
事務局より

2013年設立から活動年度7年目に定款変更することとなりました。設立当

初よりバドミントンを通じた青少年の育成につながる活動を行ってきました

が、米作りやサイクリング等に活動の範囲が広がり、今後更に拡大が予想さ

れる為、このほど定款の目的と活動の種類を変更いたしました。設立時に熟

考し広く定義しておけばこのような手間が生じなかったと反省しつつも、定

款変更にせまられるとはそれだけ組織が成長している証拠と捉えております。

「こんなことやりませんか？」と新企画持ち込み大歓迎です。早速、2020年

2月に、OBを運営委員とするバドミントンフェスタ行います。OB,OGの感性

と英知で運営します。卒業生の皆さん、その御家族、関係者、アルファファ

ンの皆さん、多くの方が集い遊べるイベントになりそうですよ。お楽しみに。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 20

「飛翔Ⅱ」F120号 1995年

池田輝の記録を作成している。作品だけでなく、手帳、手紙、写

真、メモ等を広げ、読み返し、まずは生涯の全貌を概観しようと思

う。こうしてわかったのは輝は記録魔だったということ。口べたで

多くを語らなかったのだが、それを補うにあまりあるメモが残って

いる。今となっては享受することのできない作品の意図や制作の狙

いが少しずつ紐解かれている。わかれば一層おもしろい。この作品

｢飛翔Ⅱ」もその一つ。

【作成時記録より抜粋】

「この絵の制作は地塗りの下地の否定を何回か繰り返して充実を図った｡色を

否定する場合はホワイト（シルバー）が大量に必要になる｡下の色が乾いてから

乗せ、そして何層もの色が重ねられ、その色の性格を失うことを繰り返している

うちに、ホワイトが張り出す強烈なメリハリを生む。置いた色にとらわれず、ど

んどんその時の感情で思い切って塗り替えながら仕上げていった作品である。

この絵は小林邦二大先輩に褒められた｡細部にとらわれず人物と馬の関係を主

題に描き込んだ強さがすばらしい、と言って喜んでくれた。（池田輝）」

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

◆楽天銀行 第一営業支店 普通預金

口座番号 ７２８７４９３
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

◆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(2019/7～2019/10)

Y.S(1期生）様、中山友則様(8期生）、有限会社松伏清掃事業様、中村直樹様、

有限会社ヒット様、相川そのみ様

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://www.alphabanet.com/npo/ 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2019年10月号 NO.020

2019 NO.020
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

夕暮れ時にぶらり歩くとキンモクセイの香りがする。近くに
木があるのだろうが見当たらない。「謙虚」や「謙遜」が花言
葉だそうです。
大型台風の連続で思いもよらない被害を受けた方々も

少なくないと思います。その度に「大丈夫ですか？」というメ
ッセージを受け取り、互いの無事と久しぶりのつながりに心
から励まされました。
SNSでのつながりは何か物足りないという反面このよう

