
オープンサタデークラブのバドミントンを通して子どもたち1が国際交流

～ モルディブ共和国バドミントン協会が野田市を活動拠点に国際交流～

　オープンサタデークラブのうち川間小学校でバドミントンを指導している高瀬

麻美氏が事務局（常任理事）を務める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（代表理事樋上照直氏）が、国のスポーツ外交推進事業として、モ
ルディブ共和国バトミントン協会の選手やコーチを招き、西武台千葉高等学校で
のトレーニングやオープンサタデークラブへの参加、．ホームステイなど、野田市

を活動拠点に国際交流が行われます。

　スポーツ外交推進事業は、安倍首相が平成25（2013）年の東京オリンピックを誘

致した国際オリンピック委員会（10C）でのプレゼンテーションで発表した日本政
府のスポーツを通じた国際貢献策「sport　for　Tomorrow（SFT）」プログラムの一

環として位置づけられるもので、本事業は、外務省が公益財団法人日本バドミン

トン協会及び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と協力して
実施するもので、2020年の東京オリンピック出場をめざしモルディブ共和国バト
ミントン協会のコーチやジュニア強化選手2選手が来日いたします。

1　Sport　for　Tomorrow（SFT）の概要
　平成25（2013）年9．月、国際オリンヒ゜ック委員会（エOC）総会でのプレゼンテー

ションにおいて、安倍総理はスポーツ分野における我が国政府の国際貢献策と
　して、「Sport　for　Tolnorrowプログラム・（SFT）」の具体的な内容を次のとおり発

表した。

　平成26（2014）年～32（2020）年の7年間で、開発途上国を始めとする100力国
以上の国において、1，000万人以上を対象に以下の3つのプログラムを実施する
もの。

①，スポーツを通じた国際協力及び交流　→外務省

　　・スポーツ指導者・選手の派遣・招へい
　　（JICAボランティア派遣、スポーツ外交推進事業）

　②．国際スポーツ人材育成拠点の構築　→文部科学省
③，国際的なアンチ・ドーピング推進体制．の強化支援　→文部科学省

2　スポーツ外交推進事業の概要（外務省）
　　（モルディブ共和国バドミントン協会・選手・コーチ招へい）
　本事業は、日本政府のスポーツを通じた国際貢献策「S　port　for　Toinorrow（§FT）」

　プログラムの一環として、外務省が公益財団法人日本バドミントン協会及び特

　定非営利活動法人アルファバドミントンネットワークと協力して実施するも

　のであり、スポーツ分野における国際協力と交流の促進を目的としている。
　　本招へいの実施により、日モルディブ間の友好関係め増進と共に、32年2020
　年東京オリンピック・パラリンピックに向けた、スポーツの価値とオリンピッ

　ク・パラリンピック精神の普及が期待される。

①被招へい者一覧「
　（1）Nashid　Moosa（ムーサ・ナーシド：コーチ／バドミントン協会会長）
　（2）Abdul　Razzaq　Aminath　Nabeeha　（アーミナット◆～ナヒ㌧ノ、：同協会選手16歳）

　（3）Abdul　Razzaq　Fathilnath　Nabaaha（ファーティマット・ナ’・㌧ハ：同協会選手16歳）

lo



　②招へい日程

　　平成27年11月29日（日）～12月14日（月）⊥4日間

③主なスケジュール
　　11月30日（月）…野田市への表敬訪問

　　　　　　　　　西武台千葉高等学校への表敬訪問及び学生との交流並び
　　　　　　　　　にトレ・一ニング

　　12月2日（水）…外務省、スポーツ庁、駐日モルディブ大使館及び日本バド
　　　　　　　　　ミントン協会への表敬訪問
　　］2月2日（水）…全日本総合選手権の視察（代々木第2体育館）

　　12月3日（木）…筑波大学バドミントン部の視察及び交流

　　12月5日（土）…野田市オープンサタデークラブへの参加
　　12月6日（日）…東日本大震災学習（仙台市）
　　12月7日（月）…聖ウルスラ学院英知高等学校でのトレーごング及び学生との交流

3　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の概要，
　　この法人は、広く一般市民を対象に、バドミントンをはじめとするスポL－．一ツ

　を通じた青少年の健全育成を目指す事業を行い、地域の競技力向上に貢献する

　と共に、一般市民にスポーツを通じた集いと活動の場を提供することを目的と
　し、西武台千葉高等学校バドミントン部及び西武台千葉中学校バドミントン部

　を中心に多くのチームとの練習会を行ったり、海外のチームや選手とのバドミ

　ントンを通じた交流を積極的に支援したりする活動をしている。

4　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とモルディブ共和

　国バドミントン協会との関係
　モルディブ共和国のバドミントン競技発展のためのJICA青年海外協力隊員と

　して29年前（1986）にNPOアルファ白井巧理事が参加し、バドミントン競技を
指導した当時の選手が現在、モルディブ共和国バドミントン協会会長ムーサ氏
であることから、白井理事と面識があり、平成32（2020）年東京オリンピッグ出

場を目指し、選手強化を更に進めるため日本の支援を確立することを目的に平

成27年2H日本に来日した際に、国内での広報活動をNPOアルファ白井理事と

共に精力的に行ったもの。
　　その際、ジュニア選手0）強化を日本で行うときにNPOアルファがサポートす
　ることを約束したもので、今回活動（スケジF－・・ル）及びコ・一チ・女子強化選

手のホームステイ等の支援協力をするというも0）。

5　野田市の子ども達とバドミントンを通じて国際交流
　　オープンサタデークラブ【第1、第3土曜日、年間17回開催、26会場、34
　講座（文科系19、体育系！or）、21種類】のうち川間小学校体育館で開催のバド

