
事務局より

星野さんのご理解とご協力で無事収穫の日を迎えた米作り。475㎏収穫で

き、ブランド名「羽走（はねばしり）」と命名し，参加された皆さんで仲良く

分けました。「宝物なので、もったいなくて食べられません」との声もありま

したが、来年も作る予定ですから，新米はフレッシュなうちにお召し上がり

下さい。収穫した稲のうち30㎏ほどはくず米として排出されました。米粉に

加工してくれる人を松伏で探しあて行き当たりばったり訪ねたところ、農家

の岡田さんは快く引き受けてくださいました。後日米粉を引き取り製粉代を

支払おうとすると「あんた達はこれで儲けるわけじゃないんだろ？ 人の為

にやっているんだから、ただでいいよ」と、更に「これで良かったらまた来

年もおいで」と言われました。岡田さんから米袋一杯の米粉を受け取り，心

がホワッとしました。この活動はまだ続きます。12/16に野田市レクリエー

ション協会指導の下しめ縄や輪飾りを作ります。バドミントン以外のことも

楽しんじゃおうという私たちの活動、まさに1年の締めくくりです。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 14

「赤いバラ」 作成年1975年 油彩 Ｆ3

絵本作家林明子さんの名作「こんとあき」は鳥取が舞台です。少

女がぬいぐるみと一緒に鳥取の祖母を訪ねるストーリーです。林さ

んの祖父母が鳥取市在住ですから、作者の幼い頃の情景や想いが詰

まっている絵本です。このたび林さんの原画展が鳥取で開かれまし

た。そのポスターには「おかえりなさい」と書かれていました。池

田輝が師と仰ぐ洋画家中川一政（1893－1991）氏の美術館は神奈

川県真鶴と石川県白山市にあります。真鶴は氏のアトリエがあり活

動拠点であったからですが、白山市は中川氏母の出身地で，自身も

たびたび訪れた地です。中川一政は向日葵や薔薇の絵を多く残して

います。今白山の中川一政記念美術館では企画展として薔薇シリー

ズを展示しています。今回は「赤いバラ」の絵をモチーフに、ゆか

りの地で大切にされる両氏に思いを馳せました。

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

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（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）
西武台千葉高校バドミントン部出身者

●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

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(2017/6～2017/10)
川鍋一郎・愛子様（保護者）、中村直樹様（保護者）、林千恵子様
（第5期生）、中山友則様（第8期生）、有限会社ヒット様（野澤浩一
理事 第4期生）橋本凉子様（第8期生）、加藤健生様（第11期生）、
清水義哲様（第17期生）、田中和弘様（第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2017年10月号 NO.014 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2017年10月号 NO.014

2017 NO.014
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

初めてのチャレンジだった「ハイブリッドスターライスプロ
ジェクト 」も思いのほか豊作、すばらしい実りの秋になり
ました。自分の手で刈り取った米は格別な味だと思いま
すが、「みんなで育てた」ことがさらに喜びと幸せな思いを
ふくらませました。
何かとせわしく落ち着かない世の中に、私たち法人の設

立の趣旨である「人と人をつなぎ、青少年を育成する」
ことがほんの僅かな潤いになればいいと思っています。
このたび西武台千葉高等学校バドミントン部が創部

30周年を迎えました。米つ くりのように、豊かな風土に
育まれ、風雨に耐えながら大きく成長し、立派なチーム
になったのです。そして私たちの夢と希望という 「心の栄
養」届けてくれ続けるでしょう。