に、姿は見えないが『心』が通じる時もあります。まるでキン
モクセイの香りのようですね。
私たちのNPO法人はこの『心』を大切にし、サポーターとして

若者たちの演じる舞台を支え続けたいと思っています。一緒に
楽しみませんか？

Topics 活動報告

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2019

◆放課後アソビ場ドミントン ・ 定 款 変 更

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.20

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

天高く馬肥ゆる秋 ハイブリッドスターライスプロジェクト2019 稲刈り編 9/10 松伏町金杉

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2019年10月号 NO.020



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2019年10月号 NO.020

案山子作り 陸上部長距離の皆さん

稲刈り 初めてのコンバイン体験 政所選手

Topics

ハイブリッドスターライスプロジェクト2019－収穫編－

報告［2019年度イベント事業］

概要■
□日程：稲刈り9/10 （火）

□参加者：のべ118名

内容■
5/6田植え、9/10 稲刈り、その後収穫した米を配布を終え、今年の米作り

は全て終了しました。昨年度を90㎏上回り834㎏収穫と豊作でした。これは

星野守さんを始め、星野清さんと関係者の皆さん、そして陸上部の頑丈な案

山子のおかげです。「お米おいしかった！」と各地からお褒めの言葉が届いて

おります。なお今年の米配布は、参加された皆さんとクラウドファンディン

グ等を通じ寄附いただいた皆さんに限らせていただきました。来年度も引き

続き米作りを予定しております。

【クラウドファンディング】

目標金額20万円で4月にスタートした米作りクラウドファンディング。お

陰様をもちまして皆様から総額197，000円ご寄付いただきました。この場

を借りてごお礼申し上げます。

放課後アソビ場ドミントン2019秋

報告［子どもゆめ基金助成事業］

内容■
□日程 10/9・10/16

□参加者（小学生）延べ67名

□スタッフ（高校生、理事）延べ30名

参加者もスタッフも、アソビ場ドミントンのスタイルに慣れ、スタートから小

学生と高校生が和気あいあいと戯れました。小学生の技量が上がり、回を重

ねる毎に、遊びと技術指導のバランスに工夫が求められるようになって

います。スタッフを務める高校生からは、「次はこんな練習を入れてみよ

う」、「こんな言葉をかけてみよう」と次回への意気込みの声が上がって

います。

定款変更

報告■
この度定款を変更いたしましたのでご報告申し上げます。。

定款変更認証日 2019年8月8日

変更箇所：第3条（目的） 、第4条（特定非営利活動の種類）、第9条（会員

資格の喪失）

１．バドミントンに関する活動に限定していた目的と活動の種類を、社会教

育の推進、青少年育成活動に幅広く対応するよう、目的と活動の種類を変更

しました。

２．会員資格の喪失につき、会費納入期限を明文化しました。

＊変更内容全文はホームページをご覧下さい。

Result

令和元年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

高松宮記念杯 第70回全国高等学校バドミントン選手権大会

インターハイ

日程：7/31～8/4

会場：熊本県八代市 八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館）

八代市東陽スポーツセンター・芦北町民総合センター

八代白百合学園高等学校 体育館

成績：

□女子 学校対抗戦 第3位

2回戦 3-1 園田学園 （兵庫県）

3回戦 3-1 とわの森 （南北海道）

4回戦 3-1 聖ウルスラ（宮城県）

5回戦 0-3 ふたば未来（福島県）

個人戦 シングルス

栗原あかり③ 第5位

栗原琉夏② 第5位

ダブルス

栗原あかり③・杉山未来③ 第3位

□男子 学校対抗戦

2回戦 3-1 暁 （三重県）

3回戦 0-3 新田 （愛媛県）

個人戦 ダブルス

塩澤慶郁③・滝本千裕③ 2回戦

佐藤一真③・坂田蓮③ 2回戦

個人戦 シングルス

塩澤慶郁③ 1回戦

滝本千裕③ 1回戦

【評】 70回の記念大会に男女そろって全種目出場できたことが最も嬉

しかった。一方で熊本県まで全員行くとなると旅費だけでも莫大な額に

なり、その工面も一苦労だった。

大阪からフェリーで九州に入り、数年前の地震の爪痕を左右に見なが

ら陸路を熊本まで向かった。大会会場は八代とそこから40K ほど離れた

芦北町で行わた。宿舎は芦北の老舗旅館だったが、会場との間を保護者

の皆さんがレンタカーを借りて毎日往復や買い出し、洗濯の手伝いまで

協力を頂いた。

男子は観客席もままならない狭い会場で、応援の皆さんも含め窮屈な

放課後アソビ場ドミントン

不知火の海と天草 芦北城址より望む 女子学校対抗戦 第3位 表彰式後

毎日だったが、それぞれ粘り、3年生の意地を発揮したようだ。ここ最近

インターネットによるライブ中継が行われているので進行状況や対戦相

手の取り組みを手元で観ることができるのがよかった。

女子の会場は八代白百合学園の真新しい体育館が多く、ここも手狭で

