
事務局より

恐る恐る､少しずつ､活動再開しております。やはり集まるっ

て楽しいですね。モニターで会うだけでなく、たとえマスク越

しでも直接会えるだけで体中から幸せホルモンがわき出てきま

す。入り口での消毒、検温すらイベントのように楽しんでやっ

ている高校生スタッフ達です。Artfulで紹介している池田輝作品

で卓上カレンダー作りました。今号に同封して会員の皆様にお

届けします。コロナ禍､少しでも紙面を盛り上げようと､今号10

月号は11月の高校生の大会終了を待っての編集・発行となりま

した。皆様のお手元に届くのは12月初旬となります。発行が遅

れましたことお詫びいたします。

Artful
池 田 輝 作 品 紹 介 NO . 23

「浅間山」F4 1994年

ただ今別所温泉のギャラリー輝、リニューアルオープンに向け新

築中です。小さな美術サロンにする予定です。1階は大作数点展示

します。2階は小作品コーナーです。輝愛好家、街の美術ファン、

観光客だけでなく、仲間が集える場作りを目指しています。2021

年ゴールデンウィークの頃オープン予定です。その頃にコロナが収

束していればと期待を込めながら準備しております。ギャラリー輝

東窓から日の出方向に望む浅間山。例年ならば今頃浅間山は半分雪

をかぶり冬枯れの景色でしょう。

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

(2020/7～2020/11 スターライスプロジェクトへの寄附含む )

岡戸陽子様(14期生）、OTOME様、清水義哲様(17期生）、齋藤幸恵様(旧姓倉持

15期生）、Y.S（一期生）様、森田千晴様､竹塚鋼様(理事・4期生）、有限会社松

伏清掃事業様、中山友則様（8期生）、田中和弘様(3期生）、有限会社ヒット様 (野

澤浩一理事4期生）※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
tel04-7129-0678 npobanet@jcom.home.ne.jp

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2020年10月号 NO.023

2020 NO.023
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

学校生活は通常に戻りつつあります。大会も開催されまし
た。しかし、感染者数は再び増え、年末の楽しみもどうやらお
預けになりそうです。
いつもと同じように季節が巡り、皆が集い、一喜一憂し

ながら毎日を過ごすだろうと「当たり前」のように考えていま
したが、あれもこれも小さな偶然のおかげだと気づきました。
コートに立ち、羽を追い、思い描くショットを打ち続ける。

