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一般情報など 

（１）新型コロナウイルス感染拡大対策として行事の自粛を決定 

   4月 7日に安倍総理大臣がまず東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県などを含む７都府県に対して

緊急事態宣言を発出して、当面 5月 6日までの期限で外出自粛や休業などをされたことに相前後して

当法人としても次のように決定した。 

  １．4月 2日に関西ローンボウルズ協会役員が緊急 WEB会議により 4月、5月の 2か月間にしあわ

せの村および明石公園で開催予定の協会主催、主管のローンボウルズ大会等の中止を決定。 

    これと相前後して、しあわせの村および明石公園のローンボウルズグリーンが 5月６日まで 

    クローズとすることが施設管理者からも決定された。 

  ２．関東ローンボウルズ協会も昭和記念公園および YC&ACのローンボウルズグリーンがクローズさ

れた（期限は未確定）ことに伴い、実質的な活動を休止した。 

  ３．4月 11日開催の当法人の理事会、総会(下記)において、当法人が主催の全国オープン大会およ

び日本選手権大会（予選・本選大会）は 2020年度はすべて中止とすることを決定した。 

    従って、残るのはワールドマスターズゲームズ 2021関西 1年前リハーサル大会、第 74回全国

レクリエーション大会 2020ひょうご、明石市総合体育大会などの上部団体が主催する大会で

緊急事態宣言が解除されたときに開催続行が決定されるものがあるかどうかによって決まる

ことになる。まずは市民の生命の安全を第一優先とすることが当然であるので、やむを得ない

ことである。 

    

（２）定期理事会および総会をＷＥＢ会議で開催 

   2019年度の事業実績報告および 2020年度の事業計画等をＮＰＯ法人所轄官庁に提出する義務を

履行するためには、4月 11日に計画した標記会議はどうしても実施する必要があったため、当法人と

しては初めての経験となったがＷＥＢ会議でこれを実施した。各理事等は自分のパソコンあるいはス

マホを用いて自宅に居たままで会議に参加し所定の議事を無事に終了させることが出来た。 

 後のページに概要を記載しているが、さらに詳細内容は各クラブ代表にメール配信ずみである議事録

を見ていただけるとよい。 

 

（３）新規加入クラブの紹介 

   上記の理事会、総会で次の 4クラブが 2020年度から新規加入することが承認された。このうち、

東京ローンボウリングクラブと帝京中・高校ローンボウリングクラブは 1年間休会の後の復帰であ

り、クリルと Jack Snipes(ジャック・スナイプス)は新規加入である。 
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クラブ名 代表者名 構成員数 所在地 

東京ローンボウリングクラブ 松原敬之（マツバラタカユキ） 17名 東京都板橋区 

帝京中・高校ローンボウリングクラブ 松原 忍（マツバラシノブ） 9名 東京都板橋区 

クリオ 井芹慎哉(イセリシンヤ) 13名 神戸市垂水区 

Jack Snipes(ジャック・スナイプス) 谷 翔太(タニショウタ) 7名 大阪府堺市 

 

 

2020年 4月の行事、活動などの結果 

下の（１）から（４）までの競技大会はいずれも新型コロナウイルス対策で中止とした。 

 

（1）SV リーグ 2020 年度上期大会(第 1,2 最終節) 

主催：ＢＪ 関西支部 主管：SVリーグ実行委員会   

リーダー： 村人クラブ、会計：神戸タッチャーズ、記録：ＡＬＢＣ  

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：4 月 4 日（土）、18 日（土）12:30～16:00 

 

（２）Ｍリーグ 2020 年度前期大会(第 1,2:最終節) 

主催：ＢＪ関西支部 主管：M リーグ実行委員会 

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時： 4 月 11 日（土）、26 日（日）13:00～16:00  

競技内容：チーム編成は当日の抽選にて決定。参加人数によりペアーズ、トリプルズ戦を行

う。ポイントの計算方法は、｛勝ちエンド数×１ポイント+ゲーム勝利のとき 2 ポ

イント（引き分けなら 1 ポイント）｝ 

 

（３）A リーグカップ 2020 年前期大会(第 7、8 節) 

主催：ＢＪ関西支部 主管：Ａリーグ実行委員会 

場所：明石公園ローンボウルズグリーン 

日時：4 月 5 日（日）、19 日（日）12:45～16:00   

 

（４）2020 年春季明石市総合体育大会ローンボウルズ大会 

主催：明石市体育協会   

主管：関西ローンボウルズ協会、明石市ローンボウルズ協会、Ａリーグ実行委員会 

場所：明石公園ローンボウルズグリーン 

日時：4 月 12 日（日）8:45～17:00   

競技内容：男女不問トリプルズズ戦、 

1 ゲームは一人 3 球×8 エンド（ただし 75 分の時間制限つき） 

これを 4 ゲーム行って、勝ち点および得失点差により順位決定する。                   
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（５）テレビフジが明石公園に取材に來所  

    4 月 6 日(月)13 時から 17 時までテレビフジのインタビューアーとビデオカメラマンの 2 名が

東京から來所した。毎朝 6 時頃から放映されている「めざましテレビ」という番組の中で、日本

一の称号を持つ人物を紹介するというコーナーからの取材で、今回はＢＪのホームページで見つ

けた「2019 年度女子シングルス・チャンピオン」の合田洋子さんを取り上げたいとのことで申

し込みがあり、ちょうど桜が満開の明石公園ＬＢグリーンで練習風景、個人インタビューなどを

行っていった。放送は 4 月 14 日(火)になされた。 

                                                                                                                                            

