
事務局より

新型コロナ感染症はできることが減らされましたが,その一方でできること

も増えました。3月までオンライン会議が日常となる生活は全く予想してい

ませんでした。来週の予定が立てられない生活はイメージできませんでした。

今は違います。今日の情勢を見て明日を決める。まるで朝令暮改のように

撤回、修正、調整は罪悪ではなくむしろそうあるべきという時代の要請とな

るパラダイムシフトを体験できたこと、これは大きな収穫でした。

自然災害を経験した方は既に同様の体験をされていたことに気付いたのも、

今回の収穫です。今後もよりフレキシブルな対応や変化が求められるでしょ

うが、だからこそぶれない、ずれない、動じない心構えが必要だとも実感し

ております。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 22

「別所温泉街風景」F4 1960年

昭和中期の別所温泉街。石湯前から大師湯(だいしゆ）方面を望む。

別所温泉は信州最古の温泉で万葉集にも詠われる由緒ある温泉街。

2019年秋の台風で千曲川にかかる別所線橋梁が流されたことから

観光客の入りが減り、更に今回のコロナ被害で温泉街のダメージは

大きい。老舗旅館が1軒、また1軒と次々と閉鎖されていく様は別所

温泉だけに限ったことではないが、このままでは古の灯が消えるの

ではという危機感がある。当時の賑わいを取り戻すことを願い,観

光客で賑わっていた頃の絵を掲載すると共に,別所温泉にエールを

贈る。

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(2020/３～2020/6)

星野守様（2019年10月）、星野清様（2019年10月）、齊藤幸恵様（旧姓倉持

・15期生）、中村直樹様、蒔田洋子様

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/
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2020 NO.022
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://www.alphabanet.com/npo/

次世代の選手を育み、人
と人をつなぐ

自粛生活でやりたいことができない窮屈な日々を過ごす一
方で、こんな時だからこそ「できること」もたくさんありました。
例えば、炊事、洗濯、お裁縫･･･、みんな家庭内無償

労働ですが、その重さや難しさを身をもって経験しました。
どれも何回か繰り返せば多少なりともコツをつかみ「手際」
が良くなります。しかし、これらを生業として続けている方々
は、単なる「手際の良さ」だけでなく、誰にもできないような
「達人」化しているのだと思います。それが「プロ」なのですね。
お金はそれを賞賛する「お礼」かもしれません。
選手たちはみんな「アマチュア」ですが、いつも誰にもできな

い事（プレー）をやってみたいと願って羽を追い続けています。
そう考えるとみんな「プロ」を目指しているのです。
私たちのNPO法人は、こんな願いを抱いてる若者が演じる

舞台を支え続けたいと思っています。
Topics 活動報告

◆2020年度定期総会

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2020

How's Life? 会員の「今」 Vol.1 岡安満さん

Artful 池田輝作品集NO.2２

Information お知らせ・入会のご案内

Schedule イベントのご案内

自粛と休校が続き、誰も使わない体育館だったが、6月から練習は再開した
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星野様宅での田植え打ち合わせ風景

今年は手植えができませんでした ブランとカイトも参加

Topics

2020年度定期総会

報告

2020年5月17日(土) 於：クラブハウスバネ

概要■
コロナ感染症の対策として,今年度の定期総会はリモート会議にて行われ、

2019年度の活動報告、会計報告、2020年度の活動計画、予算は全て承認さ

れました。若林理事の提案により、より会員とのつながりを強化すべく,ニュ

ーズレターにて会員近況報告コーナーを新設することが決定いたしました。

2019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。また今号に2019年度会計報告、活動報告抜粋版を同封しております。

ハイブリッドスターライスプロジェクト2020田植え編－

報告［2020年度イベント事業］

概要■
□日程：5/6（水）

□参加者：8名

内容■
4年目の米づくりです。昨年度に引き続き星野家の皆様、星野清様、また

今年度から新たに隣接する田の所有者の中村様にご協力をいただき、4年目

の米づくりが実現しました。ゴールデンウィーク最終日に関係者数名が集ま

り、中村さんがコンバインにて田植えを行いました。コロナが心配。されど

自然は待ってくれません。田植えも稲刈りも日程は予定通り行います。そん

な社会の情勢に無頓着に畦でじゃれ合う犬達の姿が印象的でした。

Facebookにて田植え動画配信しました。(陸上部は別途田植え風景をライ

ブ中継しておりました。）

順調にいけば9月上旬に稲刈りを行います。田植えができなかった分、今

年はしめ縄作りを行いましょう。豊作とコロナ収束を祈りましょう。

今年度も米づくりファンディング（目標金額20万円）を立ち上げておりま

す。皆様是非ご協力のほどお願いいたします。
「ポンポンポップイン」 シャトルコックリフティング

お宅のごはんシリーズ エアバドミントンつないでワンラリー

コロナ自粛中のステイホーム活動アルファクラブ

西武台千葉のバドミントン選手やアルファクラブの子ども達をはじめとし

たステイホームを続けている皆さんに、”楽しく、体や頭を動かす”リフレッ

シュの時間を提供し、そしてお互いにオンラインでつながることができれば

とFacebookにて「よい子の皆さんこんにちは！」で始まるチャレンジを2ヶ

月間に渡り続けました。

チャレンジテーマは、「シャトルを100回打ち続けよう」、シャトルを筒に

入れる「ポンポンポップイン」、サッカーのように足で蹴る「シャトルリフテ

ィング」などのバドミントンネタの他にも、近況報告を兼ねたイラスト付き

俳句、十八番料理披露等多岐にわたりました｡チャレンジは回を重ねるにつれ、

参加者の動画撮影や表現がブラッシュアップされたり、家族の参加が増えた

りと皆さんが楽しんでいる様子が伝わってきました。制限ある日常生活を工

夫したこれらの日々を、いつの日か懐かしく語る日が来ることでしょう。

是非Youtubeの動画をお楽しみください。

「バドミントン部電撃週末のお題解決シリーズ」で検索

してください。右のQRコードも利用できます。

How's Life?

