
事務局より

田舎者の私たちは個対個の対峙では力を発揮できませんが、共通の敵に皆

で力合わせて立ち向かう｢エイ、エイ、オー！」の取り組みは得意とするとこ

ろです。新型コロナウイルスは国を超え、人類が共通の敵に立ち向かう状況

ですね。この難局を皆で力を合わせ乗り越えなければなりませんね。社会が

正常に戻ればやりたいことがたくさんあります。まずはOB・OG会。そして

サイクリング。みんなで温泉旅行なんてのもいいですね。近いところではカ

ラオケかな。もっと簡易にいくなら、うちでカレーパーティーなんてどうで

すか。

みんなで集まれる、食事が出来る、当たり前の日常の大切さを噛みしめて

いる今日この頃です。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 21

「扉」（アルル裏街の民家の門）F0号 1985年

南仏アルル路上で描いた。長いことこの扉を描き、我慢できずこの

近くで立ち小便をした。すると誰もいないと思っていた建物の2階

の窓が開き、太い腕に入れ墨をした屈強な男が顔を出した。イーゼ

ルを慌ててたたみ、逃げ出した。というエピソードを持つ絵である。

今にも朽ち果てそうな、さりとて頑丈な作りの木製グリーンの扉。

こんな扉を持つ建物を作りたい。そこに住みたい。強く願い続けれ

ば叶う。念じ続けよう。額とセットにすることで、絵の存在感が増

すので、今回は額付き画像となる。

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

◆楽天銀行 第一営業支店
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(2019/10～2020/3)

林千恵子(5期生 旧姓飯塚）

その他ソイタウンバドミントンキャンプに広告協賛でご協力いただいた方々

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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2020 NO.021
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

どこでどんなピンチが待っているかわからない。これが世の
中だし、これがまさに人生です。
新型コロナウイルスの猛威は私たちの生活を大きく揺さ

ぶり続けています。
このようなピンチに遭ってあらためて自分やヒトの無力さ

非力さを痛感するものです。
しかし、ピンチはチャンスに変わります。他者とのつなが

り、やさしさ、思いやり･･･、これらを胸の奥に感じる時、悲
しみはよろこびや楽しみに、苦しみや弱さは逞しさとおおら
かさに姿を変えてくれます。
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。
Topics 活動報告

◆ソイタウンバドミントンキャンプ 2019

◆アルファクラブ

Result 大会報告

Artful 池田輝作品集NO.21

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

新春恒例 三郷－柴又ラン 現役選手・OB、OG選手とスタート前 2020/1/3
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ハイレベルダブルス 講師岡安満さんの指導

毎年最も人気の栂野尾悦子さんによるレディースレッスン

Topics

ソイタウンバドミントンキャンプ2019

報告［2019年度イベント事業］

概要■
□期日：12月7日（土）

□会場：野田市関宿総合公園体育館

□参加者：のべ168名

スタッフ：20名（ワークショップ講師・指導者及び運営スタッフ）

25名（サポートの高校生）

内容■
各レッスン（レディースダブルスレッスン、ジュニアレッスン、アスリー

ト強化レッスン、途上国支援活動講演会）毎に参加者の課題に応じた独自の

メニューを展開し、それぞれに充実した活動が行われた。年齢やレベルに応

じた技術や戦術指導により､地域の競技力向上に寄与できたものと評価でき

る。さらに、参加者同士の交流やスタッフとして参加した西武台千葉高校バ

ドミントン部員との交流を深めることができ、青少年の体験活動としても評

価できる。

アスリート強化レッスンは、西武台千葉高校の練習が体験できると好評で

ある。全国大会と日程が重なり、予定していた講師変更余儀なくされた。不

測の事態であったが、ビースタイル岡安満氏他のサポートで予定していたプ

ログラムを提供することができた。

参加申し込みを先着受付とした。アスリート強化レッスンやジュニアレッ

スンは10月1日受け付け開始から1週間ほどで定員となった。募集終了後も参

加希望が相次いだ。3年連続講師を務める栂野尾悦子氏の指導を心待ちにす

るリピーターが多いことや、昨年度に引き続き行われた白井巧氏による途上

国支援に関する講演会への関心の高まりから伺えるように、各レッスンや講

演会を一過性のイベントとして行うのではなく、講師やテーマに連続性、継

続性を持たせ、レッスン内容等を発展、充実させていくことが肝要である。

参加賞として団体が収穫した米の他、以前より交流のある団体から譲り受

けたサンタクロースの衣装を配布し好評であった。2020年度は2月頃の開催

を予定している。

サンタコスチュームでの受付スタッフのみなさん

こんなに集まります！ 初めてラケットに羽があたる

ソイタウンバドミントンキャンプ2019 【収支報告 】

アルファクラブ

報告［競技力向上事業］

内容■
□日程 毎週水曜日 （第4水曜日は休み）

□参加者（小学生）26名

□スタッフ 2～4名（理事・ボランティア）

これはバドミントンの子ども食堂版である。

当活動はNPOを立ち上げた直後にスタートし丸７年が経過する。当初参加者

はたった一人の幼児だった。その後窓越しに活動を見ていた小学生が、一緒

にバドミントンやりたいと入ってきた。徐々に参加者が増え、今は30人程度

を定員に、年間35回活動している。スポーツが得意な子もそうでない子も、

学校や学年の枠を超え一緒に放課後遊ぶ場になっている。ここでは何かを教

える指導者はいらない。大人として何をするか。それは子どものリーダー役

になること。時には子どもの一人になることも。自分が子どもの頃、中学生

から小学生がひとかたまりになって遊んだ｡今私はあの時の大きなお姉さん役

を務めている。だれか他にも大きなお姉さん、お兄さん、やってみたい人は

水曜夕方、関宿体育館に来たれ！
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完全制覇の女子チーム 無観客試合の敬愛学園体育館
男子シングルス

