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TOPICS

健康ボウリング League 茶話会開催しました♪健康ボウリング League 茶話会開催しました♪

お食事会と次回シーズンのご案内
をさせていただきました。

5/12（金）
ハッピークラブ茶話会

マイシューズのお手入れの仕方
についてお話しました。

5/16（火）
ハッスルクラブ茶話会5/9（火）

さくらクラブ&なのはなクラブ茶話会
新しくスタートしたさくらクラブとなのはなクラブの
茶話会を行いました。教室卒業されてからもう5週が
経ちましたが皆様いかがでしょうか??
今回は矢島純一プロのステップアップボウリングレッ
スンのDVD観賞、スタッフも勉強になりました。私た
ちスタッフもまだまだ分からないことだらけなので、
皆様と一緒に勉強していけたらと思っております。

矢島純一プロのステップ
アップボウリングレッスン
のDVDを観賞しました。

5/19（金）
べっぴんさんクラブ＆
ひよっこクラブ茶話会

健康ボウリング教室を卒業された
新クラブの皆様、5週が終わりましたが
いかがですか？まだまだお話をされた
事のない方もいらっしゃるのではない
でしょうか？これからお友達の輪を
どんどん広げて楽しく元気にやっていきましょう♪

前回の茶話会で十分なお時間と場所を提供できませんでしたので、
今回はゆっくりとお時間を取って頂きました。
皆様、来週からも宜しくお願いします!!!

6 月のスケジュールお楽しみ盛りだくさんでお待ちしています！
6月の AREA-Do も・・・

月日 火 水 木 金 土

※諸事情により急遽予定が変更となる場合がございます。※火木金は16：00までレーン規制がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
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★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
      ひよっこ13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
      ひよっこ 13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～
　　　　　表彰式＆食事会
　べっぴんさん10：15～
      ひよっこ 13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
      ひよっこ 13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ10：15～茶話会
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
      ひよっこ 13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　　　　　　　　茶話会
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場
♣砂子プロ来場

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～食事会
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

●JBC有馬支部会
　20：30～

●JBC有馬支部会20：30～

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト13：30～

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー● 父の日

♥レディースデー

♥レディースデー

♠ステップアップ
　13：00～

♠ステップアップ
　10：15～

◆ABBF三田支部20：00～

◆ABBF三田支部20：00～

●Area-Doトーナメント
　19：00～
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Event
Calendar

●NBF三田20：00～

●NBF三田20：00～

♠投踊会20：00～

●ロバート・リー プロ
　チャレンジ19：00～

◆フレンドシニア

◆フレンドシニア

6月22日はボウリングの日です!

ボウリングの日
イベント開催

ボウリングの日
イベント開催

♥エリアドゥ女子会
　「ひまわり」13：00～

姫路 麗プロ

Pro
Challenge

撮影協力：大庭弘義様

チャレンジマッチ開催!!

プロチャレ大会成績プロチャレ大会成績
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優勝
準優勝
3位
プロ

優勝
準優勝
3位
プロ

和田 勝弘
大城戸 和義
片山 幸一
姫路プロ

岡田 淳
片山 幸一
内村 典一
姫路プロ

選手
選手
選手

選手
選手
選手

姫路プロチャレンジ5月 13日
勝利者賞13名

勝利者賞1名

5月13日(土)姫路麗プロチャレンジマッチが開催されました！
祝・初来場！ボウラーズタウンお披露目チャレンジ！ということでたくさんの方にご参加
頂きました♪皆様、姫路麗プロとのご投球はいかがでしたでしょうか？ボウリング人生の
中の大きな思い出となったのではないでしょうか。ご来場頂いたお客様、姫路麗プロ！
ありがとうございました！またのご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。  

たくさんのご参加ありがとうございました！

エリアドゥ三田は
さんだ美人コンテストを
応援しています

10/9 月・祝
13：00～18：00

会場：三田市郷の音小ホール

出場者募集中 詳しくはホームページをごらんください

http://sanda-bijin.com

☆優待券プレゼント

6/24〜7/9
土日限定

6/18（日）〜30（金）

短冊にお願いごとを書いて、笹に飾ろう!NBF（日本ボウラーズ連盟）
エリアドゥ三田ボウリングセンター支部発足！

NBFエリアドゥ三田支部で一緒にボウリングを楽しみませんか!!
月例会/第1・第3水曜日20:00～

参加費：1,500円
目標達成者にはポイント券をプレゼント! エリアドゥ三田ボウリングセンター

会員の方ならどなたでも参加できます。
NBF三田支部長　柴田輝幸 090-6735-1741 または、
エリアドゥ三田　寺岡一真 079-957-0800 まで

月例会の申込は、

☆アメリカン方式
　6ゲーム 

当日申込
OK

いつもおしごとをがんばっている
おとうさんに、てづくりのおまもりをわたそう！

For Kids
父の日イベント開催!

スコアビンゴ開催しました！
～4/29 土 5/7 日

ゴールデンウィークの限定イベント、スコアビンゴは
144名ものお客様がクリアされました。おめでとうござ
います!!!思っていた以上にクリアされた方がたくさん
いらっしゃってびっくりしました!!

この度の支部設立に際し柴田支部長をはじめとした支部員の方々のご尽力に深く
感謝いたします。NBFの「明るく楽しいボウリング」を多くの人々に呼び掛け、支部
活動をさらに活性化していただければと思います。支部設立に際しご協力いただいた
関係各位にも改めて感謝申し上げます。

プ
レ
ゼ
ン

トの缶バッジも大

好
評でした♪

日本ボウラーズ連盟  理事長  白石雅俊

母の日イベント開催しました
今回の母の日イベントは、お子様にお手伝いカードを
お配りしました。いつも頑張っているお母さんにお手伝
いカードを使って助けてあげよう！たくさんのご参加
ありがとうございました。

今回の母の日イベントは、お子様にお手伝いカードを
お配りしました。いつも頑張っているお母さんにお手伝
いカードを使って助けてあげよう！たくさんのご参加
ありがとうございました。