当たり前の様なプレーも選手たちのたゆまぬ努力と熱い心が
織りなす大切な「当たり前」なのかもしれません。
私たちのNPO法人は、こんな思いで活躍している若者が演

じる舞台を支え続けたいと思っています。
Topics 活動報告

◆ハイブリッドスターライスプロジェクト 2020

◆アルファクラブ

Result 千葉県高等学校新人大会

How's Life? 会員の「今」 Vol.２ 中山友則 さん

Artful 池田輝作品集NO.23

Information お知らせ・入会のご案内
Schedule イベントのご案内

1年ぶりの県大会 男女そろってV！ 千葉県高校新人大会 千葉公園

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2020年10月号 NO.023



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2020年10月号 NO.023

稲刈り 好天に恵まれ収穫も上場でした

妹に手取り足取り 久しぶりのアルファクラブ

Topics

ハイブリッドスターライスプロジェクト2020稲刈り編－

報告［2020年度イベント事業］

概要■
□日程：9/4（金）

□参加者：8名

内容■
稲刈りが9/4に行われました。7月の長雨で米の生長を危惧しましたが､

8月の猛暑で一気に追い上げ､穂が頭を垂れ始めたので､猛暑の中強行稲刈

りを行いました。尤もコロナ禍ですので皆で集まって活動することはで

きず､お手伝いをお願いした中村さんご夫妻にコンバインで刈り取っても

らい､星野清さんの助けを借り､翌日には乾燥、袋詰めを終えました。今

年は豊作でした。900㎏収穫できました。できるだけ新鮮なうちに皆さん

のお手元にと思い、収穫から1週間後の9/12に計量袋詰め、発送作業を

行いました。折しも高校生が練習試合の日でしたので､移動お手伝いの保

護者の皆さん､理事、関係者集まり、皆で袋詰め作業行いました。

今年度初のイベントらしい活動となりました。皆マスク姿で消毒しなが

らの作業でしたが､久しぶりに集まれて楽しい一時でした。

昨年度に引き続き目標金額20万円のクラウドファンディング立ち上げ、

活動資金寄附を募りましたが、今年度は集まる機会がなかったことが影

響し､達成率は50％でした。ご協力いただいた皆様、ありがとうございま

した。

アルファクラブ2020

報告［2020年度イベント事業］

内容■
9月にようやく今年度の活動をスタートしました。今年度は登録児童24名で

す。9月10月は密を避ける為2グループに分け分散活動しました。11月から

はコート数を増やし全員一緒に活動しています。

メインアリーナでの全員集合 初めての高校生もいました

放課後アソビ場ドミントン2020

報告［2020年度イベント事業］

概要■
□日程：11月11日・18日・25日

□参加者：アルファクラブ生、高校生女子部員

内容■
11月のアルファクラブは放課後アソビ場ドミントンとして行いました。

例年ですと当活動は子どもゆめ基金助成活動ですが、今年度は団体自主事業

としました。コロナ禍ですので一般募集を行いませんでした。今年の募集を

心待ちにしていた子ども達がいたことでしょう。子ども達には体験のチャン

スをできるだけ提供していきたいと常々思っております。今後コロナと体験

・教育の場作りをどのように調整していくか､当団体の課題です。

野田市オープンサタデークラブ 野田市教育委員会主催事業

報告［2020年度イベント事業］

内容■
野田市教育委員会主催の小学生の土曜講座です。今年度も引き続きバドミ

ントン講座川間小会場を担当しております。

活動は10月に開始しました。川間小会場には多数の児童から申し込みがあ

りました。嬉しいことですが､小学校の体育館に70名近い子ども達が集うの

は現実的ではなく､やむを得ず3グループに分けての分散活動することになり

ました。アルファクラブや放課後アソビ場ドミントン同様、子ども達が半年

遅れの活動を心待ちにしていたのがひしひしと伝わってきました。スタッフ

にバドミントン部女子部員が加わっています。高校生達、回を重ねる毎に小

学生の相手が上手くなってきました。褒めるタイミング、適宜交わしあしら

う様子、絶妙なコミュニケーションがとれるようになってきました。

高校生が小学生の活動に参加するのは単なるお手伝いではありません。こ

うして何かを体験し高校生にとっても成長する場となっています。

Result

令和2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2年度全国高等学校選抜バドミントン大会県予選

日程：11/13･14･17･18

会場：千葉公園体育館・成田市中台体育館・JFE体育館ほか

成績：

【女子】

学校対抗戦 優 勝(13年連続22回目)

個人戦 シングルス 優 勝 岡本①（三冠） 準優勝 杉山ﾘ②

第3位 飛川② 第5位 鈴木①

ダブルス 優 勝 飛川②・岡本① 準優勝 杉山②・木下②

第3位 長沼①・榎本①

女子 学校対抗戦 男子 学校対抗戦

【男子】

学校対抗戦 優 勝(6年連続13回目)

個人戦 シングルス 優勝 二宮②（三冠）

第3位 宮脇② 第4位 中田②

ダブルス 優勝 二宮②・宮脇② 準優勝 中川②・沼田②

第5位 石塚①・山口①

1年ぶりの県大会に身体も心も完全燃焼。揃って戦った学校対抗戦千葉公

園体育館での選手たちの活躍に会場が魅了されていた。今回は無観客のた

めオンライン配信も行われた。女子岡本選手、男子の二宮選手は三冠獲得。

男女学校対抗および個人対抗上位2位までが、12月25日から茨城県水戸市で行われる

関東選抜大会に出場します！

How's Life?