会員のみなさまのお声をお届けします。 Vol.1 岡安 満さん

「僕の人生は『人』との出会いとともに彩りが変わっていくんです。」

岡安 満さん

NPO法人アルファバドミントンネットワーク理事

西武台千葉高等学校バドミントン部5期卒

東洋大学卒業後ラケットショップキャビンに勤め、昨年同級生の井上さ

ん（同5期卒、株式会社インフォマージュ代表取締役社長）とともにラケ

ットショップBStyleを立ち上げ、販売、営業活動だけでなく、スクール

やチームサポートまで地域貢献にも取り組んでいる。

長く勤めていたショップを辞め独立を決めた彼はこう語り、次の頂き

を目指した。何と言っても、高校時代同期の主将、副将の仲であった井

上雅晶さんとの出会いが、独立を決心させた鍵だった。

「私は高校卒業後、大学でもバドミントンを続けその後、西武台千葉高

校バドミントン部と取り引きのあった株式会社ラケットショップキャビ

ンに就職いたしました。アルバイト時代を含め、23年間お世話になった

ラケットショップキャビンを昨年3月に退社し新たに昨年6月、バドミン

トンプロショップ「ビースタイル」をオープンいたしました。設立のき
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高校時代「シミズベーカリー」にて

2番目が岡安さん一番右が井上さん

B-STYLEオープンにて 中央左岡安さん、右は社長の井上さん

っかけは同じ5期生のキャプテンだっ

た鈴木くん(現 井上)でした。彼とは高

校卒業以来、連絡が途絶えていました

がバドミントンがきっかけで、25年ぶ

りに再会することができました。そこ

から紆余曲折、彼の会社が出資するか

たちで株式会社ビースタイルを立ち上

げることができました。」

もちろん彼の人生だって平坦でやさしい

ものではなかった。多くの苦労を人知れず

越え続けた。それもこれもいつも笑顔で優

しく礼節をわきまえた人柄があってのこと

だ。そして次の夢を追う。

「私は、高校卒業後も仕事柄ずっとバドミントンに携わっており、同時に髙

瀬先生ご夫妻をはじめ、西武台千葉高校バドミントン部に関われることを非

常に嬉しく思います。新しく立ち上げたビースタイルは、ただの物売りだけ

ではなく、バドミントンの普及と強化そして、発展に軸を置いて活動してお

ります。将来的には、バドミントンアリーナの建設、またバドミントンミュ

ージアムの制作を視野に入れております。ビースタイルを立ち上げたことに

より、一層バドミントンに特化した活動が出来るようになりました。この先、

何から取り組もうか楽しみでなりません。」

柏市在住。奥様、そして二人のお嬢さんの4人家族。娘さんたちはチア

ダンスに夢中で、生活が娘さん中心だそうだ。岡安さんも忙しく、家を

守る奥様には頭が上がらないと言う。また、現在当法人の理事も務め、

事業の展開にも尽力している。

「私は、NPO法人アルファバドミントンネットワークの理事として何が

できるのか考えていますが、まずはOB、OG会の組織づくりに尽力して

いきたいと思います。今年12月にはOBOG会開催（今春開催予定だった

がコロナ禍で延期）を考えております。是非皆さま、たくさんのご参加

をお待ちしております。今後益々、バドミントンの普及と発展と共にNP

O法人の理事として、西武台千葉高校バドミントン部のバックアップに努

めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。」

このコーナーは会員のみなさまの「今」をお届けします。
お楽しみに！

多くのため池を山々が囲む塩田平

スケッチ 髙瀬麻美画

バドミントン専門ショップ ビースタイル

〒270-0127

千葉県流山市富士見台1-3-5

駐車スペース有り

TEL:04-7179-5903 FAX:04-7179-5904

e-mail: b-style@b-style-bd.com

営業時間 10:00～19:00 水曜日 定休

Schdule
■ソイタウンバドミントンキャンプ2020

2021年2月27日(募集2021年1月開始）

■アルファクラブ 2020年

9月2日スタート

■アルファサイクリング

随時 今年度は子どもゆめ基金助成活動ではなく,アルファ活動として行います。

■『信州合宿2020』

8月16日（日）～19日（木）

■OB,OG集まろうの会

12月頃(コロナ収束状況を鑑み,日程前倒し可能性あり）

お知らせ

「龍と生きるまち信州上田・塩田平」が日本遺産に認定！■
文化庁は、地域で受け継がれる伝承や文化財などをストーリーとして構成したもの

を認定する「日本遺産」に、夏季合宿でお世話になっている別所温泉を含む「信州塩

田平」を認定しました。

キャッチコピーは「レイラインがつなぐ『太陽と大地の聖地』～龍と生きるまち信州上

田・塩田平～」。「レイライン」とは夏至の朝に太陽が地上に作る光の線のこと。別所温泉

・前山寺・無言館・信濃国分寺・生島足島神社などがレイラインでつながる「塩田平」。

この地域には山々に宿る竜神信仰が残っていると言われています。

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。 URL.https://www.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。
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https://www.facebook.com/NPOalpha.bad.net/
https://twitter.com/NPOalbadnet
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