
事務局より

昨年度は大きな初イベントが二つありました。ハイブリッドスターライス

プロジェクトとソイタウンバドミントンキャンプです。今年度はどちらの活

動も2回目として行います。昨年度の体験を経て2年目の今回はいずれもバー

ジョンアップしています。そして既に米作り活動は少し慣れを感じています。

準備、運営がより合理的になったのは良いのですが、米の生育を心配して頻

繁に田に訪れたのは昨年のこと。今年は……。慣れが大きなミスに繋がらな

いよう、常に新鮮な気持ちで向かいたいものです。

□連絡：昨年度まで行われていたアルファキャンプ、アルファスクール、アルファレッスンは

それぞれソイタウンバドミントンキャンプで統合しました。またアルファアカデミーは今年度

は行いません。今後アルファアカデミーは年間予定で組まず、随時開催となります。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 16

｢サーカス」油彩 1969年 P120

アトリエ物置から一旦全ての作品を外に出し写真等で記録を残

す。こうして池田輝作品データーベースを作りたいと思っています。

絵を運び出し記録とるなんて簡単なこと、ではありません。そもそ

も作品がどれだけあるのか、何があるのか、全体像すら見えていま

せん。この作業は1年以上かかることでしょう。作品全体を整理す

ることができれば作家のストーリーが作れると勝手に思っているの

で、早期に実現したいです。この「サーカス」は50年も前の作品で

すが古さを感じさせません。これより前のまだ見ぬ作品を見てみた

いという個人的興味と使命感に突き動かされながら、進まぬ作業に

焦燥する日々です。

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

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(2018/3～2018/6)
及川健一様(理事）、竹塚鋼様(第4期生・理事）、蒔田洋子様、アル
ファクラブスタッフ一同様、岡戸陽子様(第14期生)、中村直樹様、
斉藤幸恵様(旧姓倉持、第15期生）、OTOME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。

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「
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2018 NO.016
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

五月晴れのもと賑やかに田植えを行いました。
稲は梅雨の十分な潤いと、その後の真夏の日差しなど
の天の恵みを存分にもらい大きく成長していくことでしょう。
一方このシーズンには18歳の高校生選手が人生の

小さな曲がり角に出会います。どの道を選んでも新しい
世界が待ち受けています。彼ら彼女らにとっても大きな
成長の季節なのです。
次がどんなシーンでも、その先が全くわからなくても前

に進み続ける若者たちが、危う くもうらやまし く感じるの
もこの季節の風物詩です。
同じスポーツを愛するものとして、この成長期の選手

たちをサポートするのが我々に課せられた使命のように
感じています。
次の 「頂 」をめざし、決して振り向かずに進み続ける

青春にも天の恵みが届きますように。

Topics 活動報告

◆放課後アソビ場バドミントン2018春

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2018

◆2017年度定期総会

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.16

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

放課後アソビ場ドミントン2018春 関宿総合体育館サブアリーナ
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Topics