　ミントン【参加数：97人、指導者代表：高瀬麻美氏（NPOアルファ常任理事）】

　にモルディブ共和国バドミントンジュニア強化女子選手2名が参加し、子ども

　達と交流する予定。

ピ謡編鴎（㍊時～11時］
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特這非婁利活動蓬人　アルファバドミントン不ットワーク　ABNニュースレター2i〕15年合弓言　N□Lコ1〕9

』10ha　Badmlntoo　NO抽0「k　NOW
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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　Badmi皿ton　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口3
　　　　　TEL！FAXO4（7129）0678
　　URLhtΦ：／／www．alphabanet．com

次世代の選手を育み、
人と人をつなぐ

　チームが世代交代しました。新キャプテンのもとに新し

いメンバーが次の夢を思い描きます。

　しかし、そのチームがすぐに先代のように活躍できるわ

けではありません。チームも生き物のように成長し進化を

遂げていきます。メンバーが汗をかきながら、それぞれが

知恵を結集させて鍛え育むのが「チーム」です。

　私たちは彼ら、彼女らを遠くから見守りながら、大切

にサポートしていくつもりです。新チームも来年の夏には

きっと大きな花を咲かせることでしょう。みんなでその花を

ながめ楽しませてもらおうではありませんか。
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Schedul合

第3回アルファキャンプ
スポーツ・フォー・トゥモロー

大会結果

今回はお休みです

池田輝作品集NO．9

入会のご案内

イベントのご案内

Piayef 今回はお休みです
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Topics

第3回アルファキャンプ

特這非葺利活三］法メ　アルファ八トミントンネ膓トワーク　A己Nニュースレター2｛〕1三三∋弓号　NO　OD9

報告　【2015競技力向上事業】

■概要

口期日：　7月12日（土）、13日（日）　9：00～17：00

ロ会場：　西武台千葉高校　第2体育館

ロ参加者：西武台千葉高等学校バドミントン部

　　　　　疏義塾大学男子バドミントン部

　　　　　プラネッツ（宮城県）・秋田ジュニアほか

■内容

　戦術を意識したシングルスのラリー作り、および実践形式での訓練。

特に「ネットを制する」ことが当たり前の戦術になるように指導した。

スポーツ・フオー・トモロウ　加入・交流会参加　報告　【2015交流事業〕

■　Sport　for「romorrow（SFT）コンソーシアムに加入しました。

　　　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定をうけ、文部科

　　学省及び外務省が2014年1月力、ら途上国のスポーツ分野発展事業「スポ

　　ーツ・フォー・トゥモロー（Sports　for　Tomorrow）を実施しています。

　　SFrは、2014年力、ら2020年までの7年間で、開発途上国をはじめとする

　　100以上の国や地域において、1000万人以上のあらゆる人々を対象とし

　　てスポーツの価値とオリンピック・ムーブメントを広げていく取り組み

　　です。アルファはこの事業に貢献しようと、2015年6月にSFTコンソー

　　シアム（SFrC）に加入しました。今まで通りの草の根活動を続けながら、

　　スポーツによる社会貢献に努めてまいります。

圏第1回スポーッフォートゥモロー交流会参加

口期日：　9月18日（金）17時～20時

　　加入団体、関係諸機関が出席する中で、白井理事と田村理事がアルファの

　　活動を紹介しました。

　　「今回の交流会に参加して最も良かったことは、多くの人々との出会い

　　があったことだった。2020年日本開催のオリンピツク・パラリンピック

　　にて、アスリートの卓越した身体表現の追求と共に日本のメダル獲得は

　　大変に重要なことです。2020年大会は、他国の会場に出かけて行く大会

　　ではありません。日本は、オリンピック、パラリンピックを主催する立

　　場にあります。スポーツへの理解を一時的に世界の人々に求めるのでは

　　なく、SPOR丁S　FOR　TOMORROW事業を通じてスポーツが確実に未来

　　へ継承されていく装置としての役割が重要だと感じました。今後もバド

　　ミントンを通じて仲間を増やし、オリンピック精神を広めていく活動を

　　継続していきたいと思います。（理事・白井巧）

Result

交流会でのプレゼン風景　白井理事

平成27年度第66回全国高等学校総合体育大会バドミントン大会

　　　　　　　　　　　　　一インター八イー

日程：8／6－11

会場：京都府長岡京市・宇治市
成績：

　男子　個人戦　シングルス　　伊藤②　2回戦進出

　女子　学校対抗戦　2回戦（対富山国際）敗退

　　　　個人戦　シングルス　第3位　荒木③

　　　　　　　　　　　　　3回戦　岡部②
　　　　　　　　ダブルス　　ベスト8有川②・小沼②

　　　　　　　　　　　　　ベスト16荒木③・坂井③
評：学校対抗戦では緊張と焦りでうまくかみ合わなかった選手たちも、

個人戦では会場の雰囲気にも慣れいつもの勢いで戦いあいました。特に

シングルスの荒木は富岡高校の工一スに圧勝し準決勝山ロ戦に臨みまし

た。残念ながら「あさイチ」「初めての会場」に戸惑い、力が出し切れま

せんでしたが、トッププレーヤーとしての貫禄が感じ取られました。ま

た、ダブルスの有川・小沼組は青森山田ペァを下し「大金星」を上げ、2

年生ながら第5位の成績をおさめ、シングルスの岡部とともに、9月の全

日本ジュニアの出場権を獲得しました。

詳細：全国高体連バドミントン専門部サイト

女子チーム

畔 ，’　　　　　・　．　　s，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダプルス入賞の有川（左）・小沼ペア