会員のみなさまのお声をお届けします。 Vol.2 中山 友則さん

『ありがとう』の声に支えられ、あたたかい心で社会を支える
中山 友則さん

アルファバドミントンネットワーク会員No.20050

西武台千葉高等学校バドミントン部８期卒 中央学院大学卒業後、保険会社に４年勤め、その後、平成

16年7月に叔父が経営す る有限会社松伏清掃事業に勤める。現場経験と経営のノウハウなどを学び、

平成28 年7月（４年前）に代表取締役に就任して現在に至る。

アルファバドミントンネットワークの会員になったきっかけは、ハイブリットスターライスプ

ロジェクト田植えを松伏町でやると知って、顔を出したことです。

大学時代は高瀬理事らと一緒にジュニアチームのコーチをしていましたが、就職と

共にバドミントンから離れてしまい、正直少しモヤモヤしていました。そんな気持ち

の中、３０周年記念式典祝賀会に参加し、多方面にわたりご活躍されている先輩や後

輩、現役のみんなとたくさんお話をしているうちに刺激を受け、西武台千葉バドミン

トン部にこれからも関わっていきたいと思いました。

高校の時はレギュラーではありませんでした。部活を続けることだけが精一杯の時もありました。

高校3年生の時の夏の大会に、私にとって最初で最後の公式戦に出させていただき

ましたが、県大会前の予選で敗退。もっと頑張っていればという悔しい気持ちの中、

高瀬先生が「これからの人生、あなたがいないと周りが困るような人間に成長しなさ

い」というお言葉をくださり、その言葉が心に残っており今でも大切にしております。

勤めている会社は、ハイブリットスターライトプロジェクト田植えを行っている松

伏町にあります。人口約29000人、世帯数約12100世帯の比較的小さな町です。松伏

町から委託を受け、町全域にて一般家庭や企業から出るゴミの収集や浄化槽やし尿の

くみ取りなどを主とした生活環境に関する業務を行っております。当時の社長であっ

た叔父は娘2人のため、跡継ぎがいなく、後継者の候補として私に声をかけてくれた

のがこの仕事を始めるきっかけでした。ゴミの収集、くみ取りは、私にとって未知の

世界でしたが、生活になくては困る、誰かがやらないといけない仕事だと言われ、社

会の役に立てるならと思い勤めることになりました。仕事は思った以上に体力的にき

つく、臭いもキツイし、決してキレイな仕事ではなく、嘔吐することもあったり、最

初は気持ち悪くてご飯も食べられないほどでした。

それでも続けられているのは、仲間に恵まれたことと、住民から作業中に声をかけら

れ「いつもご苦労様」「いつもありがとう！」という温かい言葉をいただくこともあ

り、仕事のやりがいを感じられていたからです。

特にこのコロナ禍ではステイホームの状況や飲食店のテイクアウトから出る容器な

どで廃棄物の量が大幅に増え、ゴミ収集作業が大変になってしまい、同時にコロナ感

染のリスクが高い中で仕事をしていくのに対して体力的にも精神的にも正直辛い毎日

が続きました。そんな中でも、「ありがとう」という感謝のお手紙がゴミ袋に貼って

出されていたり、作業中に「マスク」や「飲み物」などの差し入れや、たくさんの感

「ありがとう」のメッセージ

社長自ら作業を行う 住民から愛される企業へ

謝のお言葉を直接声をかけていただき、励みとなり大変嬉しく涙が出ました。

会社には13人の従業員がいます。私を信頼して毎日仕事をしていただいています。そ

の従業員のためにも感謝心を忘れず、西武台千葉バドミントン部とゆかりと関わりが

多い松伏町に仕事を通して社会貢献を続けていきたいというのが私の目標であります。

野田市在住、妻、中学3年の息子、中学1年の娘の4人家族。

４人とも野球が好きで、家族みんなでよく野球観戦に行きます。

仕事外にも地域貢献として、地元の商工会など地域発展や町おこしなどを目的とする

団体にも複数所属しているので、帰りが遅い日や家にいない時も多く家族には申し訳

ない気持ちもありますが、それを理解してくれているので感謝しています。

西武台千葉バドミントン部で経験した3年間の中で、バドミントンを通して挨拶、礼

儀の大切さ、そして卒業後も人との繋がりの大切さなどを実感し、今に活かされてい

ています。OBであることに感謝と誇りしかありません。この感謝を少しでも恩返しで

きるようにアルファバドミントンネットワークの行事などに参加し、微力ながらも何

かのお役に立てるような存在になれるように、また自分自身楽しみながら成長してい

きたいと思います。これからも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！
有限会社松伏清掃事業

〒343-0102

埼玉県北葛飾郡松伏町築比地943-1

TEL 048-991-3011 FAX 048-991-8426

HP http://matsubushi-seisou.com/

Schdule
■ソイタウンバドミントンキャンプ2020
2021年2月27日（土）
規模を縮小して行います。参加受付は1/10からです。詳細は同封のチラシをご覧下さい。

■アルファサイクリング

11月28日（土）

みんな楽しみにしていました！今年は野田市南部、台形エリアです。

■関東高等学校選抜バドミントン大会

12月25日（金）～26日（土）

茨城県水戸市

■柴又マラソンの会

残念ながら2021年は行いません。みなさん個人的に走りましょう！

お知らせ

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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