
事務局より

アルファのイメージキャラクターイラスト作りました。2018年生まれの正

真正銘雑種犬、ブランがモデルです。ブランとはフランス語で白を意味しま

す。産まれたときは耳と目の当たりがブラウンで全身真っ白でしたが、徐々

に黄色の点々が浮き上がってきて、微妙な

白犬になりました。今後アルファのイメージ

キャラとして活躍していく予定です。よろし

くお願いします。4月よりご寄付いただいた方

にブランイラストマグボトルをお送りしており

ます。どうぞお使い下さい。お届けするのは

キャップは白になります。軽量300mlサイズ。

イラスト印刷の関係上白色ボトル限定となりま

す。

＊寄附は5000円以上の方に限らせていただい

ております。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 19

「浅間山」F6号 1982年

強い。色が強い。気が強い。倉庫に埋蔵する小作品を一枚ずつ整理

する最中、ひときわ印象に残った作品。絵の具を混ぜずにキャンバ

スに乗せる。原色を重ねることでキャンバス上で色に深みと強さを

与える。おそらくこの作品は現場で描き上げたと思われる。躊躇す

ることなく潔く色を置いただろう、作者の気概が感じられる。

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

◆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(2019/４～2019/6)
中村直樹様、OTOME様、斉藤幸恵様、蒔田洋子様、田中和弘様（3期生）
川鍋一郎様・川鍋愛子様、野沢浩一様（理事・4期生）、斉藤涼子様（8期生）
川鍋真弓（9期生）お母様、岡戸陽子様（14期生）、島田和江様、山本理香様
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

https://alphabanet.com/npo/
facebook もご覧ください
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2019 NO.019
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.https://alphabanet.com/npo/

次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

先日雨上がりに大きな虹を見ました。あまりにも見事
なものだからしばし見入っていました。気がつ く と辺りの
人たちも見上げています。なぜかか見たくなるのですね。
そしてなぜか得した気持ちになり、誰かに話したくもなる
のです。
スポーツ、ことに高校生スポーツもなぜか見たくなるの

です。そして気がつ く と感動や喜び、時には苦悩や辛さ
まで共有しているのです。
私たちのNPO法人はこの気持ちを大切にし、サポータ

ーとして彼らの演じる舞台を盛り上げたい と思 っていま
す。一緒に楽しみませんか？青春を。

Topics 活動報告

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2019

◆アルファクラブ・サタデークラブ

◆定期総会

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.19

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

ハイブリッドスターライスプロジェクト2019 田植え 5/6 松伏町金杉
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高1 初めての本格的な田植え 高3 お昼休み