叩成27年第69回千葉県中学校総合休育大会バドミントン競技会

日程17／28－29

会場：船橋市運動公園体育館
成績：

　男子　団体戦　優勝

　　　　個人戦　ダブリレス　　2位　塩澤②・滝本②

　女子　団体戦　優勝

　　　　個人戦シングルス　1位栗原ア②3位栗原ル①
詳細1千葉県中体連連バドミントン専門部サイト

乎成Z7年度関東中字校八ドミントン大会

日程：8／5－7

会場：山梨県甲府市小瀬スポーツセンター体育館

男子　団体戦　ベスト8

　　　個人戦ダブルス
女子　団体戦　初戦敗退

　　　個人戦　シングルス

ペスト8塩澤②・滝本②

栗原ア②初戦

目 ＿，＿一一t　
女子栗原選手（中体運サイトより）

4　　↓ご
滝本・塩澤ペア（中体運サイトより）

平成27年第20回全国私学バドミントン大会

日程：8／24－27

会場1北海道札幌市きたえ一る体育館

成績1
　男子　団体戦　第25位

　女子　団体戦　第5位

詳細：全国私立学校バドミントン連盟サイト

男子チーム 女子チーム

1
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平成27年度国体関東ブロック予選会

　　日程：8／22－23

　　会場：埼玉県久喜市総合体育館

少年男子

少年女子

三三非≡利言動三メ、ア几ファ八トミ）トニスごトワーフ　’RNニニースレター2015三∋三号　卜心1二旧S

監督：稲田　選手：伊藤②・相澤①・久保田（千葉敬愛）

結果：予選リーグ3位
監督：中村（県協会）

結果：予選リーグ1位

順位決定戦　第7位
選手：荒木③・岡部②・小沼②

順位決定戦　1位通過

8°ち　国民体育大会　2015紀の国和歌山国体
…

　　　とき19／1－6

　　　ところ：和歌山県岩出市立市民総合体育館

　　　出場1　少年女子　監督：高瀬選手：荒木③・岡部②・小沼②

関東ブロックで活躍した選手たち

YONEX　OPEN　jAPAN　2015

　　日程：9／8－13

　　会場：東京都体育館

　　出場：荒木萌恵選手③

　　結果：予選リーグ

　　　　　1回戦
　　　　　　2回戦　21・6

　　　　　決勝卜一ナメント

　　　　　1回戦

●

マスコット「きいちゃん」

21－1921－11Hsu　Ya　Ching（Chinese　T；ヨipei）

　　　21－11楠瀬（北都銀行）

17－21　11－21Pai　Yu　Po　（Chinese　Taipei）

女子栗原選手（中体運サイトより）

大活躍の荒木萌恵選手

jOCカップ’第34回全日本ジュニアバドミントン×会

　　日程：9／21－23

　　会場：埼玉県久喜市総合体育館

　　出場：ジュ＝アの部　シングルス　女子　岡部②　有川②

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子相澤①
　　　　　　　　　　　ダブルス　　女子　有川②・小沼②
　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　相澤①・伊藤②