少々窮屈だったが、例年通りの合い言葉「その会場で一番遅くまでバド

ミントンをしよう！」は今夏もできた。その甲斐あって学校対抗戦二日

目までコマが進み、宮城県の強豪校聖ウルスラ学園にも勝つことができ

初めての学校対抗第3位に入ることができた。

その中で栗原あかり選手③と杉山未来選手③のダブルス、青森山田戦

が会場一遅い試合、そして長いラリーを制してこれも3位に入賞できた。

栗原選手はチームファーストの精神で自身のシングルスのタイトルを延

ばすことができなかったが、背中に「西武台」のユニフォームで孤軍奮

闘し、その後の世界ジュニア出場の推薦を獲得するに至った。

インターハイの期間は夏祭りのように賑やかで躍動的でドラマチック

なものだ。思い起こすと不知火の透き通る青と緑を背景に選手たちの光

る汗とたくましい表情、保護者の皆さんの笑顔が目に浮かぶ。

今回も皆様のサポートを頂戴し無事参加が叶った。この場を借りて感

謝申し上げます。

令和元年度 第73回千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会（中学）

日程：7/26－28

会場：流山市 キッコーマンアリーナ

成績：

□男子 団体戦 第2位

個人戦 シングルス 石塚③ 第3位 木村② 第4位

□女子 団体戦 第1位

個人戦 シングルス 岡本③ 優勝 竹澤② 第2位

ダブルス 今村②・藤田② 第2位

令和元年度 第50回関東中学校バドミントン大会

日程：8/6－8

会場：東京都墨田区 墨田区総合体育館

成績：

□女子 団体戦 準優勝

□女子 個人シングルス 準優勝 岡本③ 第5位 竹澤②

ダブルス 第5位 今村②・藤田②

令和元年度 第49回全国中学校バドミントン大会

日程：8/19～22

会場：兵庫県尼崎市 ベイコム体育館

成績：女子団体戦 第2回戦

個人シングルス 3回戦 岡本③ 2回戦 竹澤②

ダブルス 2回戦 今村②・藤田②

令和元年度 第38回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

日程：9/20～23

会場：新潟県･新潟市 東スポーツセンターほか

成績：男子 ダブルス 八重樫②・中川① 1回戦

シングルス 高藤② 1回戦

女子 ダブルス 栗原②・飛川① 1回戦

シングルス 栗原② ベスト8

令和元年度 第74回国民体育大会バドミントン競技会

日程：9/29～10/2

会場：茨城県石岡市 総合体育館

成績：千葉県少年女子

選手 杉山未来③・栗原琉夏①・岡本萌奈美(中③) 第5位

千葉県少年男子

選手 塩澤慶郁③・滝本千裕③・佐藤一真③ 1回戦

世界ジュニア日本代表チーム 前列中央右が栗原選手

世界ジュニアバドミントン選手権大会

ロシア・カザン市

日程：9/30～10/13

会場：ロシア・カザン市

参加：栗原あかり③

成績：団体（国別対抗戦）第3位 シングルスで出場

個人シングルス 第5位

Schdule
令和元年度 千葉県新人大会

【中学校】第45回千葉県中学校バドミントン新人大会
とき：12月7日（土）、8日（日）
ところ：印西市松山下公園総合体育館
上位入賞者から関東オープン大会の選手が選考されます。
【高等学校】千葉県高等学校新人バドミントン大会
とき：11月8日（金）・12日（火）・15日（金）・16日（土）
ところ：成田市中台運動公園体育館ほか
上位2位までが関東選抜大会（12/24～成田市中台運動公園体育館）に出場できます。

第18回日本バドミントンジュニアグランプリ2018

とき：12/6-8
ところ：栃木県宇都宮市清原体育館

全日本総合選手権大会

参加選手：女子ダブルス 栗原あかり③・杉山未来③

11月25日～2019年12月 1日 東京都･世田谷区 駒沢オリンピック公園体育館

お知らせ

ソイタウンバドミントンキャンプ 2019ご案内■

公益法人ヨネックススポーツ振興財団の助成を受けて実施します。

日程：12/7(土) 9:30～16:30(受付8:45～）

会場：関宿総合公園体育館

3回目の開催となります。毎年好評の栂野尾悦子さんのレディースバドミントンレ

ッスンや西武台ノック練習を体験するハイレベルバドミントンレッスン等を初めとし

た講座等の他、白井巧氏による「国際貢献としてのバドミントン」の講演会を開催し

ます。実技講習では､高校生のサポートが付きます。昨年度参加された方からは、よ

り精度の高いラリーやノック練習できると好評です。会員の皆さんもこの機会にお気

軽に参加して下さい。

千葉県最北端アルファゾーンサイクリング 2019■
子どもゆめ基金助成活動

11月23日(土）
募集概要：西武台正門8時集合 ゴール15:00 江戸川・運河・利根川コース35㎞
定員： 40名程度 参加費：100円

OB,OG フレンドシップバドミントンフェスタ（仮称）■
2020年2月22日(土） 西武台千葉高等学校体育館
概要：西武台千葉高校バドミントン部OB,OGと現役選手との交流大会です

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。 https://alphabanet.com/npo/
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。

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2019年10月号 NO.020
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