第6回アルファカップ

報告［2017年度競技力向上事業］

概要■
□日程：3/10（土）

□会場：西武台千葉高校第1体育館

□参加者：関東地区の高校生・大学生・一般 86名

□スタッフ：6名

内容■
強化練習の一環で行っておりますので、参加者一般募集は行っておりません。

一人5試合以上の個人戦形式で行いました。数日前に春が来たで送られた卒

業生の他大学生や社会人の卒業生が飛び入り参加し、現役生と卒業生が交流

し競い合う場になりました。

アルファクラブ2017

報告［2017年度競技力向上事業］

概要■
□日程：水曜16時から18時 年間35回開催

□会場：関宿総合体育館サブアリーナ

□参加者：小学生延べ1133人(スタッフ2～5名/回）

内容■
35回目の最終回で,6人の6年生を送る会を行いました。遊びながら打つだけで

したが,会を卒業する頃にはいつの間にかバドミントンが上達しておりました。メ

ンバーのまとめ役となっていた6年生がごっそり抜け、入れ替わるように4月から

新1年生が入会します。

ハイブリッドスターライスプロジェクト2018 田植編

報告【2018年度イベント事業】

昨年に引き続き星野さんの田んぼをお借りして米作りをしています。

今年の作付面積は昨年の2倍の20アールです。

□播種：４／７(土） １３：００～１５：００

□田植え：５／６(土） ９:００～１５：００

バドミントン部高校生、陸上長距離走部、各部保護者、関係者、総勢100名ほ

どが集まり、青空の下、賑やかに田植えを体験しました。参加者の多くは昨年体

験しているので,泥に入ることに躊躇することなく元気よく泥を投げ合いながら植

えることができました。昨年は白Tシャツで参加した陸上部員でしたが,今年は古

着や黒系のシャツで参加し、臨戦態勢十分でした。畦でカレー150人分作り完食

しました。不足気味でしたので,次回は量を増やします。これから育成管理は星野

さんにお任せです。8月にはまた案山子を作りましょう。9月上旬は田植えです。

□稲刈り：成長とお天気次第で日程確定します。スケジュールご案内は随時フェ

イスブックで行います。今年はしめ縄作りは行いません。各自制作お願いします。

藁が必要な方は稲刈りの際に申し出てください。

放課後アソビ場ドミントン2018春

報告【2018年度イベント事業 子どもゆめ基金助成活動】

概要■
□5/16（水）・5/23（水） 16:00～18：00

□会場：関宿総合公園体育館サブアリーナ

□参加者：40名 スタッフ30名

内容■
各回市内の小学生40名弱が参加し、高校女子バドミントン部員がスタッフとし

て加わり、総勢70名ほどで活動しました。

子ども達にとっては、広い空間で異年齢集団で体を動かして遊ぶ場になってい

ます。その遊びの中にバドミントンの要素が入り,目標やゴールが設定され,チャ

レンジ性のある遊び体験の場となりました。スタッフとして参加した高校生は,子

ども達と触れあうこと,集団のリーダーを務めたりバドミントンを教えることに頭

を悩ませ,工夫し,楽しむことができました。この活動は秋シリーズとして10月に

も行います。9月から参加者募集開始します。

アルファクラブ2018

報告［2018度競技力向上事業］

概要■
□日程：水曜16時から18時

□会場：関宿総合体育館サブアリーナ

内容■
今年度活動を4/11にスタートしました。毎週水曜日、年間35回の活動です。

今年度からスタッフに新たに後藤元気君(30期生）が加わりました。フレンドリ

ーな兄貴の登場に、子ども達は大喜びです。これまで兄姉のお供で来て幼児室か

らガラス越しに活動を見ていた子達が小学生になって入会してきました。期待に

胸膨らませている子ども達に｢今日も楽しかった」と言ってもらう工夫をこちら

も楽しんでいます。1年生の参加者が増えたことから4月から1年生の保護者がサ

ポートに加わり、体育館内一層賑やかになりました。現在定員に達しております

ので、年度内の募集はありません。参加を希望される方は、当活動の姉妹版、10

月に予定しているアソビ場ドミントン2018秋(9月募集）にお申し込み下さい。

2018年度定期総会

2018年5月12日(土) 於：クラブハウスバネ

報告■
5月１２日に理事会、定期総会が行われ、2017年度の活動報告、会計報告

は全て承認されました。引き続き2018年度の活動計画、予算が話し合われま

した。2017年度活動報告、会計報告はホームページに掲載しておりますので

ご覧ください。抜粋版を本号別紙に同封しております。

Result

平成29年度第46回全国高等学校選抜バドミントン大会

日程：3/24－28

