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今回はHDCPを
自由に決めて頂ける、
一風変わったゲーム方式で
行いました。 卒業スタッフの
合計AVERAGEに

一番近い方が優勝となります！
おめでとうございました！
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TOPICS

健康ボウリングLeague♪ 【3月のイベント】健康ボウリングLeague♪ 【3月のイベント】
2月23日(金)から3月9日(金)までのLTBクラブリーグの表彰式とお食事会のご紹介です! 気温差の激しい季節になってきました...。 
まだまだ寒い時もありますので、体操とストレッチをして十分身体をほぐしてからボウリングを楽しみましょう！
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エンジョイクラブエンジョイクラブ

23
（金）
2/ 3/

春も
ボウリングで
健康増進！

べっぴんさんクラブべっぴんさんクラブ

2
（金）

ひよっこクラブひよっこクラブ ひよっこクラブひよっこクラブ

4 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！
4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。
※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。

Event
Calendar

♥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～

♥レディースデー

♠寺子屋 19：00～

●志度ファミリー親善大会
　10:00～

★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～
      なのはな13：30～

◆ABBF三田支部20：00～

◆ABBF三田支部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～
    なのはな13：30～

◆フレンドシニア

◆フレンドシニア

★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
　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

♥レディースデー

●NBF三田20：00～

●NBF三田20：00～

★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

★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
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～　
♥レディースデー

★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～（表彰式）
　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～（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
　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～

♣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～

●JBC有馬支部会20：30～

●JBC有馬支部会20：30～
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●キムスルギプロ
　チャレンジ
　16：00～

●川口先生クリニック
　10：00～/14：00～

♠投踊会18：00～

♥さんだ美人杯
　13：30～

3/21（水・祝）～4/8（日）3/21（水・祝）～4/8（日）春休みキッズイベント春休みキッズイベント
学生さん春休みサービス学生さん春休みサービス

3月5日(月)、2か月に一度のセンター親善交流大会が開催されました。2勝2敗から結果は...
見事エリアドゥが勝利し、クリスタルピンを取り戻しました!今回はエリアドゥ三田31名、神
戸スカイレーン30名の合計61名もの方に交流戦を楽しんで頂きました！回を重ねるごとに
参加してくださる方が増えて、楽しさも倍増ですね。この調子で次もクリスタルピンをものに
しましょう！ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました！

場所：神戸スカイレーン です!次回は 5月7日（月）10：00～10:00
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

845
844
831
825

AVE. 183
AVE. 180

AVE. 202
AVE. 195
AVE. 193
AVE. 185
AVE. 170

合計AVE. 189

優勝
準優勝
3位
4位

柴田 輝幸 選手（三田）
金田 京子 選手（神戸）
柴田 光子 選手（三田）
西中 つなえ 選手（三田）

多賀 選手（神戸）
関根 選手（三田）
西田 選手（三田）
片柳 選手（神戸）
久保 選手（神戸）

エリアドゥ三田
神戸スカイレーン

センター
親善
交流大会

3月5日
勝利!!

個
人
賞

B
O
X
賞

3月1日(木)、スタッフ卒業チャレンジが開催されました！参加者は18名、
卒業スタッフ4名、急遽門出を祝う為に現スタッフも5名駆けつけ、計27名
で行われました。たくさんの方に祝ってもらい、卒業スタッフも皆終始とて
も良い笑顔でした。ご参加頂き心より感謝申し上げます。これからもたくさ
んの方に足を運んでいただけるセンターをスタッフ全員で作っていきたい
と思っておりますので、よろしくお願い致します。

Staff
Challenge

スタッフ卒業チャレンジ開催

たくさんのご参加ありがとうございました！

AVE. 308.333
AVE. 275.667
AVE. 263.667
AVE. 247.667

合計AVE. 273.877
AVE. 274.667
AVE. 272.667
AVE. 275.667

優勝
準優勝
3位

東本 輝美 選手
杉野 正樹 選手
杉田 雅治 選手

柴原　スタッフ
建元　スタッフ
西田　スタッフ
川満　スタッフ

スタッフ卒業チャレンジ3月1日

開催！

マンスリーパーティー !!マンスリーパーティー !!
Monthly Party!!Monthly Party!!Monthly Party!!

3月

/ ・3 15木 21 祝水

今回のMonthlyは1・2ゲームは通常ゲーム、My Shotのシステムを活かしたゲーム
を点数化したものを3ゲーム目にしました。イレギュラーな勝負でしたが、普段では
味わえないゲーム性を楽しんで頂けたのではと思います!  順位表彰、勝利者賞は
ホワイトボードに掲示しております！ボール抽選
では、岡本スタッフが引き、大会初参加の新小田羅
威晃選手に当選しました！おめでとうございます! 
2日間ご参加頂き有難うございました。 次回日程
は未定ですが、そろそろ好評のノータップゲーム
をしようかと考えておりますのでお楽しみに!

五
月
予
告

5/12土
14:00/19:00
の2シフト

姫路 麗プロ
チャレンジ開催 !!

5/20 日
10:00受付・
10:30スタート

第9回
ふれあいボウリング大会

『健康経営優良法人』の認定を受けました
もっと愛されるセンターに!!  

株式会社AREA-Doが日本健康会議/（経済
産業省・厚生労働省）に於いて『健康経営優良
法人』の認定を受け、有楽町朝日ホールにて授
与式が開催されました。これからも健康・健全
経営を心掛け、地域の皆様及び、運営を支える
スタッフと共に健康増
進・健全運営を進めて参
ります。恐らくボウリング
業界に於いて部門初の
取得となりますが、感謝
の意を以て主旨に向き
合い実践致します。
引き続き宜しくお願い申
し上げます。

2月17日(土)、 日本ボウラーズ連盟(NBF)の
理事長：白石雅俊 様、副理事長：坂田正祐様 
がお越しくださいました！ 個別センターのご訪
問は非常に珍しい機会と伺っております。ご多
忙の中にも関わらず、心より感謝御礼申し上げ
ます。業界の歴史を含め沢山のお話をお伺いす
ることが出来ました。これからも、お変わりなく
お元気に業界をリードしていただければと存じ
ます。NBFのモットー“明るく楽しく”をNBF三
田支部様、及び弊社AREA-Do三田ボウリン
グセンターも一緒に実践してまいります。

春休みキッズ企画

たまごをさがしてぬり絵をし
よう
!たまごをさがしてぬり絵をし

よう
!たまごをさがしてぬり絵をし

よう
!

　     Happy Easter !
春休みキッズ企画春休みキッズ企画

3月21日(祝水)～4月8日(日)、センター初！
イースター祭を開催中♪センター内に隠されて
いる卵を探して、卵に模様や絵を描いて優待券
とプレゼントをゲット！更に抽選で8名様に今
大人気の“ぐでたま”のぬいぐるみやトイレット
ペーパーが当たる!!  ※無くなり次第終了となります

学生さん
春休みサービス
実施中!!

優待券
プレゼント!


