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令和元年 連盟は新体制でスタートします
新会長

葊瀨園子

くしくも改元の年、大阪府レディースバドミントン連盟の会長を拝命いたしまし
た。『大阪に村井広美あり』この 40 年余轟いた偉大な前会長の名跡を継ぐ心境は、
一言では言い尽くせません。一年一年一つ一つ積み上げられたピラミッドの礎は揺
るぎのないものとなり、後に続くものへと継承されました。時代の変遷とともに連
盟の環境も連盟員の組成傾向も変化しています。それを踏まえながら新しく整った
体制の中で、出来る範囲の自然な流れの展開を目指したいと思います。
スポーツを通じてすべての女性が健康で輝く生き方を目指すという連盟の理念は
変わりません。家庭婦人という言葉は死語になり、女性が社会で活躍することは当然の時代となりまし
た。衰えを知らないシニア世代はますます元気です。加速するグローバル化の中で、目まぐるしく世界
は動いています。その中で自分を見失うことなく足元を踏み固め、バドミントンというかけがえのない
宝物を大切に、常に向上を目指す女性であり続けたいと考えます。
国際親善大会も創設 25 周年を迎えます。これも大阪の宝物の一つです。工夫を凝らしながら多くの
お客様をもてなせるよう、そして来年のオリンピックにもつながるよう、皆様と共に知恵を絞りたいと
思います。新しい連盟と新しい令和の年が希望溢れるものであることを切に願います。
最後になりましたが、10 年にわたる理事長としての年月に、皆様よりいただきました温かいご協力
とご支援に心よりお礼申しあげます。

新理事長

竹田由美子

25 年前、大阪の実業団チーム（三洋電機）を引退し専業主婦をしていた私に、村
井名誉会長の所属クラブである東大阪 M.B.C より「大阪でレディースの国際大会を
開催するから出場しませんか？」とお誘いを受けました。女性が開催する国際大会
への興味とレディース連盟の方々の熱意に押され参加したことがきっかけとなり、
私の勝負魂に火が付き現在に至っております。その時出場した国際親善大会は回数
を重ね今年で 25 回目を迎えます。その記念すべき大会に私が理事長として関わる
ことに運命的なものを感じます。先輩方が築いてきた歴史を守りつつ今後に繋げて
行くことが私の使命だと考えています。
レディース連盟での活動は私にとって貴重な経験ばかりでした。プレーヤーとしては数々の舞台に
立たせていただき、役員としては大会運営や海外への誘致活動などを通じ友達の輪が広がりました。連
盟員の皆さんが楽しくバドミントンできるように、また役員としてやり甲斐を感じ積極的に取り組んで
もらえるような環境作りを目指していきたいと思います。当連盟員から女性初の（公財）日バ公認 A 級
レフェリーが誕生し、東京 2020 の競技審判・競技ボランティアとして 3 名の方が推薦されました。多
方面で活躍されている方々から刺激を受け私も向上して行けるように頑張りたいと思います。皆さんの
ご支援とご協力を心よりお願いし就任の挨拶とさせていただきます。

副会長の大任を終えて・・

池田紗千子（桜ヶ丘クラブ）

1974 年（昭和 49）の立ち上げに関わって以来 40 数年、連盟と共に歩んでまいり
ましたが、この度平成 30 年度末をもって副会長を退任させていただくことになりま
した。これまで多くの出会いと幸運に恵まれて、私は今日ここにおります。名誉会
長となられた村井さんと顧問でいらっしゃる上田さんと私と 3 人での 40 数年間は言
葉で言い尽くせないほど波乱に富み、しんどくもあり、また楽しくもあった年月です。
それはたくさんの方々に支えていただいた年月でもあります。とても貴重な体験を
させていただきました。お世話になったたくさんの方々に心から感謝申しあげます。
令和という新しい時代に新しい体制の連盟がどのような未来を築いていくのか、
私はとても楽しみにしております。どうか皆さまには新生レディース連盟をこれからも末永く応援
していただきますよう心よりお願い申しあげまして退任の挨拶とさせていただきます。