会場：愛媛県松山市 愛媛県武道館ほか

成績：

□女子 学校対抗戦 第3位

個人戦 シングルス

栗原① 第5位

ダブルス

山田②・淀②

□男子 団体戦 2回戦

個人戦 シングルス

塩澤①

平成30年度第45回千葉県選手権大会（中学）

日程：5/3－4

会場：浦安市運動公園体育館

成績：

□男子 団体戦 第3位

個人戦 シングルス

中川③ 第2位

□女子 団体戦 優勝

個人戦 シングルス

岡本② 優勝

ダブルス

木下③・飛川③ 第2位

平成30年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会

日程：5/1－2

会場：県総合運動公園体育館ほか

成績：

□女子 学校対抗戦 優勝（20年連続21回目）

□男子 学校対抗戦 準優勝

※男子は29年連続、女子は27年連続関東大会出場を果たした。

平成30年度第64回関東高等学校バドミントン大会（高校）

日程：6月2日～3日

会場：東京都世田谷区駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

成績

□女子学校対抗 第3位

□男子学校対抗 ベスト8

平成29年度全国高校総体（インターハイ）千葉県予選会

日程：6/12－16
会場：県総合スポーツセンターほか
成績

□ 男子学校対抗 準優勝

□男子個人対抗 ダブルス

塩澤②・滝本② 優勝

嶋田②・佐藤② 第3位

萩原③・坂田② 八重樫①・高藤①第5位

□男子個人対抗 シングルス

嶋田② 第3位 塩澤②･萩原③ 第5位

□女子学校対抗 優勝（10年連続20回目）

□女子個人対抗 ダブルス

栗原②・山田③ 優勝

淀③・杉山② 準優勝

□女子個人対抗 シングルス

栗原① 優勝 栗原① 準優勝

山田③ 第3位

黒澤① 酒井③ 對馬③ ベスト8

評： 男子学校対抗戦は残念だったが、男子はたった2名の3年生で奮闘したと思う。

特にキャプテン萩原選手は自身も単復で第5位に入賞し健闘した。一方女子は昨

年に引き続き1年生のホープの活躍もあったが、やはりこちらも3年生のチーム

ワークの良さが光った。

Schdule
第32回信州夏季強化合宿
とき：8/20～8/23
ところ：長野県上田市別所温泉斉藤旅館
登山・BBQキャンプ8/22（予定）

第72回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会

とき：7/26-27
ところ：流山市キッコーマンアリーナ

第69回全国高等学校総合体育大会（インターハイ）バドミントン大会

とき：8/4～9
ところ：静岡県浜松市 浜松アリーナ 浜北総合体育館

お知らせ

ソイタウンバドミントンキャンプ 2018ご案内■
第1回の昨年度は関東各県より200名ほどの方に参加いただきました。今年度は活

動を更に充実させ12/８に行います。バドミントンに触れたい,知りたい,もっと強くな

りたい等それぞれの世代やレベルのニーズに合った各種プログラムを組んでおります。

詳細チラシは9月より配布し,募集は10月より開始します。皆様のご参加をお待ちして

おります。

□活動予定

12／８(土） 関宿総合公園体育館 9:30～16:30 参加費：無料～1000円

・栂野尾悦子さんのレディースダブルスレッスン・アスリート強化練習

・シニアレッスン・ビギナーズ、ジュニアレッスン・指導者講習会

・講演会「途上国におけるバドミントン事情(予定）」

・栂野尾昌一さんと一緒にバドミントンを語ろう（パブリックビュー）

放課後アソビ場ドミントン 2018秋■
10/17.24日(募集9月開始）【子どもゆめ基金助成活動】

募集概要：関宿総合公園体育館、14:00～16:00 市内の2回とも参加できる小学生

参加費100円/回 定員 40名程度

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング 2018■
11月4日(土）(募集10月開始）【子どもゆめ基金助成活動】
募 集 概 要 ： 西 武 台 正 門 8時 集 合 ゴ ー ル 15 : 00 江 戸 川 ・ 利 根 川 コ ー
ス 35㎞ 定 員 40名 程 度 参 加 費 ： 100円

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、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。
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