新人の部

結果：ジュニアの部

新人の部

Schdule
・・．

■　　　●

・．・

…

●　　●
…

シングルス　女子　栗原②　男子塩澤②　滝本②
女子ダブルス　　有川②・小沼②組　第3位

男子ダブルス　　相澤①・伊藤②　2回戦

女子シングルス　岡部②　ベスト16

　　　　　　　　有川②　1回戦

女子シングルス栗原②　第5位
男子シングルス塩澤②滝本②　1回戦

グローバルフエスタ参加

とき：10／3－4

ところ1東京都　お台場
発表時間13日13：00～17：00

千葉県最北端oアルファゾーンサイクリング（子どもゆめ基金助成活動）

とき：11／1

西武台千葉高校、利根川、江戸川を結ぶトラインアングルコース全長34

キロメートル余りを、利根川治水や渡しの歴史を学びながら自転車で散

策します。コースは延々と川沿いで観光名所は関宿城くらいですのが、

参加者はさわやかな秋風を感じる1日になることでしよう。人里離れたコ

一スですので、それなりの準備でご参加下さい。

■コース概要（前半19㎞、後半15㎞）

8：30西武台千葉高校正門前出発→利根川土手闊歩（小山地区より）

→11：30関宿城博物館到着

関宿城広場にて研究発表（高校生より）および昼食

12：30関宿城出発　江戸川土手散策→14：45西武台：F葉高校到着

15：00解散

■参加費：100円

■集合：朝8：00西武台千葉高校正門

■申し込み：事務局までメールでお申し込み下さい。

■持ち物：弁当、飲み物、タオル、着替え、カッパ等1日かけてのサイクリン

グに必要と思われるもの

■サポーター募集1

当日伴走にてサポートしていただける方を募集しております。最寄りト

イレへの搬送やリタイア者への対応等何台かの伴走車を必要としていま

す。当日お手伝いいただける方は事務局まで御連絡下さい。関宿城博物

館広場での昼食休憩に飛び入り参加、道中の冷やかし等も大歓迎です。

秋の野田散策を一緒に楽しみましょう！

コ　　

：．：　モルディブ共和国ジュニア強化選手育成支援

　　　　モルディブより16歳の双子姉妹プレイヤーが来日します。主に市内選

　　　手宅にホームステイし、部活だけでなく西武台千葉高校の授業に参加し

　　　高校生と共に活動します。ただいま彼女たちの活動を支援していただけ

　　　るサポーターを募集しております。詳細は同封のフライヤーをご覧下さ

　　　い。多くの皆さんの参加、ご支援をお待ちしております。

　　　滞在期間：11／29～12／14

　サリ

、．：　第2回アルファレッスン（子ともゆめ基金助成活動）

　　　■日時：12／5　1／23　13：00～16：00

　　　ロ場所　西武台千葉高校第2体育館

　　　■参加費　200円（2日分）

　　　■申し込み　11／1～事務局までメールにて

．．　

㌔ご　第3回アルファアカデミー

　　　ロ日時：12！5　17：00～18：30

　　　■講師　：佐々木隼人氏（日本語教師　日米学院勤務、第8期卒）

　　　■テーマ：多文化共生を考えてみよう一日本語教育の現場から一

　　　●場所：西武台千葉高校多目的ホール

　　　ロ参加費：無料

　　　■申し込み：事務局までメールにて

臼秋冬の大会予定

　　中学：県新人大会　　　　　　　11／14－15　　船橋市総合体育館

　　　　　関東オープン大会　　　　12／26－28　　　埼玉県久喜市総合体育館

　　高校：県新人大会　　　　　　　11／13，14，17，18県総合ほか

　　　　　関東選抜大会　　　　　　12／24－26　　神奈川県小田原市

　　　★全日本総合選手権大会★

　　11／30－12／6　東京都代々木第2体育館

　　出場：　荒木萌恵③　　有川友理奈②・小沼みなみ②
　　　　　　　そのほかOB、　OGが出場します。

tfiアルファアクラブのおすすめ

　　　毎週水曜日、関宿総合公園体育館に

　　て地域の幼児から高校生までまでが一

　　緒に活動しています。子どもの部には

　　OB，OGがコーチとして加わり一層賑や

　　かになってきました。

　　　幼児、小学生はバドミントン競技を

　　通じてコミュニケーションカを養う体

　　験を重視しております。ただいま定員

　　Iasしておりますので、次回募集lt2015年

　　3月からとなります。

　　毎週水曜日16：00～18：00 ご希望の方は事務局までどうぞ。

ABNニューズについてet’’’”s’”““”一’t’’’’’’’”“－t－’

　アルファバドミントンネットワークでは、活動報告誌rABNニューズ」を年3回

（6月、9月、2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。！h！9il；LL11w，｛upag1ggg1，1giutt　1／　al　hab　et



事務局より

特定非営利活動法人　アルファ八ドミントンネットワーク　ABNニュースレター21〕15孚9弓号　NO．009

　先日都立西高校文化祭に、創立70周年記念行事として卓球部OBの皆

さんが開催していた「荻村伊智郎展」を見に行きました。この企画を紹

介して下さった中村明彦さん（元ユニシスバドミントン部部長）は、「ス

ポーツを文化として広め、世界の平和と友好に役立てたいとその生涯を

かけて挑戦した偉大な先輩の荻村伊智朗さんのことをバドミントンの方

に知っていただけたということは、天国の荻村伊智朗さんに報告しなく

てはいけないほど、彼が喜んでくれるニュースです」と。この展示であ

る冊子に目がとまりました。それは荻村氏の生涯を伝え、青少年に目標

を与えようとある外国人が荻村氏の生涯をまとめたものです。その冊子

は副題「今日の青少年と明日の将来のために」とあり、「はじめに」でこ

う書き出しています。モルディブ選手支援事業を企画しているなか、こ

れからの歩に背中を押される思いがしましたので、書き出しの数行その

まま掲載します。「子ども達は皆、理想

を持っています。彼らの夢は、どこまで

も果てしなく広がります。しかし残念な

ことに、それらの夢、特に第三世界や発

展途上国の子ども達の夢が実現すること

は（もし実現されればの話ですが、）非

常に稀なのです。」

（「荻村伊智郎」一スポーッ界伝説の人物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n、・シ；叩n・m・t＿’
とその世界的使命一　シェリル・ロバーツ　　　’一　・’・H，i・・＋・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　At　t　
作、高木里絵訳　より）　　　　　　　　　　　　　　　表紙

今何ができるかではなく、何をしたいかなのでしよう。

Artfu　1

「浅間山」

常務理事兼事務局　高瀬麻美

池田輝作品紹介NO．9
制作年不詳　　油彩キャンパス1303×1940rnrn

　3号連続の浅間山紹介となります。制作途中の作品です。「（浅間

山の）雄大な扁平の三角形をいかに立体感をもたせるか。色の対比

をいかに活かすか。この絵は特に色彩の重なりに配慮して作成し

た。」（「色の詩人一池田輝の世界一」より）作家の追求の道筋力沙し

ばかり見えるようになってきました。見えるとはいえ、それが何パ

ーセントに達しているのかはわかりませんが。発展途上ながら、昨

日までわからなかったことがわ力、るようになる。その時、己の無知

に気づき他人の業を知る。黒と白の大胆な使い方を注目していまし

たが、その先のもう一っ別のことに気づいた今日この頃です。

lnformation

　　　　　　　　　　　　　　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っ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。

入会申込害記入内容

　　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

　　　　　　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

　　　　　　　西武台千葉高校バドミントン部出身者

　　●賛助会員

　　　　　　　活動内容に賛同し、支援を希望される個人及び団体

入会申込善送付先

■E－mail：npobanet＠jcom．home．ne．jp

■FAXIO4－7129－0678
■郵送1千葉県野田市中里773－13

年会費（入会金はありません）

〈〉一舟固繊豊・OB＆0（stliJ）fi員

◇賛助会員　　　（個人）

◇賛助会員　　　（団体）

会費納入方法

　　　3，000円

一口　3，000円（一口以上）

　　10，000円（一口以上）

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

　○他の金融機関力、らの振込

　店番058　口座番号3421995
◆ちばぎん　川間支店

　　口屑蕎弓　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　理事樋上照直

◆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ロ座と同じです。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（2015／5～2015／9）