放課後アソビ場ドミントン

陸上部長距離選手に挟まれて 田植え完了直後

練習メニューカード

Topics

ハイブリッドスターライスプロジェクト201９－田植え編－

報告［2019年度イベント事業］

概要■
□日程：5/6（祝）

□参加者：118名

内容■
3年目の米づくりです。今年度の継続が危ぶまれましたが、協力体制整い

例年同様の活動を行うことができました。GW最終日に松伏の田に多くの人

が集いました。今年はバドミントン部、陸上部の保護者参加が増えただけで

なく、お子さん連れの卒業生や友人の皆さん、研修で来日中のフランス人も

参加され、米づくり活動は地味に定着しつつあります。恒例となりましたカ

レー250食分完食でした。

今年度の米づくり活動は資金不足により、4月に米づくりファンディング

（目標金額20万円）を立ち上げました。多くの方にご協力いただき6月末日

までに139000円集まりました。引き続きご協力のほどよろしくお願いしま

す。

アルファクラブ2019

報告［2019年度競技力向上事業］

内容■
4/10日に2019年度アルファクラブがスタートしました。今年度から第4.5水

曜は休講とし、年間29回シリーズで行います。（うち4回は放課後アソビ場ドミン

トン）

現在定員となっております。入会待ちの小学生は放課後アソビ場ドミントンへの

参加を勧めています。

放課後アソビ場ドミントン2019春

報告［子どもゆめ基金助成事業］

内容■
5/15日、22日の2回シリーズで行いました。

小学生延べ64名が参加しました。レッスン内容をより伝えやすくする為に、ブラ

ンイラストを添えた練習メニューカードを配布しました。ブランの実物に会いた

いと、イラストカードは小学生に好評でした。

指導者岡部さん（左）とスタッフ

栗原・杉山ペア

男子シングルス優勝 石塚選手

（中体連サイトより）

女子シングルス 優勝 岡本選手

（中体連サイトより）

野田市オープンサタデークラブ 野田市川間公民館主催事業協同

報告［2019年度イベント事業］

概要■
バドミントン部員が地域活動に積極的

に参加しています。昨年度に引き続き

今年度も野田市オープンサタデークラ

ブ川間小会場に参加しているほか、

6/23には野田市川間公民館主催「子ど

もオリンピック・パラリンピック体験

活動」をサポートしました。

昨年度2月にはサタデークラブバドミン

トンフェスタ（合同練習会）に高校生

女子部員がスタッフとして参加し、会を盛り上げました。子ども時代に多く

の体験を積み上げることが生きる力につながります。私たちはこれらの活動

を通して、小学生達だけでなく、サポーターとして参加している高校生にも

多くの体験を積んでもらいたく、地域活動にも積極的に関わっております。

今年度2月にもバドミントンフェスタをサポートする予定です。

2019年度定期総会

2019年4月28日(土) 於：クラブハウスバネ

報告■
定期総会(4/28)において2018年度の活動報告、会計報告、2019年度の活

動計画、予算は全て承認されました。2018年度活動報告と会計報告はホーム

ページに掲載しておりますのでご覧下さい。今号に2018年度会計報告、活動

報告抜粋版を同封しております。

・6/1より新理事に岡安満氏が就任しました。

・定款変更に伴い、6/23臨時総会が開かれました。

Result

平成30年度第47回全国高等学校選抜バドミントン大会

日程：3/23－27

会場：茨城県ひたちなか市 総合運動公園体育館ほか

成績：

□女子 学校対抗戦 2回戦

シングルス

栗原② 準優勝

ダブルス

栗原②・杉山② 第3位

□男子 団体戦 2回戦

ダブルス

塩澤②・滝本② 1回戦

2019年度第46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 準優勝 女子団体戦 優勝

男子シングルス 優勝 石塚③ 準優勝 木村②

女子シングルス 優勝 岡本③ 準優勝 竹澤②

女子ダブルス 準優勝 今村②・藤田② 第3位 上村②・鴛海②
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女子 円陣 男子は30回出場表彰

千葉日報6/27

男子 個人ダブルス

女子チーム 成田

2019年度関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会

日程：4/30－5/1

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（21年連続22回目）

□男子 学校対抗戦 準優勝

※男子は30年連続、女子は27年連続関東大会出場を果たした。

2019年度第65回関東高等学校バドミントン大会（高校）

日程：5月31日～6月2日

会場：栃木県宇都宮市 宇都宮市体育館(ブレックスアリーナ宇都宮)

成績

□女子学校対抗 第3位（準決勝で作新学院に惜敗）

□男子学校対抗 ベスト8

2019年度全国高校総体（インターハイ）千葉県予選会

日程：6/11－18

会場：県総合スポーツセンターほか

成績

□ 男子学校対抗 優勝

□男子個人対抗 ダブルス

塩澤③・滝本③ 優勝

坂田③・佐藤③ 準優勝

嶋田③・高藤② 八重樫②・岩西③ 第5位

□男子個人対抗 シングルス

塩澤③ 優勝 滝本③ 準優勝

佐藤③ 嶋田③ 第3位

□女子学校対抗 優勝（11年連続21回目）

□女子個人対抗 ダブルス

栗原③・杉山③ 優勝

栗原②・飛川① 準優勝

□女子個人対抗 シングルス

栗原③ 優勝 栗原② 準優勝

杉山③ 石塚② 第3位

杉山① 第5位

評： 久しぶりの完全制覇だった。男子は学校対抗戦での優勝で勢いに乗り、個人戦

でも上位を独占した。その立役者であった塩澤選手は3冠を果たし注目を集めた。

キャプテン嶋田選手は足の故障に耐えながら健闘した。

女子は1年生のホープ飛川選手が力を発揮し、栗原②選手とのダブルスはすで

に高いレベルまで成長している。女子3冠の栗原あかり選手③は名実ともエース

となりインターハイでの活躍が期待される。

対談撮影風景 森本選手を囲んで

昨年の登頂記念

メディア情報 森本（チヒョリ）選手（元日本ハム）が来た！

「ちば情熱アスリート」

3月の全国選抜で大活躍の栗原あかり選手③の取材で、西武台に元日本

ハムのプロ野球選手、森本稀哲（チヒョリ）が来ました。

インタビューや対談が行われましたが、その中で森本選手とのバドミ

ントンでの栗原姉妹対決も行われ大いに盛り上がりました。

番組は「ちば情熱アスリート 栗原あかり」で検索するとYouTubeで

全編を観ることができます。どうぞお楽しみください。

Schdule
第70回全国高等学校バドミントン選手権大会
とき：7月31日～8月5日 ところ：熊本県･八代市、東陽町、芦北町

出場：男女学校対抗戦 ○数字は学年

男子ダブルス 塩澤③・滝本③ペア 佐藤③・坂田③ペア

同シングルス 塩澤③ 滝本③

女子ダブルス 栗原③・杉山③ペア 栗原②・飛川①ペア

同シングルス 栗原③ 栗原②

中学生 夏の大会情報
葛北大会 7/21 西武台千葉高校第1体育館

県大会 7/26-27 流山キッコーマンアリーナ

関東大会 8/6-8 東京都墨田区

全国大会 8/19-22 兵庫県尼崎市

2019年度 夏季信州強化合宿
とき：8/19-22
ところ：19上田市市民の森 20上田市武石 21青木村キャンプ場 22上田市丸子

【放課後アソビ場ドミントン2019秋】子どもゆめ基金助成活動
とき：10/9 10/16

※9月募集開始

【ハイブリッドスターライスプロジェクト2019 稲刈り編】
※9月上旬を予定しています。

【千葉県最北端アルファゾーンサイクリング2019】
とき：11/3

【ソイタウンバドミントンキャンプ2019】
とき：12/7（土）ところ：関宿総合公園体育館

※10月より募集始めます。

お知らせ

ハイブリッドスターライスプロジェクト 2019■
【クラウドファンディング（御礼）】

今年も「ハイブリッドスターライスプロジェクト」を実施しています！稲刈りは9月

上旬を予定しています。今年度は多くの皆様のクラウドファンディングによって運営

されています。ご協力を頂いた皆様にこの場をお借りいたしまして御礼申し上げます。

目標額まではあとわずかですが。今後ともご理解、ご協力をお願いいたします！

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。 NPOサイト https://alphabanet.com/npo/
西武台千葉バドミントンサイト https://alphabanet.com/seibudaichibabadminton/
Facebook https://www.facebook.com/NPOalpha.bad.net/ →1日の記録
Twitter https://twitter.com/NPOalbadnet →速 報

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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