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TOPICS

テキスト

12/13（水）
ターキークラブ・パーフェクトクラブ茶話会

12/14（木）
フレンドクラブ・スマイルクラブ茶話会

12/15（金）
エンジョイクラブお食事会

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

1/  5  ・10 ・15 ・18 ・21・24・27・30
水金 水日 土木月 火

※来場日の 15：00〜19：00
　の間には、プライベートで
　個人レッスンが可能です。
　詳しくはスタッフまで。個人レッスン 1回40分/3,000円（税込）

砂子プロ来場日のお知らせ

2017年グランドチャンピオンは・・・
川村初美選手に決定致しました＼(^o^)／
手に持っているトロフィーは、Brunswickのクリスタルピン！
センターProshopにて飾っていますので是非！生でご鑑賞ください。

12/9(土)、AREA-DoトーナメントSEASON2
チャンピオンシップが開催致されました！
計17名の選手にご参加いただき、

  AREA-Do チャンピオンシップ  AREA-Do チャンピオンシップ
[season2]

優勝

川村 初美
選手

186ピン（1位）

内村 典一
選手

171ピン（2位）
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Area-Do 女子会Area-Do 女子会
第4回第4回 第1回第1回シクラメンシクラメン Area-Do  Area-Do  

12月17日（日）、16時よりマラソンボウリング
大会を開催しました！ 計12G投球して頂き、
スコアの良い6Gのトータルにて順位決定しま
した！約6時間の長い戦い・・・参加された皆様
お疲れ様でした！！！

12月18日(月)、初の試み！男子会こと、男まつりを開催い
たしました。 サプライズで、我らが満尾社長のオンステージ！
凝った演出に皆様驚かれていました。
女子会同様ゲーム中にストライクdeビンゴを行いました!
　　　　　　　　　　　　 皆様のおかげで第1回男まつり
　　　　　　　　　　　    大成功に終わりました!! また
　　　　　　　　　　　    次回のご参加も宜しくお願い
　　　　　　　　　　　     致します！

マラソンボウリング
開催しました!!

男まつり男まつりまぁ～
　　つりだ♪

まつりだ♪

今シーズンも残すところ
あと４週です。年末年始
２週間お休みを挟みます
ので、怪我のないように
最後まで楽しく元気に参
りましょう (^O^) ／

食事会と表彰式のご案内を
いたしました！当日はうっ
すら雪が積もっていました
が、まだまだ冬はこれから
です。風邪などひかないよ
うにボウリングで元気な身
体づくりをしましょう !!

エンジョイクラブのお食事
会、今回の会場はアンスリー
ルをお借りいたしました。
楽しいお喋りと美味しい
お食事に皆様満足のご様
子でした♪

12月11日(月)、第4回Area-Do女子会「シクラ
メン」が開催されました。今回はストライクdeビン
ゴを狙え!!というビンゴゲームを折り込んで
みました。賞品は先着順だったのでとっても
盛り上がりました！ ご参加頂きました23名
の方、ありがとうございました!!

1 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！
1 月の AREA-Do も・・・

月日 火 水 木 金 土

★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～
　べっぴんさん10：15～（茶話会）
      ひよっこ 13：30～

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

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～

（表彰式）
　スマイル13：30～

（表彰式）
　　　　

   

★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～（茶話会）
       パワフル13：30～
　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
　フレンド10：15～
　スマイル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～

★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～（食事会）
      なのはな13：30～（食事会）

●JBC有馬支部会20：30～

●JBC有馬支部会20：30～

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～（食事会&表彰式）
　   パーフェクト 13：30～
　　　    （食事会&表彰式）
♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♠ステップアップ
　10：15～

♠ステップアップ
　10：15～

◆ABBF三田支部20：00～

◆ABBF三田支部20：00～

●NBF三田20：00～

●NBF三田20：00～

★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～（茶話会）
      なのはな13：30～（茶話会）
◆フレンドシニア

◆フレンドシニア

★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～　

♥レディースデー

※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。

♠投踊会20：00～
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Event
Calendar

※ ※

26 時まで営業いたします！

12〜17 時 もちつき大会

●スタッフ寺岡・岡本
　合格記念イベント
　10：00～

Pro
Challenge

プロチャレ大会成績プロチャレ大会成績

926
912
910
  855

優勝
準優勝
3位
プロ

片山　千月
内村　典一
赤西　茂晴
姫路　麗　　  プロ

選手
選手
選手

12月20日　姫路麗 プロチャレンジ
勝利者賞7名

12月20日（水）20時～、姫路麗プロチャレンジマッチが開催されました。今回は20時～の
1シフトで行われました。 勝利された選手、賞品が当たった選手おめでとうございます。
当日は、エリアドゥ三田がお陰様で3周年を迎えた記念すべき日でした！ 更に、姫路麗
プロ、全日本女子2連覇という輝かしい成績を残すという、おめでたいこと続きです。2017
年最後に相応しい大会になったのではないでしょうか。また今年のプロチャレンジマッチ
も満尾社長、砂子プロ、スタッフ一同で盛り上げていきたいと思います!!
姫路麗プロ、ご来場頂き、有難うございました。ご参加頂いた皆様、有難うございました!!
今後のプロチャレンジマッチも宜しくお願い致します!!

635
609
599

優勝
準優勝
3位

西中つなえ 選手
喜多　光子 選手
柴田　光子 選手

エリアドゥ女子会12月 11日
681
668
620

優勝
準優勝
3位

荒田　幸生 選手
柴田　輝幸 選手
前田　尚吾 選手

エリアドゥ男まつり12月18日

1425
1420
1390
1376
1373

優勝
準優勝
3位
4位
5位

内村　典一 選手
三角　安弘 選手
細見真之介 選手
谷口　　貢 選手
片山　千月 選手

マラソンボウリング12月 17日

姫路 麗プロ
チャレンジ開催 !!

センター掲示板

1 月はボウラー
会員の更新月です。
お手続きは
　　　お早めに !

インストラクター濱野の
ステップアップスクール!!
★参加料 1,500 円
★45 分のレッスンと 1〜2 ゲーム（約 1 時間半）

[ プロフィール ]

・ボウリング歴 20 年
・JPBA 認定ライセンス 1 級インストラクター
[ プロフィール ]

・ボウリング歴 20 年
・JPBA 認定ライセンス 1 級インストラクター月 10:151/ 22

10:151/ 8

Step Up

School !!

 ※参加の際、エリアドゥ非会員の方は、
　会員入会が必要となります。
　別途一般会員入会料（300 円）

20:00スタート!!
1/27 土

投踊会開催 !!
なげようかい

ID: ad.co.ltd

Instagram
はじめました！

⬆ ぜひフォローして
　　 くださいね♪

たくさんのご参加ありがとうございました！

Urara　Himeji
Challenge!!

祝月

 3周年記念ガラポン抽選会!
豪華賞品盛りだくさんで、
ご来場の皆さまにお楽しみ
 いただきました♪ 4年目の
  エリアドゥも、よろしくお願い
   いたします！

　12月のエリアドゥは　　　　クリスマス一色！
たくさんのイベントで　　　　　皆さまをお迎えしました。

ガラポン
大盛況 ! 祝♥

3周年
祝♥
3周年

◀わくわく！ドキドキ！の
　ムーンライトストライクゲーム
　クリスマスバージョン♪

センターに大きなアドエリの▶
　イラストが出現 !! みんなの　

力で楽しいクリスマス　
イラストが完成しました♪　

クリスマスイベント♪　　盛り上がりましたクリスマスイベント♪　　盛り上がりました