岡戸陽子様（14期生）、匿名希望様

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　高瀬理事実父

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
TelO4－7129－0678　　　npobanet＠jcom．　home．　ne．　jp

　　　　　　　hmp：〃www．alphabanet．com

　　　　　　　　facebookもご覧ください「
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オープンサタデークラブのバドミントンを通して子どもたち1が国際交流〜モルディブ共和国バドミントン協会が野田市を活動拠点に国際交流〜　オープンサタデークラブのうち川間小学校でバドミントンを指導している高瀬麻美氏が事務局（常任理事）を務める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（代表理事樋上照直氏）が、国のスポーツ外交推進事業として、モルディブ共和国バトミントン協会の選手やコーチを招き、西武台千葉高等学校でのトレーニングやオープンサタデークラブへの参加、．ホームステイなど、野田市を活動拠点に国際交流が行われます。　スポーツ外交推進事業は、安倍首相が平成25（2013）年の東京オリンピックを誘致した国際オリンピック委員会（10C）でのプレゼンテーションで発表した日本政府のスポーツを通じた国際貢献策「sport　for　Tomorrow（SFT）」プログラムの一環として位置づけられるもので、本事業は、外務省が公益財団法人日本バドミントン協会及び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と協力して実施するもので、2020年の東京オリンピック出場をめざしモルディブ共和国バトミントン協会のコーチやジュニア強化選手2選手が来日いたします。1　Sport　for　Tomorrow（SFT）の概要　平成25（2013）年9．月、国際オリンヒ゜ック委員会（エOC）総会でのプレゼンテーションにおいて、安倍総理はスポーツ分野における我が国政府の国際貢献策と　して、「Sport　for　Tolnorrowプログラム・（SFT）」の具体的な内容を次のとおり発表した。　平成26（2014）年〜32（2020）年の7年間で、開発途上国を始めとする100力国以上の国において、1，000万人以上を対象に以下の3つのプログラムを実施するもの。�@，スポーツを通じた国際協力及び交流　→外務省　　・スポーツ指導者・選手の派遣・招へい　　（JICAボランティア派遣、スポーツ外交推進事業）　�A．国際スポーツ人材育成拠点の構築　→文部科学省�B，国際的なアンチ・ドーピング推進体制．の強化支援　→文部科学省2　スポーツ外交推進事業の概要（外務省）　　（モルディブ共和国バドミントン協会・選手・コーチ招へい）　本事業は、日本政府のスポーツを通じた国際貢献策「S　port　for　Toinorrow（§FT）」　プログラムの一環として、外務省が公益財団法人日本バドミントン協会及び特　定非営利活動法人アルファバドミントンネットワークと協力して実施するも　のであり、スポーツ分野における国際協力と交流の促進を目的としている。　　本招へいの実施により、日モルディブ間の友好関係め増進と共に、32年2020　年東京オリンピック・パラリンピックに向けた、スポーツの価値とオリンピッ　ク・パラリンピック精神の普及が期待される。�@被招へい者一覧「　（1）Nashid　Moosa（ムーサ・ナーシド：コーチ／バドミントン協会会長）　（2）Abdul　Razzaq　Aminath　Nabeeha　（アーミナット◆〜ナヒ�dノ、：同協会選手16歳）　（3）Abdul　Razzaq　Fathilnath　Nabaaha（ファーティマット・ナ’・�dハ：同協会選手16歳）lo　�A招へい日程　　平成27年11月29日（日）〜12月14日（月）⊥4日間�B主なスケジュール　　11月30日（月）…野田市への表敬訪問　　　　　　　　　西武台千葉高等学校への表敬訪問及び学生との交流並び　　　　　　　　　にトレ・一ニング　　12月2日（水）…外務省、スポーツ庁、駐日モルディブ大使館及び日本バド　　　　　　　　　ミントン協会への表敬訪問　　］2月2日（水）…全日本総合選手権の視察（代々木第2体育館）　　12月3日（木）…筑波大学バドミントン部の視察及び交流　　12月5日（土）…野田市オープンサタデークラブへの参加　　12月6日（日）…東日本大震災学習（仙台市）　　12月7日（月）…聖ウルスラ学院英知高等学校でのトレーごング及び学生との交流3　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の概要，　　この法人は、広く一般市民を対象に、バドミントンをはじめとするスポL−．一ツ　を通じた青少年の健全育成を目指す事業を行い、地域の競技力向上に貢献する　と共に、一般市民にスポーツを通じた集いと活動の場を提供することを目的と　し、西武台千葉高等学校バドミントン部及び西武台千葉中学校バドミントン部　を中心に多くのチームとの練習会を行ったり、海外のチームや選手とのバドミ　ントンを通じた交流を積極的に支援したりする活動をしている。4　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とモルディブ共和　国バドミントン協会との関係　モルディブ共和国のバドミントン競技発展のためのJICA青年海外協力隊員と　して29年前（1986）にNPOアルファ白井巧理事が参加し、バドミントン競技を指導した当時の選手が現在、モルディブ共和国バドミントン協会会長ムーサ氏であることから、白井理事と面識があり、平成32（2020）年東京オリンピッグ出場を目指し、選手強化を更に進めるため日本の支援を確立することを目的に平成27年2H日本に来日した際に、国内での広報活動をNPOアルファ白井理事と共に精力的に行ったもの。　　その際、ジュニア選手0）強化を日本で行うときにNPOアルファがサポートす　ることを約束したもので、今回活動（スケジF−・・ル）及びコ・一チ・女子強化選手のホームステイ等の支援協力をするというも0）。