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『 ボ ウ リ ン グ 発 祥 の 地 の 謎 』を 自 費 出 版 ── 高 田 誠 氏 に 聞 く

日本ボウリング発祥の新事実を発掘
日本のボウリング場第1号は、
1861年
（文久元年）6月 22 日、長崎に開業した『インター
ナショナルボウリングサロン』というのが、長く語られてきた定説だった。しかしそれ
に疑問を感じた高田誠さんが、10年に及ぶ調査・研究の結果、それを覆すいくつかの新
事実を発見、
1冊の本『ボウリング発祥の地の謎』（非売品）にまとめた。仕事場におじゃ
まして、その発見までの経緯をうかがった。
日付の英字紙『ナガサキシッピ
ングリスト・アンド・アドバタ
▲高田誠さん。㈱プロフェッショナルボウリングアカデミー代表として、現在も
ボウラーの相談に乗る一方、日本オリンピック委員会の情報・戦略強化スタッ
フなどの肩書も持つ
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▲約10年間の調査・研究の成果
『ボウリング発祥の地の謎』を手
にする髙田さん。非売品だが、国
会図書館や長崎県立図書館など
に収蔵されている

うので、それを責めるつもりは
ありません。ただ修正すべきと
ころは修正し、後世に正しい歴
史を残したいと願っています」