◆新 副 会 長
土肥昌代（熊取）

新体制となりました連盟の副会長を拝命いたし
ました。平成の歩みとともに連盟を見てきたもの
のひとりとして、令和という未来へつなぐ橋をど
のように渉っていけばよいのか、見守り応援して
いくことが役目だと考えています。
私たちの連盟は素晴らしい団体です。整然とし
た組織、機動力あふれる役員諸姉、そして何より
パワフルな連盟員の皆様の躍動はバドミントンを超えて輝き
に満ちています。これこそ村井広美名誉会長の目指してこら
れた自立した女性の姿でしょう。日頃の練習を通じて、また
大会を通じて、研鑽の日々の中で健康で自信ある毎日が送れ
るよう、目標をもってともに進んで行きたいものです。

西野幸子（東大阪M.B.C）

満開の桜がやがて葉桜にかわるよう
に、別れと出会いの交差する季節とな
りました。
この度、前年度の参与からさらに責
任の重い副会長という役割をお引き受
けすることになりました。戸惑いなが
らの時間を迎えております。みなさま
の期待に応えられるよう、自分自身に厳しく
ありたいと思っております。
新年号令和には、人々が美しく心を寄せ合う
中で文化が生まれ育つという意味があるとか…
人のつながりを大切に、連盟員のみなさまと
楽しく歩んでいきたく思っております。

新部長 紹介
■審 判 部

渡辺明美（平野クラブ）

■広 報 部

岸田清美（コジコジ）

■ブロック活動部

那須直美（フレンズ）

■国際親善部

山内菊子（清水クラブ）

■強 化 部

常井理佐（桜ヶ丘クラブ）

「審判部」という、その責任の大きさと重さに身の引き締まる思いでいっぱいですが、新しい時代の始まりと共
に、気持ちも新たに心の鉢巻を締め直しています。役員の皆様及び諸先輩方のお力をお借りしながら、審判部一同、
力を合わせ、選手の皆様が円滑に楽しくプレイできる様に尽力していきたいと思っております。
広報部の活動に携わらせていただいて今年で 5 年目になります。直接選手の皆さまとかかわることは少ないです
が、連盟員の皆さまの生き生きとした活動を伝えられるよう頑張りたいと思います。カメラに向かって「最高の笑
顔」をお願いいたします。
副ブロック長、ブロック長の４年間を終えて、この度ブロック活動部の部長として再スタートいたします。今ま
で質問していた立場から今度はされる側になります。まだまだわからない事ばかりですが、皆様にご指導頂きなが
ら少しでもブロック長さんのお力になれる様にがんばりたいと思います。
年々海外からの参加者は増加してきました。毎回来てよかったと思っ
ていただける大会になるように試合の円滑な進行だけでなく、交流室で
のおもてなしなど今年もさらに工夫します。参加者のみなさまはもちろ
ん専門部員も楽しんでお手伝いできるようにしていきたいです。
この度、強化部部長を務めさせていただく事になり、身の引き締まる
思いです。
不安一杯のスタートとはなりますが、自分の出来る事を精一杯頑張っ
ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新ブロック長 紹介
◇豊能ブロック

藤本幸子

（スウィング）

◇三島ブロック

東郷仁美

（茨木クラブ）

◇北河内ブロック

黒川ますみ（大東クラブ）

◇中河内ブロック

渡辺樹世子（八尾クラブ）

◇泉南泉北ブロック

藤原加代子（高石クラブ）

◇市内ブロック

松島一美

（平野クラブ）

◇南河内ブロック

鷲見仁美

（狭山）

人前で話すことが苦手な私が、なぜブロック長を引き受けたのか今でも不思議です。でも、一度引き受けたから
には、責任をもって努力します。皆様に、ご迷惑をかけることがあると思いますが、先輩方にご指導いただき、新
役員、評議員の皆様と一緒に目の前の事を一つずつ頑張っていこうと思います。
私が今まで楽しくバドミントンができたのは歴代の役員の方々のおかげだということが、副ブロック長を務めさ
せていただいてから特に身に染みて感じるようになりました。
先輩方に少しでも恩返しができるよう、若いみなさんには思いっきり楽しんでいただけるよう、ブロック長の仕
事をさせていただきたいと思っています。

大東クラブ創部から 20 数年、まさか私がブロック長という大きな役をさせて頂くことになろうとは夢にも思い
ませんでした。
スタートラインに立ち不安でいっぱいですが諸先輩方のお力をお借りし、新副ブロック長・新評議員の皆様と協
力しながら北河内ブロックを盛り上げていけるように頑張ります。

子供と一緒に出来たら良いなと始めたバドミントンで、この様な大役を仰せつかる事になるとは夢にも思ってお
りませんでした。
役員の方々が今まで作り上げてきて下さったからこそ、バドミントンが私達にとってかけがえのないものになっ
ていると思います。
これからも力を合わせて皆様に思い切り楽しんでいだだけますように頑張って参ります。