5　野田市の子ども達とバドミントンを通じて国際交流　　オープンサタデークラブ【第1、第3土曜日、年間17回開催、26会場、34　講座（文科系19、体育系！or）、21種類】のうち川間小学校体育館で開催のバド　ミントン【参加数：97人、指導者代表：高瀬麻美氏（NPOアルファ常任理事）】　にモルディブ共和国バドミントンジュニア強化女子選手2名が参加し、子ども　達と交流する予定。ピ謡編鴎（�m時〜11時］111特這非婁利活動蓬人　アルファバドミントン不ットワーク　ABNニュースレター2i〕15年合弓言　N□Lコ1〕9』10ha　Badmlntoo　NO抽0「k　NOWABN＿ユーズレター一一tSk9ロ　20152。15　，，．OO9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　Badmi皿ton　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口3　　　　　TEL！FAXO4（7129）0678　　URLhtΦ：／／www．alphabanet．com次世代の選手を育み、人と人をつなぐ　チームが世代交代しました。新キャプテンのもとに新しいメンバーが次の夢を思い描きます。　しかし、そのチームがすぐに先代のように活躍できるわけではありません。チームも生き物のように成長し進化を遂げていきます。メンバーが汗をかきながら、それぞれが知恵を結集させて鍛え育むのが「チーム」です。　私たちは彼ら、彼女らを遠くから見守りながら、大切にサポートしていくつもりです。新チームも来年の夏にはきっと大きな花を咲かせることでしょう。みんなでその花をながめ楽しませてもらおうではありませんか。Tc．・pi〔ERr一三uiiC，a／・川nAi’trulhl〔）lmail・）nSchedul合第3回アルファキャンプスポーツ・フォー・トゥモロー大会結果今回はお休みです池田輝作品集NO．9入会のご案内イベントのご案内Piayef今回はお休みですL「、　　　，’『一τ町r』xミ連じ駕｝t己�`「v’71」svも∨　♪】F一マ『　　　　　1i　　　　　T　’s　l　　c口　　　．、ご，¶　乱．　‘IIド・　口・「・’　〜　　　　　　　　　’　　　1。霞ピ職モルディヴ共和国バドミントン交流　ナビ（左）　ナバ（右）の二人　i　　／．占　　、し⊆★こら　止蔭さ［l／iTopics第3回アルファキャンプ特這非葺利活三］法メ　アルファ八トミントンネ膓トワーク　A己Nニュースレター2｛〕1三三∋弓号　NO　OD9報告　【2015競技力向上事業】■概要口期日：　7月12日（土）、13日（日）　9：00〜17：00ロ会場：　西武台千葉高校　第2体育館ロ参加者：西武台千葉高等学校バドミントン部　　　　　疏義塾大学男子バドミントン部　　　　　プラネッツ（宮城県）・秋田ジュニアほか■内容　戦術を意識したシングルスのラリー作り、および実践形式での訓練。特に「ネットを制する」ことが当たり前の戦術になるように指導した。スポーツ・フオー・トモロウ　加入・交流会参加　報告　【2015交流事業〕■　Sport　for「romorrow（SFT）コンソーシアムに加入しました。　　　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定をうけ、文部科　　学省及び外務省が2014年1月力、ら途上国のスポーツ分野発展事業「スポ　　ーツ・フォー・トゥモロー（Sports　for　Tomorrow）を実施しています。　　SFrは、2014年力、ら2020年までの7年間で、開発途上国をはじめとする　　100以上の国や地域において、1000万人以上のあらゆる人々を対象とし　　てスポーツの価値とオリンピック・ムーブメントを広げていく取り組み　　です。アルファはこの事業に貢献しようと、2015年6月にSFTコンソー　　シアム（SFrC）に加入しました。今まで通りの草の根活動を続けながら、　　スポーツによる社会貢献に努めてまいります。圏第1回スポーッフォートゥモロー交流会参加口期日：　9月18日（金）17時〜20時　　加入団体、関係諸機関が出席する中で、白井理事と田村理事がアルファの　　活動を紹介しました。　　「今回の交流会に参加して最も良かったことは、多くの人々との出会い　　があったことだった。2020年日本開催のオリンピツク・パラリンピック　　にて、アスリートの卓越した身体表現の追求と共に日本のメダル獲得は　　大変に重要なことです。2020年大会は、他国の会場に出かけて行く大会　　ではありません。日本は、オリンピック、パラリンピックを主催する立　　場にあります。スポーツへの理解を一時的に世界の人々に求めるのでは　　なく、SPOR丁S　FOR　TOMORROW事業を通じてスポーツが確実に未来　　へ継承されていく装置としての役割が重要だと感じました。今後もバド　　ミントンを通じて仲間を増やし、オリンピック精神を広めていく活動を　　継続していきたいと思います。（理事・白井巧）Result交流会でのプレゼン風景　白井理事平成27年度第66回全国高等学校総合体育大会バドミントン大会　　　　　　　　　　　　　一インター八イー日程：8／6−11会場：京都府長岡京市・宇治市成績：　男子　個人戦　シングルス　　伊藤�A　2回戦進出　女子　学校対抗戦　2回戦（対富山国際）敗退　　　　個人戦　シングルス　第3位　荒木�B　　　　　　　　　　　　　3回戦　岡部�A　　　　　　　　ダブルス　　ベスト8有川�A・小沼�A　　　　　　　　　　　　　ベスト16荒木�B・坂井�B評：学校対抗戦では緊張と焦りでうまくかみ合わなかった選手たちも、個人戦では会場の雰囲気にも慣れいつもの勢いで戦いあいました。特にシングルスの荒木は富岡高校の工一スに圧勝し準決勝山ロ戦に臨みました。残念ながら「あさイチ」「初めての会場」に戸惑い、力が出し切れませんでしたが、トッププレーヤーとしての貫禄が感じ取られました。また、ダブルスの有川・小沼組は青森山田ペァを下し「大金星」を上げ、2年生ながら第5位の成績をおさめ、シングルスの岡部とともに、9月の全日本ジュニアの出場権を獲得しました。詳細：全国高体連バドミントン専門部サイト女子チーム畔，’　　　　　・　．　　