■アルファゾーンサイクリング2019

雨天により中止

菜の花と桜が共演する時期、2020年の春休みに実行するプラン作成中。

■ハイブリッドスターライスプロジェクト2020

米づくりでお世話になった星野守さんが2019年11月23日にご逝去さ

れました。お悔やみ申し上げます。星野さんのご協力でなしえた米づく

りですが、2020年度も星野さん地縁、血縁の方々にご協力をいただきこ

れまで同様に継続することが決定しました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

■OB＆OG全員集合！

【西武台千葉高校バドミントン部 ホームカミングデー】

２月２２日に開催を予定しておりました、OBOG会の中止につきまし
ては、新コロナウィルスが蔓延していることから、拡散ルートが解明さ
れておらず、有効な治療も開発されていないことから中止という運びと
なりました。
楽しみにされていた方もたくさんいらっしゃったと思いますが、ご家

族の健康を優先に考えた結果、このような判断をさせていただいたこと
をご了承ください。
今回、中止という残念な結果となりましたが、OBOG会開催に向け、

準備を重ねる中、多くの事を得ることができました。
その中で、クリアしなければいけない問題点も見つけることができま

した。今まで、西武台千葉高校バドミントン部OBOG会という組織が確
立されていない中、今から、組織づくりに取り込むには、いくつかのハ
ードルを越えていかなければなりません。このハードルを越える為にも、
OBOG皆様のお知恵を是非、お貸しいただきたい。こんな風にしたら人
が集まりますよ。とか、こうしたら盛り上がるんじゃないですか。等々
皆様のアイディアをお待ちしております。
今回の経験を生かして、次回は盛大にOBOG会を開催できればと考え

ております。
ご協力をお願いいたします。
そして、西武台千葉高校バドミントン部を盛り上げていきましょう。

OB.OG会事務局 ビースタイル岡安満（5期生）

Result

令和元年度千葉県高等学校新人体育大会バドミントン競技

兼令和元年度全国高等学校選抜バドミントン大会県予選

日程：11/9～16

会場：千葉県総合運動公園体育館 ほか
成績：
□女子 学校対抗戦 優勝

個人戦 シングルス 優勝 栗原ﾙ② 準優勝 杉山ﾘ①
第3位 飛川① 第5位 石塚②

ダブルス 優勝 栗原②・飛川①
第5位 淀②・鈴木② 駒井①・木下①

□男子 学校対抗戦 優勝
個人戦 シングルス 優勝 八重樫②

第3位 高藤②
ダブルス 優勝 八重樫②・中川①

第3位 沼田①・二宮① 伊藤②・高藤②

令和元年度関東高等学校選抜バドミントン大会

兼令和元年度全国高等学校選抜バドミントン大会関東地区予選

日程：12/24～26

会場：千葉県成田市 中台体育館
成績：
□女子 学校対抗戦 準優勝※

個人戦 シングルス 優勝 栗原②※

ダブルス 第5位 栗原②・飛川①
□男子 学校対抗戦 2回戦

個人戦 ダブルス 第5位 八重樫②・中川①
シングルス 第5位 八重樫②

キャプテン栗原選手
出場選手 素晴らしい！

令和元年度全国高等学校選抜バドミントン大会

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

令和元年度 第45回千葉県中学校バドミントン新人大会

日程：12/7－8

会場：印西市松山下公園総合体育館

成績：

□男子 団体戦 第3位

個人戦 シングルス 木村② 第3位

□女子 団体戦 優勝

個人戦 シングルス 竹澤② 優勝 小川① 準優勝

ダブルス 今村②・藤田② 優勝

令和元年度 第24回関東中学生オープンバドミントン大会

日程：12/26－28

会場：栃木県宇都宮市 ブリックスアリーナ宇都宮

成績：

□男子 団体戦 第10位 出場選手 石塚②

□女子 団体戦 第6位 出場選手 竹澤②・今村②・藤田②・小川①

第18回日本バドミントンジュニアグランプリ2019

日程：12/6－8

会場：栃木県宇都宮市 ブリックスアリーナ宇都宮

出場選手：男子 高藤 高② 石塚 中③

女子 栗原 高② 岡本 中③ 小学生 白川選手・戸部選手

成績： 女子 優勝 2年ぶり2回目

Schdule
令和2年度 関東高等学校バドミントン大会千葉県予選会

とき：5月1日（金）－2日（土）

ところ：JFE体育館・千葉公園体育館

男子31年連続出場、女子は28年連続出場を目指します！

『春が来た2020』延期について

3月14日（土）に予定していました『春が来た2020』は新型コロナウイルス感染拡

大、学校休校措置に伴い延期いたしました。第32期生の卒業生、今春入学予定の各選

手の皆さん、そして何よりこの冬に満を持して練習に励んできた選手、保護者、ご協

力を頂いたみなさまにとって断腸の思いと受け止めております。

文字通り新年度が始まる「春」に開催できることを強く願っています。

お知らせ

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。
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