Topics 活動報告

◆放課後アソビ場ドミントン2017春

◆アルファスクール＆キャンプ

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト稲刈り編

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.14

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

第31回夏季信州合宿夫神岳登山 8合目



最新鋭のコンバイン陸上部お手製のラン太君

バドミントン部のラウンドちゃん大はしゃぎの理事

暑い日でした
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Topics

放課後アソビ場ドミントン2017春

報告［2017年度イベント事業 子どもゆめ基金助成活動］

概要■
□日程：5/17･24（水）

□会場：関宿総合体育館サブアリーナ

□参加者：延べ60名

内容■
アルファクラブ活動を母体とした，高校生と一緒に練習するイベント版です。

アルファクラブ生の他、市内から小学生が集まりました。高校生女子の皆さんが

スタッフを務めるので、小学生にとってはお姉さん達と遊べたり、緊張感を持っ

て思いっきり打てる日です。放課後友達と集う遊び場として、この活動は地域の

子ども達に定着しつつあります。高校生にとっても初心に戻り、競技を純粋に楽

しむ日になっているのかもしれません。

アルファスクール2017

報告【2017年度教育研修事業】

概要■
□日程：7/1（土）15:00～18:00

□会場：西武台千葉高校第1体育館・教室

□参加者：高校生30名

□講師：打林洋一先生・スタッフ1名

□テーマ：『4スタンス理論とバドミントン』

内容■
講義前に各自の体特性を正しく分類したうえで、座学でそれぞれの動きの特

性を学びました。他競技では既に取り入れられている運動理論ですが，バド

ミントン競技での活用はまだ認知度が低く、バドミントンチームで学習会を

開いたのは初めてのことだそうです。理論をつかんだ後いかに実践に生かす

かは指導者や選手の課題です。

アルファキャンプ2017

報告【2017年度競技力向上事業】

概要■
□日程：7/17（日）

□会場：西武台千葉高校第2体育館

□参加者：高校生30名・大学生10名（慶應義塾大学バドミントン部）

内容■
『何（what)を練習するか』から、『どのように(how)練習するか』にこだわ

ることを目的としました。参加した大学生の皆さんは高校時代に本格的に競

技に携わっていた人ばかりではなく、西武台の高校生のように経験年数、練

習量ともに多くありません。その分この機会に学び、考え、多くを吸収しよ

うとする貪欲な姿勢が高校生達の刺激となりました。

お疲れ様でした！

ハイブリッドスターライスプロジェクト2017－稲刈り編－

報告［201７年度イベント事業］

概要・報告■
□日程：9/11（月）

□参加者：65名（西武台千葉高校バドミントン部・陸上部長距離）

文化祭片付けを終え昼過ぎからスタートしました。実り具合、天気、高校

生の都合を調整し、短い晴れ間にタイミング良く稲刈りできました。竹塚理

事（4期生）がコンバインで登場し､一気に賑やかに、畦でカレーライス130

人分を作りながら刈り上げました。収穫した米は457㎏。翌日乾燥、もみす

りを行い､米は「金杉こまち『羽走』（はねばしり）」と命名し、参加者で4㎏

ずつ分け合いました。藁は12月の収穫祭「しめ縄作り」で活用するために､

星野さん倉庫で保管しています。収穫祭（しめ縄、輪飾り作り）に遊びに来

て下さい。

Result

平成29年度全国高校総体（インターハイ）バドミントン大会

千葉県予選会□
日程：6/13－17

会場：流山キッコーマンアリーナ・県総合スポーツセンターほか

成績

男子学校対抗 準優勝

決勝戦、対千葉敬愛高校との接戦で惜敗

男子個人対抗 ダブルス

高大情報交換

圧倒的な強さの相澤
優勝した女子チーム

健闘した女子チーム
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相澤③・中村③ 優勝
男子個人対抗 シングルス