s，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダプルス入賞の有川（左）・小沼ペア叩成27年第69回千葉県中学校総合休育大会バドミントン競技会日程17／28−29会場：船橋市運動公園体育館成績：　男子　団体戦　優勝　　　　個人戦　ダブリレス　　2位　塩澤�A・滝本�A　女子　団体戦　優勝　　　　個人戦シングルス　1位栗原ア�A3位栗原ル�@詳細1千葉県中体連連バドミントン専門部サイト乎成Z7年度関東中字校八ドミントン大会日程：8／5−7会場：山梨県甲府市小瀬スポーツセンター体育館男子　団体戦　ベスト8　　　個人戦ダブルス女子　団体戦　初戦敗退　　　個人戦　シングルスペスト8塩澤�A・滝本�A栗原ア�A初戦目＿，＿一一t　女子栗原選手（中体運サイトより）4　　↓ご滝本・塩澤ペア（中体運サイトより）平成27年第20回全国私学バドミントン大会日程：8／24−27会場1北海道札幌市きたえ一る体育館成績1　男子　団体戦　第25位　女子　団体戦　第5位詳細：全国私立学校バドミントン連盟サイト男子チーム女子チーム1「平成27年度国体関東ブロック予選会　　日程：8／22−23　　会場：埼玉県久喜市総合体育館少年男子少年女子三三非≡利言動三メ、ア几ファ八トミ）トニスごトワーフ　’RNニニースレター2015三∋三号　卜心1二旧S監督：稲田　選手：伊藤�A・相澤�@・久保田（千葉敬愛）結果：予選リーグ3位監督：中村（県協会）結果：予選リーグ1位順位決定戦　第7位選手：荒木�B・岡部�A・小沼�A順位決定戦　1位通過8°ち　国民体育大会　2015紀の国和歌山国体…　　　とき19／1−6　　　ところ：和歌山県岩出市立市民総合体育館　　　出場1　少年女子　監督：高瀬選手：荒木�B・岡部�A・小沼�A関東ブロックで活躍した選手たちYONEX　OPEN　jAPAN　2015　　日程：9／8−13　　会場：東京都体育館　　出場：荒木萌恵選手�B　　結果：予選リーグ　　　　　1回戦　　　　　　2回戦　21・6　　　　　決勝卜一ナメント　　　　　1回戦●マスコット「きいちゃん」21−1921−11Hsu　Ya　Ching（Chinese　T；ヨipei）　　　21−11楠瀬（北都銀行）17−21　11−21Pai　Yu　Po　（Chinese　Taipei）女子栗原選手（中体運サイトより）大活躍の荒木萌恵選手jOCカップ’第34回全日本ジュニアバドミントン×会　　日程：9／21−23　　会場：埼玉県久喜市総合体育館　　出場：ジュ＝アの部　シングルス　女子　岡部�A　有川�A　　　　　　　　　　　　　　　　　男子相澤�@　　　　　　　　　　　ダブルス　　女子　有川�A・小沼�A　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　相澤�@・伊藤�A新人の部結果：ジュニアの部新人の部Schdule・・．■　　　●・．・…●　　●…シングルス　女子　栗原�A　男子塩澤�A　滝本�A女子ダブルス　　有川�A・小沼�A組　第3位男子ダブルス　　相澤�@・伊藤�A　2回戦女子シングルス　岡部�A　ベスト16　　　　　　　　有川�A　1回戦女子シングルス栗原�A　第5位男子シングルス塩澤�A滝本�A　1回戦グローバルフエスタ参加とき：10／3−4ところ1東京都　お台場発表時間13日13：00〜17：00千葉県最北端oアルファゾーンサイクリング（子どもゆめ基金助成活動）とき：11／1西武台千葉高校、利根川、江戸川を結ぶトラインアングルコース全長34キロメートル余りを、利根川治水や渡しの歴史を学びながら自転車で散策します。コースは延々と川沿いで観光名所は関宿城くらいですのが、参加者はさわやかな秋風を感じる1日になることでしよう。人里離れたコ一スですので、それなりの準備でご参加下さい。■コース概要（前半19�q、後半15�q）8：30西武台千葉高校正門前出発→利根川土手闊歩（小山地区より）→11：30関宿城博物館到着関宿城広場にて研究発表（高校生より）および昼食12：30関宿城出発　江戸川土手散策→14：45西武台：F葉高校到着15：00解散■参加費：100円■集合：朝8：00西武台千葉高校正門■申し込み：事務局までメールでお申し込み下さい。■持ち物：弁当、飲み物、タオル、着替え、カッパ等1日かけてのサイクリングに必要と思われるもの■サポーター募集1当日伴走にてサポートしていただける方を募集しております。最寄りトイレへの搬送やリタイア者への対応等何台かの伴走車を必要としています。当日お手伝いいただける方は事務局まで御連絡下さい。関宿城博物館広場での昼食休憩に飛び入り参加、道中の冷やかし等も大歓迎です。秋の野田散策を一緒に楽しみましょう！コ　　：．：　モルディブ共和国ジュニア強化選手育成支援　　　　モルディブより16歳の双子姉妹プレイヤーが来日します。主に市内選　　　手宅にホームステイし、部活だけでなく西武台千葉高校の授業に参加し　　　高校生と共に活動します。ただいま彼女たちの活動を支援していただけ　　　るサポーターを募集しております。詳細は同封のフライヤーをご覧下さ　　　い。多くの皆さんの参加、ご支援をお待ちしております。　　　滞在期間：11／29〜12／14　サリ、．：　第2回アルファレッスン（子ともゆめ基金助成活動）　　　■日時：12／5　1／23　13：00〜16：00　　　ロ場所　西武台千葉高校第2体育館　　　■参加費　200円（2日分）　　　■申し込み　11／1〜事務局までメールにて．．　�`ご　第3回アルファアカデミー　　　ロ日時：12！5　17：00〜18：30　　　■講師　：佐々木隼人氏（日本語教師　日米学院勤務、第8期卒）　　　■テーマ：多文化共生を考えてみよう一日本語教育の現場から一　　　●場所：西武台千葉高校多目的ホール　　　ロ参加費：無料　　　■申し込み：事務局までメールにて臼秋冬の大会予定　　中学：県新人大会　　　　　　　11／14−15　　船橋市総合体育館　　　　　関東オープン大会　　　　12／26−28　　　埼玉県久喜市総合体育館　　高校：県新人大会　　　　　　　11／13，14，17，18県総合ほか　　　　　関東選抜大会　　　　　　12／24−26　　神奈川県小田原市　　　★全日本総合選手権大会★　　11／30−12／6　東京都代々木第2体育館　　出場：　荒木萌恵�B　　有川友理奈�A・小沼みなみ�A　　　　　　　そのほかOB、　OGが出場します。