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TOPICS

テキスト

健康ボウリングLeague♪ 【1月のイベント】健康ボウリングLeague♪ 【1月のイベント】
1月も、各クラブで茶話会・お食事会・表彰式を開催しました。普段のリーグもわいわい賑やかですが、皆でゆっくりお喋りできる会も楽しみですね。
美味しいお食事に会話も弾み、皆様とても楽しそうでした！今シーズンも最後まで怪我のないようにボウリングを楽しみましょう♪

1月7日(日)・8日(祝月)、2日続けて新春イベントもちつき大会を行い、たくさ
んのお客様にご来場頂きました。あんこにきな粉に大根おろしに砂糖醤油♡ 
つきたてのお餅は絶品でしたね。お餅は食べようとすると長く伸びること

から、長寿の象徴として縁起が良いとも言われています。今年も皆様が
健康で元気に過ごしていただけることを祈っております!!ご参加頂い
た皆様、お手伝いしてくださった皆様、ありがとうございました。

スタッフも
一緒に

楽しんでます♪

2 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！
2 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～（食事会）
　ひよっこ 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～（茶話会）

★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～（表彰式）
      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
　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～
　　　　　（表彰式・食事会）
       パワフル13：30～（食事会）
　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
　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
　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～
　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

★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

♥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～

♠寺子屋 18：00～

◆ABBF三田支部20：00～

◆ABBF三田支部20：00～

●NBF三田20：30～

●NBF三田20：30～

♠投踊会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～（表彰式）
      なのはな13：30～（表彰式）

◆フレンドシニア

◆フレンドシニア

●霜出佳奈プロ
　チャレンジ
　14：00～/19：00～

●第8回ふれあい
　ボウリング大会
　　10：30～

★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～　

♥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。
※2/1より営業時間は10：00～24：00（土日祝前日は10：00～25：00）までとなっております。
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●小野・池田スタッフ
　チャレンジ16：00～

● 節分イベント

● バレンタインイベント

922
883
880
872
830

AVE. 181
AVE. 175

優勝
準優勝
3位
4位
5位

片山 幸一 選手（エリアドゥ三田）
関根 　満 選手（エリアドゥ三田）
津守 威輝 選手（神戸スカイレーン）
多賀 夏子 選手（神戸スカイレーン）
塩手 信暉 選手（エリアドゥ三田）

神戸スカイレーン
エリアドゥ三田

センター
親善
交流大会

1月15日

勝利!!

1月15日(月)10時より、第４回目となるセンター親善交流大会が
神戸スカイレーンで行われました。 AREA-Do三田からは27名の
方にご参加頂きました。勝者は今回も神戸スカイレーンでした。
しかし!!今のところ、2勝2敗の引き分けです!!いい勝負ですね！
次回の親善交流大会はAREA-Do三田ボウリングセンターで開催予定です。
次回こそは勝利を手にしましょう!!
今回ご参加くださった皆様、早朝から有難うございました。
またのご参加を宜しくお願い致します。

大会成績大会成績

センター親善交流大会
開催されました
センター親善交流大会
開催されました

VS

2018 年も
お互いに

頑張りましょう♪

ぺったん

ぺったん

大好評 !
大好評 !

新年祝い
もちつき

大会

新年祝い
もちつき

大会

場  所：エリアドゥ三田
参加費： 2,500円 （4ゲーム）

3/5 月 10:00スタート

センター親善交流大会
60才
以上の方
限定

VS神戸スカイレーン

三
月
予
告 3/1木 19:00スタート

涙と笑いの !
スタッフ卒業パーティー

チャレンジ
スタッフ卒業パーティー

チャレンジ

節分イベント開催！
（土）

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

日 10:152/25
10:152/12 祝月

Step UpSchool !!

[ 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

インストラクター寺岡
ボウリング教室

寺子屋開講!
レーンパターンを

一緒に勉強しよう！

てらこや

18:00
月2/19

★定員 5 名
★90 分のレッスン
★参加料  1,500 円

[ プロフィール ]

・ボウリング歴 2 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 2 年

・JPBA 認定ライセンス
  1 級インストラクター

For Kids

2/14
（水）

ご来場の方全員に
素敵な♥プレゼント

ご用意しております！

9
（火）

25
（木）

18
（木）

16
（火）

24
（水）茶話会 茶話会

食事会＆表彰式
at がんこ三田の里 表彰式

食事会
at SANDAHOTEL

なのはなクラブなのはなクラブ スマイルクラブスマイルクラブ ターキークラブターキークラブ フレンドクラブフレンドクラブ

さくらクラブさくらクラブ ハッスルクラブハッスルクラブ フレンドクラブフレンドクラブ パーフェクトクラブパーフェクトクラブ スマイルクラブスマイルクラブ