（６）会議出席予定 

   下の 4 つの会議はいずれも新型コロナウイルス対策で会議中止となり、後日に会議資料のみ郵送

されてきた（行事そのものの中止はまだ決定されていない）。 

＊第 74回全国レクリエーション大会 2020ひょうご大会 準備委員会 

     日時：4 月 15 日（水）14 時から 16 時時 

          場所：神戸市勤労会館 4 階 

     出席予定者：奥田ＢＪ理事長、西口 関西ＬＢ協会事務局長 

     備考：ローンボウルズ大会は 11 月 15 日（日）に明石公園で開催予定 

    ＊第 4回関西シニアマスターズ大会兵庫大会 実行委員会設立総会 

     日時：4 月 2４日（金） 

          場所： 

     出席予定者： 

     備考：ローンボウルズ大会は 10 月 7 日（日）に明石公園で開催予定 

    ＊兵庫県生涯スポーツ大会 実行委員会総会 

日時：4 月 2４日（水）16:00～17:00 

          場所：兵庫女性交流館 5F  501 号室 

     出席予定者：西口 関西ＬＢ協会事務局長 

     備考：兵庫県生涯スポーツ大会初級者ローンボウルズ大会は 

9 月 19 日（土）にしあわせの村で開催予定 

＊第 74回全国レクリエーション大会 2020ひょうご大会 

 実行委員会設立総会（14 時から 16 時）、運営委員会（16 時から 17 時） 

     日時：4 月 27 日（日） 

          場所：兵庫県民会館 9 階 

     出席予定者：児島 関西ＬＢ協会会長 

     備考：ローンボウルズ大会は 11 月 15 日（日）に明石公園で開催予定 
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（７）定期理事会および総会の開催結果 

 開催日時： 令和２年 4月 11日（土）13時から 17時まで 

開催場所： WEB会議方式で行った。 

会議主催場所：神戸市西区桜が丘東町 2-5-10 森 紘一 宅 

議事予定： 

 ●WEB会議のセッティングおよび出席者点呼（13時～13時半） 

 

●2019(令和 1)年度最終理事会（13時半～14時半） 議長：奥田理事長 

   第 1号議案 2019年度事業結果報告書および決算報告書の承認の件 

            承認された。 

   第 2号議案 2020年度事業計画書および予算計画書の承認の件 

            全国オープン大会および日本選手権大会の全面中止が 

            決定された。それ以外は承認された。 

   第 3号議案  過去 4年間の決算報告書の一部訂正の承認の件 

            承認された。 

  ●2019(令和 1)年度定期総会（14時半～16時半） 議長：山田会長 

    第 1号議案 2019年度事業結果報告書および決算報告書の承認の件 

            理事会決定通りで承認された。 

    第 2号議案 2020年度事業計画書および予算計画書の承認の件 

            理事会決定通りで承認された。 

   第 3号議案  過去 4年間の決算報告書の一部訂正の承認の件 

            理事会決定通りで承認された。 

第 4号議案 2020年度の正会員、理事、事務局員の異動の承認の件 

         次表の通り承認された。 

 新任、新入会 退任、退会 

団体正会員 東京ﾛｰﾝﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 

帝京中・高校 LBC 

日本移植者倶楽部 

団体普通会員 クリオ 

Jack Snipes 

 

理事 松原敬之 

松原 忍 

松浦美月 

下野 浩 

川本真浩 

事務局員 藤川辰美 宮北 茂 

第 5号議案 定款変更(団体名称および団体事務所変更)の承認の件 

            提案通りで承認された。 

   第 6号議案 会員制度の一部変更の承認の件 

            提案通りで承認された。 

第 7号議案 任意団体関東ローンボウルズ協会、関西ローンボウルズ協会 
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設立の承認の件 

   提案通りで承認された。 

   第 8号議案 倫理規定、懲戒規定の 4月から施行の承認の件 

            提案通りで承認された。 

●2020(令和 2)年度第 1回理事会（16時半～17時） 議長：奥田理事長 

     第 1号議案 諸制度改革検討小委員会設置の件 (提案者：坂本部長)  

  内容を一部見直しするという条件付きで承認された。 

 

（８）関西ローンボウルズ協会 2020 年度第 1 回運営委員会 

日時：4 月 25 日（土）13:00～17:00 

          場所：しあわせの村 

     議題：2020 年度事業計画(確定版)の周知徹底 

     結果：新型コロナ対策で中止。会議資料のみ後日に配布した。 

 

 

2020 年 5 月以降の計画、予定 

 

下記の（１）から（３）までは全て新型コロナ対策で中止となる。 

（１）SV リーグ 2020 年度後期大会(第 3,4 節) 

主催：関西ローンボウルズ協会  

主管：SV リーグ実行委員会    

リーダー： 村人クラブ、会計： 神戸タッチャーズ、記録：ＡＬＢＣ 

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：5 月 13 日（土）、30 日(土) 12:30～16:00 

 

（２）Ｍリーグ 2020 年度前期大会(第 3,4 節) 

主催：関西ローンボウルズ協会  

主管：M リーグ実行委員会 

場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン 

日時：5 月 9 日（土）、23 日（土） 12:30～16:00（12 時 40 分までに受付完了のこと） 

 

（３）A リーグカップ 2020 年前期大会(第 7、節) 

主催：関西ローンボウルズ協会  

主管：Ａリーグ実行委員会 

場所：明石公園ローンボウルズグリーン 

日時：5 月 3 日（日）、17 日（日）12:45～16:00  

 

                                 