tfiアルファアクラブのおすすめ　　　毎週水曜日、関宿総合公園体育館に　　て地域の幼児から高校生までまでが一　　緒に活動しています。子どもの部には　　OB，OGがコーチとして加わり一層賑や　　かになってきました。　　　幼児、小学生はバドミントン競技を　　通じてコミュニケーションカを養う体　　験を重視しております。ただいま定員　　Iasしておりますので、次回募集lt2015年　　3月からとなります。　　毎週水曜日16：00〜18：00ご希望の方は事務局までどうぞ。ABNニューズについてet’’’”s’”““”一’t’’’’’’’”“−t−’　アルファバドミントンネットワークでは、活動報告誌rABNニューズ」を年3回（6月、9月、2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。！h！9il；LL11w，｛upag1ggg1，1giutt　1／　al　hab　et事務局より特定非営利活動法人　アルファ八ドミントンネットワーク　ABNニュースレター21〕15孚9弓号　NO．009　先日都立西高校文化祭に、創立70周年記念行事として卓球部OBの皆さんが開催していた「荻村伊智郎展」を見に行きました。この企画を紹介して下さった中村明彦さん（元ユニシスバドミントン部部長）は、「スポーツを文化として広め、世界の平和と友好に役立てたいとその生涯をかけて挑戦した偉大な先輩の荻村伊智朗さんのことをバドミントンの方に知っていただけたということは、天国の荻村伊智朗さんに報告しなくてはいけないほど、彼が喜んでくれるニュースです」と。この展示である冊子に目がとまりました。それは荻村氏の生涯を伝え、青少年に目標を与えようとある外国人が荻村氏の生涯をまとめたものです。その冊子は副題「今日の青少年と明日の将来のために」とあり、「はじめに」でこう書き出しています。モルディブ選手支援事業を企画しているなか、これからの歩に背中を押される思いがしましたので、書き出しの数行そのまま掲載します。「子ども達は皆、理想を持っています。彼らの夢は、どこまでも果てしなく広がります。しかし残念なことに、それらの夢、特に第三世界や発展途上国の子ども達の夢が実現することは（もし実現されればの話ですが、）非常に稀なのです。」（「荻村伊智郎」一スポーッ界伝説の人物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n、・シ；叩n・m・t＿’とその世界的使命一　シェリル・ロバーツ　　　’一　・’・H，i・・＋・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　At　t　作、高木里絵訳　より）　　　　　　　　　　　　　　　表紙今何ができるかではなく、何をしたいかなのでしよう。Artfu　1「浅間山」常務理事兼事務局　高瀬麻美池田輝作品紹介NO．9制作年不詳　　油彩キャンパス1303×1940rnrn　3号連続の浅間山紹介となります。制作途中の作品です。「（浅間山の）雄大な扁平の三角形をいかに立体感をもたせるか。色の対比をいかに活かすか。この絵は特に色彩の重なりに配慮して作成した。」（「色の詩人一池田輝の世界一」より）作家の追求の道筋力沙しばかり見えるようになってきました。見えるとはいえ、それが何パーセントに達しているのかはわかりませんが。発展途上ながら、昨日までわからなかったことがわ力、るようになる。その時、己の無知に気づき他人の業を知る。黒と白の大胆な使い方を注目していましたが、その先のもう一っ別のことに気づいた今日この頃です。lnformation　　　　　　　　　　　　　　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っ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。入会申込害記入内容　　�@ご住所　　�Aお名前（OB，OGの方は卒業年及び旧姓）　　�B連絡先（電話番号及びメールアドレス）　　�C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　　　　　　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　　　　　　　西武台千葉高校バドミントン部出身者　　●賛助会員　　　　　　　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善送付先■E−mail：npobanet＠jcom．home．ne．jp■FAXIO4−7129−0678■郵送1千葉県野田市中里773−13年会費（入会金はありません）〈〉一舟固繊豊・OB＆0（stliJ）fi員◇賛助会員　　　（個人）◇賛助会員　　　（団体）会費納入方法　　　3，000円一口　3，000円（一口以上）　　10，000円（一口以上）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　○他の金融機関力、らの振込　店番058　口座番号3421995◆ちばぎん　川間支店　　口屑蕎弓　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　理事樋上照直◆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ロ座と同じです。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（2015／5〜2015／9）岡戸陽子様（14期生）、匿名希望様池田輝：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　高瀬理事実父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773−13TelO4−7129−0678　　　npobanet＠jcom．　home．　ne．　jp　　　　　　　hmp：〃www．alphabanet．com　　　　　　　　facebookもご覧ください「’Ili！／iil！川tblL

