB.OGによるプロジェクトチームを立ち上げ準備始めます。

準備、運営からお手伝いしていただける方を募集しておりますので、お手伝

いただける方は事務局までご連絡下さい。

Result

平成27年度第16回全日本中学生バドミントン選手権大会

日程：3/20－22
会場：宮崎県宮崎市 宮崎市総合体育館
成績：第5位
予選リーグ 千葉4-1大阪 千葉3-2山口
決勝トーナメント 千葉3-1愛知 千葉0-3埼玉

出場：男子 塩澤慶郁、滝本千裕、髙藤春希
女子 栗原あかり、栗原琉夏

平成27年度第44回全国高等学校選抜バドミントン大会

日程：3/24－28
会場：山形県鶴岡市小真木原総合体育館ほか
成績：
男子 学校対抗戦 1回戦 旭川実業 0-3敗退

個人戦 シングルス 相澤① 2回戦
女子 学校対抗戦 第5位

1回戦 対 四天王寺(大阪府）3-2 5時間に及ぶ大接戦で勝
2回戦 対 勝山高校(福井県）3-0 圧勝
3回戦 対 九州交際大付属(福岡県）2-3 惜敗

受付でお世話になったスタッフ 情報の交換

終了直後の集合写真

シャトルを当てて商品をゲットアルファオブザイヤー

記念撮影（終了後）懇親会

平成28年度第43回千葉県中学校バドミントン選手権大会

日程：5/3－4
会場：浦安市総合体育館
成績：
男子 団体戦 優勝

個人戦 ダブルス 塩澤③・滝本③ 優勝
髙藤②・林 ② 第3位

シングルス 八重樫② 第3位
女子 団体戦 第3位

個人戦 シングルス 栗原あ③ 優勝 栗原る② 準優勝
花輪③ 第3位

平成28年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会

日程：4/29－30
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
女子 学校対抗戦 優勝
※男子 2年ぶり13回目・関東大会28年連続出場
女子 18年連続19回目・関東大会25年連続出場

平成28年度関東高等学校バドミントン大会

日程：6/3－5
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 2回戦
女子 学校対抗戦 準優勝

平成28年度第69回千葉県高等学校総合体育大会バドミントン競技

インターハイ千葉県予選会

日程：6/17－19
会場：県総合運動公園体育館・JFE体育館ほか
成績：
男子 学校対抗戦 優勝

個人対抗戦 ダブルス 優勝 伊藤③・相澤②
準優勝 関口③・塩澤③

シングルス優勝 相澤② 準優勝 伊藤③
女子 学校対抗戦 優勝

個人対抗戦 ダブルス 優勝 有川③・小沼③
準優勝 淀② ・佐藤②
第3位 岡部③・山田②
第5位 淀①・山田①

シングルス優勝 岡部③ 準優勝 有川③
第3位 小沼③
第5位 山田② 佐藤② 對馬①

※男子 2年ぶり15回目 女子 8年連続18回目

Schdule
第30回夏季信州強化合宿

とき：7/19－22
ところ：長野県上田市別所温泉
1987年に始まり、30年間、信州長野県上田市別所温泉、斎藤旅館を舞台
にそれぞれの代、それぞれの選手たちが、練習に励み、地元との交流を
深めたり、走ったり、登ったりバーベキューをやってきました。
どの代の選手にも同じように苦しさや困難を経験して、同じような達成
感、喜びそして想い出を作ってほしいと願い、池田輝さんはじめご家族
の皆さまに支え続けていただいてきました。
今夏も以下の日程で合宿を開催いたします。
OB、OGの皆様、関係の皆様是非信州まで遊びに来てください。
19日 上田市武石体育館
20日 上田市市民の森体育館
21日 恒例 夫神岳登山 バーベキュー（まるベリーキャンプ場）
22日 上田市武石体育館

皆様のお越しをお待ちしております！

第4回アルファキャンプ

とき：7/30 9:00∼16:00
ところ：西武台千葉高等学校 第2体育館
テーマ：「シングルスのフットワーク」
※参加者の募集は締め切りました。

夏の大会予定■
中学：県総体 7/28-29 船橋市運動公園

関東大会 8/8-10 さいたま市記念体育館
全国大会 8/17-20 石川県金沢市

高校：全国高校総体 8/6-12 岡山県岡山市
全日本ジュニア県予選会 8/15-16 県総合SCほか

国体千葉県代表選手■
少年男子 監督:稲田 選手:伊藤・相澤・若月（千葉敬愛）

少年女子 監督:髙瀬 選手:有川・岡部・小沼

※男子は関東ブロック2位までが本戦、女子はストレート出場

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
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。

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6月号 NO.011

準優勝の女子チーム

男子 1回戦 宇都宮北高戦

女子チーム 男子チーム

丸子から浅間山を望む 上田市武石体育館

野口さん差し入れの『勝負ゼリー』 左：中村 中：伊藤 右：3冠の相澤

http://www.alphabanet.com

