〔７〕

The Bowling Journal

2021年6月10日発行

ＴＯＰＩＣＳ＆ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

DVD 6月22日に発売

(一社)北海道ボウリング場協

アナザーゲーム』が、ボウリン

会が過去5年にわたり開催して

グの日の6月22日に発売開始さ

きた『DoLeague』も、昨年は

れることが決定した。

新型コロナウイルス感染拡大の

収録時間は2時間40分で、

影響で、実施を断念せざるを得

価格は1枚2200円となってい

なかった。しかし道内プロチー

る。北海道場協会加盟センター

ムとアマチュア選抜チームの対

のフロントで予約申し込みがで

抗戦など、内容を大幅に変更し

きるほか、右の QRコードより

て昨年の12月29日、札幌市の

インターネットでの申し込みも

厚別パークボウルで、無観客で

可能だ。なお購入に関する問い

行われた。その模様を収録した

合わせは、北海道ボウリング場

DVD『DoLeague2020-2021

協会☏011-210-7121まで。

▶DVD『DoLeague2020-2021アナザーゲーム』

▶インターネット
申し込み用
QR コード

久保田彩花の夢実現へ前進！

四ツ木イーグルボウルが閉鎖

クラウドファンディング目標金額到達

コロナ禍でまた一つ老舗セン

期）
、渡邊航明
（49期）
、金子勇

は ギネス女王 斉藤志乃ぶ（3

ターが姿を消した。1971年
（昭

太（49期）の5人が所属。近年

期）が練習の拠点としていた。

和46年）に創業し、下町・葛
飾のレジャースポットとして長
く地元の人々に親しまれてきた
四つ木イーグルボウル（葛飾区
四つ木）が、5月31日の営業

大阪前の広場に特設レーンを設

追い風になったようだ。

置して、ボウリングイベントを

コロナ禍等の状況にもよる

開催したい」と訴え、
支援を募っ

が、当該イベントは来年春の開

てきた久保田彩花
（48期）のク

催を目指して準備が進められる

ラウドファンディング が 5 月

予定という。

人）の支援を得て、夢の実現に

夏にボウリング場協会を退会し

大きく前進した。
▲入り口前の巨大なピンが地元のランドマークとなっていた

「多くのみなさんのボウリン
グ愛を感じました。正直、
スター

弊紙創始者・津田浩が永眠
弊紙
『ボウリングジャーナル』
創始者の津田浩が、本年5月8

トした当初は（目標額達成は）

白石雅俊 NBF理事長が追悼

難しいだろうと思っていたので

「私心なく業界の発展に
尽力された方でした」

驚きもありますが、本当にうれ
しいです」と久保田。募集終盤

津田さんと初めてお会いした

日永眠いたしました。92歳で
した。

リングセンターの開場記念式典

昭和25年
（1950年）に鐘淵
紡績株式会社（現カネボウ株式

の折だったと記憶しています。

会社）に入社、その後研究職と

オイルショックのあとのボウリ

してレーンに塗布するオイルの

ングがいちばん苦しいときに、
た専門誌紙も、その終焉ととも

ボウリングジャーナルを創刊さ

ングと関わるきっかけでした。 にすべて姿を消し、危機感を抱

れてあれだけ頑張られたこと

ブームのころに次々と発刊され

いた業界関係者の後押しもあっ

に、敬意を表します。

て 、昭 和 5 7 年 に ボ ウ リ ン グ

純粋にボウリング

ジャーナル社を設立、同年9月

の素晴らしさを発信

に第1号を刊行しました。以来

したい、多くの人に

40年、本号で通算464号を数

魅力を広めたいとい

えます。

う信念で活動をされ

2年半前に体調を崩し第一線

た、私心のない、業

を退きましたが、弊紙相談役と

界のなかでも稀有な

して最後までボウリングへの愛

人でした。もう一度

着を持ち続け、縮小の一途にあ

お会いしてお話をし

る業界の行く末を案じていまし

たかった。本当に残

た。故人に代わり、生前のご厚

念です。心よりご冥

誼に感謝申し上げます。

福をお祈りします。

▲久保田彩花（©ABCテレビ）

訃報・陳勇一郎プロが逝去

のは昭和38年、西宮コマボウ

▲2016年、広島でのBOWLEXの際、
日
場協設立50周年記念式典で、業界へ
の長年の貢献に対して、NBF白石理事
長（右から2人目）
らとともに、特別表
彰を受けた（左から2人目）

れたことも、支援の輪を広げる

485万7803円（支援者251

を輩出したことでも知られ、昨

開発に携わったことが、ボウリ

向上のために「グランフロント

額の400万円を大きく上回る

同センターは、数多くのプロ

絵里子（32期）、大塚美香（40

に読売新聞（関西版）で紹介さ

30日に終了。最終的に目標金

を最後に閉店した。

た後も鶴岡みさ子（6期）、伊達

ボウリング競技の普及・人気

陳勇一郎プロが、かねてより

ウリングの発展に寄与されまし

病気療養中のところ、去る5月

た。謹んでご冥福をお祈りしま

3日に逝去されました。83歳

す。

でした。1996年にプロ入り
（6期生・ライセンス№122）、
タイトルは9個。2008年から
3期にわたり理事としてプロボ
トーナメントカレンダー

開催日
≪アマチュア≫
6 月12 日（土）〜 13 日（日）
6 月12 日（土）〜 13 日（日）
6 月12 日（土）〜 13 日（日）
6 月18 日（金）〜 20 日（日）
6 月 25 日（金）〜 27 日（日）
6 月 25 日（金）〜 27 日（日）
《プロ・オープン》
6 月 9 日（木）〜 12 日（日）
6 月19 日（土）〜 20 日（日）
6 月 26 日（土）〜 27 日（日）
7 月 2 日（金）〜 3 日（土）

大会名

開催センター

ABBF 第 47 回東日本選手権
ABBF 第 21回中日本選手権
ABBF 第 47 回西日本選手権
JBC 第 54 回全日本シニア選手権
JBC 第 57 回東日本選手権
JBC 第 57 回西日本選手権

川崎グランドボウル（神奈川）
百万石リゾートレーン（石川）
出雲会館センターボウル（島根）
稲沢グランドボウル（愛知）
百万石リゾートレーン（石川）
キャッスルボウル福山（広島）

スカイ A カップ第 42 回関西オープン
2021プロレディース新人戦
HANDA CUP プロマスターズ
第 37 回六甲クイーンズオープン

牧野松園ボウル（大阪）
スポルト八景店（神奈川）
品川プリンスホテル BC（東京）
神戸六甲ボウル（兵庫）

最新の技術、豊富な経験を持つ

ドリラー 6名在籍

当センター専属プロボウラー

時本美津子 プロ

当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙 プロ

当センター専属プロボウラー

キム スルギ プロ

当センター専属プロボウラー

名和 秋 プロ

当センター専属プロボウラー

市原 竜太 プロ

当センター専属プロボウラー

当センター専属プロボウラー

永野すばる プロ 江頭 善文 統括マネージャー

JR横浜線・相模原駅徒歩2分
http://parklanes.jp/ TEL. 042-755-1110

オンラインショップのパイオニア

今すぐアクセス