相澤③ 優勝 首藤③ 中村③ ベスト8

女子学校対抗 優勝（9年連続19回目）

女子個人対抗 ダブルス

淀③・佐藤③ 優勝

栗原①・杉山①第3位 山田②・淀②第4位 山田③・古橋③第5位

女子個人対抗 シングルス

栗原① 優勝 山田② 準優勝

山田③ 第3位 佐藤③ 第4位 淀③ 對馬② ベスト8

評： 男子学校対抗戦は残念だったが、今年も最高学年である3年生が健闘した。

中でも男子の相澤は県内では突出した強さを発揮し、他を寄せ付けなかった。

女子の急造ダブルス山田・古橋も善戦した。

全国高校総体 山形インターハイ□
日程：7/28－8/3
会場：山形県鶴岡市･新庄市・尾花沢市
成績：

男子個人対抗 ダブルス

相澤③・中村③ 1回戦 高知学芸 2-0勝

2回戦 鹿児島商業 1-2惜敗

男子個人対抗 シングルス

相澤③ 1回戦 西舞鶴 2-0勝

2回戦 皇學館 2-0勝

3回戦 八代東 0-2敗

女子学校対抗 1回戦 山陽女子 2-3惜敗

女子個人対抗 ダブルス

淀③・佐藤③ 1回戦 諫早商業 0-2敗

女子個人対抗 シングルス

山田② 1回戦 鹿児島女子 2-0勝

2回戦 金沢向陽 0-2敗

栗原① 1回戦 育英 2-0勝

2回戦 英明 2-0勝

3回戦 県岐阜商業 2-0勝

4回戦 富山国際 2-0勝

5回戦 聖ウルスラ 1-2惜敗

評： まず、女子学校対抗の山陽女子戦は5時間近くに及ぶ大激戦だった。1年前に

比べれば相当成長したのがわかった。個人戦1年生の栗原選手は堂々のベスト8

入り、準々決勝も2ゲーム中盤までリードしていたがさすがに暑さと疲労で集中

を欠いてしまい残念だった。

平成29年第71回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会

日程：7/28-29

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 1位 林③・高藤③

個人戦 シングルス 3位 八重樫③

女子 団体戦 第3位

個人戦 シングルス 1位 栗原ﾙ③

詳細：千葉県中体連連バドミントン専門部サイト

平成29年度第48回関東中学校バドミントン大会

日程：8/14-15

会場：神奈川県小田原市 小田原アリーナ

女子 個人戦 シングルス 栗原ﾙ③ 準優勝

平成29年度第47回全国中学校バドミントン大会

日程：8/22-25

会場：佐賀県佐賀市 佐賀県立体育館

女子 個人戦 シングルス 栗原ﾙ③ 第3位

平成29年度第36回全日本ジュニア選手権大会

日程：9/15－18

会場：群馬県前橋市 ALSOKぐんまアリーナ

成績：

ジュニア男子シングルス 塩澤① 2回戦

ジュニア女子シングルス 栗原①3回戦 栗原ﾙ2回戦 山田②2回戦

ジュニア女子ダブルス 山田②・栗原① 初戦敗退

新人シングルス 岡本①4回戦 中川②3回戦

平成29年度第72回「笑顔つなぐ愛媛国体」バドミントン競技会

日程：10/6－9

会場：愛媛県砥部町陶街道

ゆとり公園体育館

出場・成績：

少年男子 相澤③・中村③

1回戦 静岡県 2-0勝

2回戦 鹿児島県1-2惜敗

Schdule
放課後アソビ場ドミントン2017秋（子どもゆめ基金助成活動）
とき：10/18(水)・25（水）
ところ：関宿総合公園体育館サブアリーナ

アルファゾーンサイクリング （子どもゆめ基金助成活動）

とき：11/23(木) 8:30～
コース：江戸川・利根川南コース（予定）

ハイブリッドスターライスプロジェクト収穫祭 （子どもゆめ基金助成活動）

とき：12/16(土) 14：00～
ところ：西武台千葉高校第2体育館 しめ縄・輪飾りを作ります！

第1回ソイタウンバドミントンキャンプ－街場のバドミントン－

とき：12/9(土) 9:00～
ところ：関宿総合体育館

お知らせ

野田市オープンサタデークラブバドミントン講座川間会場■
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。

アルファクラブスタッフ募集■
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。

健闘した栗原選手

戸邊監督と栗原選手（中体連HPより）会場の佐賀県立体育館（中体連HPより）

新庄市体育館から 夏の空 男子チーム

http://www.alphabanet.com
https://www.facebook.com/NPOalpha.bad.net/
https://twitter.com/NPOalbadnet
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