この 2 年副ブロック長として貴重な経験をさせていただきました。
その経験を活かして役員、評議員さんをはじめ、皆様と協力しブロックを盛り上げ、又、他のブロック長さんと
連携を取りながら頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

平成から令和に変わるこの年に、ブロック長を務めさせていただきます。
2 年間、副ブロとしてブロック長の仕事を見てきましたが、自分に務まるか不安でいっぱいです。
市内の役員、評議員さんと力合わせ、そして平野クラブのみんなに支えていただきながら、やっていきたいと思
います。皆さん、どうぞご協力よろしくお願いいたします。

この度、南河内ブロック長を務めさせていただくことになりました。
連盟に登録させていただいて早 33 年、今回で 4 回目のブロック長となり
ます。
進化し続ける連盟のお役に立てるよう、また皆さんに楽しくバドミントン
をしていただくために、連盟とブロックとのパイプ役となれるよう気持ちも
新たに取り組みたいと思います。

第 41 回近畿レディースバドミントン選手権大会
期日：平成 31 年 3 月 23 日（土）
会場：和歌山県立体育館
優 勝 雄飛（京都府）
準優勝 川西（兵庫県）
３ 位 東大阪 M.B.C（大阪府）

第 37 回全日本レディースバドミントン選手権大会
（クラブ対抗）大阪府予選会
期日：平成 31 年 4 月 17 日（水）・22 日（月）
会場：東大阪市立総合体育館
優 勝 平野クラブ
準優勝 四条畷クラブ
３ 位 あい CLUB
＊入賞 3 クラブは 7 月 25 日（木）～ 28 日（日）、第 37 回
全日本レディース選手権大会（広島）に出場します。

A 級レフェリー誕生
百野郁子（あいＣＬＵＢ）
このたび（公財）日本バド
ミントン協会 公認 A 級レフェ
リーの資格を取得することがで
きました。公認レフェリーには
A 級 と B 級 が あ り、B 級 レ
フェリーの資格取得後に少なく
とも 10 大会以上の経験を積んだもの もしくは
日バが推薦した者が A 級レフェリーの受験資格
を得ることができます。今回の資格取得は女性第
１号ということで身の引き締まる思いです。
ご指導いただいた先生からは「レフェリーに
はなれるかもしれないが良いレフェリーになるの
は難しい」とのお言葉をいただきました。公認レ
フェリー資格登録規程（2018 － 2019）によると
レフェリーは「大会運営に関する一切の責を負い」
また「紳士淑女たることを旨とする」とあります。
公明正大ですべての所持に精通し常に冷静沈着で
あらねばなりません。
大阪府レディース連盟では本当にいろいろな
経験を積むことができました。その経験を活かし
てこれからも勉強を重ねていきたいと思います。
これまで私を育てていただき、そして資格取得へ
導いてくださった連盟のすべての皆様に感謝いた
します。

第 21 回 レッドソン杯
7 府県シニア交流会 in 島根
2019年3月13日
会場：松江市鹿島総合体育館・ニューウェーブ
平成最後となる大会が、島根県松江市で行わ
れ、大阪から 37 名が参加。
恒例となった宴会では、安来節・玉すだれなど
プロの芸を堪能し、美肌の玉造温泉で疲れを癒
し、心に残る交流会となりました。

2019 第 48 回
世界清晨盃曁呉文達盃羽球錦標賽
2019年4月11日～14日
会場：台北體育館
会長以下、14 名の連盟員が台北モーニングカッ
プに参加し、国際親善大会への誘致活動を行いま
した。詳しい活動報告と写真は連盟のＨＰで紹介
しています。

サービス高 1.15m に固定の実施
4 月 1 日競技規則 9 条サービスについて改定となり、前期リーグ戦より実施します。
サーバーがシャトルを打つ瞬間、
①シャトル全体がコート面より必ず 1.15m 以下であること。
②サーバーのラケットヘッド及びシャフトの向きは問わない。
大レの大会ではポストにコート面から 1.15m の高さにテープで
目印をつけています。
＊詳細については競技規則書（赤本）をご覧ください。
＊また不明な点は、審判部へお問い合せください。

◇新事務局員紹介◇
末藤かほる（守口東部）
月・水 10：00 ～ 15：00
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