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総務部

一般情報など

（１）ワールドマスターズゲームズ 2020 関西の実行見込みについて
新聞報道によれば、新型コロナウイルスの状況を見て、来年 5 月に予定通りに実施するかある
いは延期とするかの決定を 11 月にスイスで開催される国際マスターズゲームズ協会(IMGA)の総
会で最終判断されることとなったということが 7 月 4 日開催された関西広域連合の会合で組織委
員会会長の井戸兵庫県知事から報告されました。
以下は非公式情報ですが、IMGA の選択肢は「中止」か「実施」かのどちらかのみで「延期」の選
択肢はなく、且つ「中止」となっても既に日本から支払いされている供託金は返還されないらし
いとのことで、ワールドマスターズゲームズ 2020 関西実行委員会としては参加者が国内選手だ
けになってもやむを得ないとして、予定通りに決行する方向であるらしいとのことです。
事実、既にローンボウル種目への参加申し込みがあった海外チームのいくつかからは新型コロナ
ウイルス発生を理由にしてキャンセルの連絡が入ってきており、ローンボウルズとしても国内か
らの参加者を増やすことでその穴埋めをする必要がある状況になりつつあります。
（２）新入会員の紹介
7 月の新入会者を紹介します。

熊谷加代子さん、森口早苗さん、村田良和さん

上記３名の方が NPO 法人ローンボウルズクラブＡＬＢＣへ入会されました。

2020 年 7 月の行事、活動などの結果

（１） JPC（日本パラリンピック委員会）ビジョン案説明会に参加
日時：7 月 1 日（水）17:30 から 18:30
場所：Zoom Web 会議
参加者：山田会長、奥田理事長
説明された内容：
JPC ビジョン
「将来こうありたい」と JPC が理想とし、

誰もがスポーツの喜びを分かち合える未来の創造

追及する姿
JPC ミッション
JPC が果たすべき使命、JPC の存在意義

パラアスリートの活躍を支援し、パラリンピックムーブ
メントを推進すること。
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JPC 戦略

１）競技力向上戦略

ミッション遂行のための総合的な方針

（１）競技団体の組織力の強化
（２）トップアスリートの強化
（３）次世代選手の発掘・育成
（４）インテグリティ（高潔性）の強化
２）パラリンピックムーブメント推進戦略
（１）広報・ブランディング（知名度向上）
（２）パラスポーツ教育
（３）パラアスリート教育
（４）国際協力

（２） 関西ﾏｽﾀｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ 2020 第 15 回ひょうご生涯ｽﾎﾟｰﾂ大会 総合開会式に参加
日時：7 月 5 日（日）10:00 から 10:30
場所：兵庫県民会館（県民ホール）
参加者：児島関西ローンボウルズ協会会長、西口事務局長
備考：初級者ローンボウルズ大会は 9 月 19 日（土）しあわせの村で開催する。
募集案内は 7 月 29 日に各倶楽部代表あてにメール配信された。
（３）日本選手権大会についての見直し検討小委員会（ＷＥＢ会議）開催
第 6 回：7 月 11 日（土）20:00～21:30
第 7 回：7 月 26 日（日）20:00～21:30
内容：地区別割り当て枠数、賞品規模、地区予選会の持ち方、等の詳細案
を検討
（参加メンバー）奥田理事長、坂本技術・競技部長、児島久雄、Alex Hendy、小山 潤、
小山裕木恵、川本真浩、松浦美月 森 紘一、松岡 緑
（４） 明石ローンボウルズグリーン改修について打合せ
日時：7 月 17 日（金）10:00 から 11:00
場所：兵庫県庁１号館１０階 県土整備部公園緑地課会議室
参加者：公園緑地課 藤井主幹ほか１名
BJ 奥田理事長、森事務局長、藤川事務局員
内容：基礎の不陸（デコボコ）修正は 2020 年１２月２１日以降～２月末までに施行する。
人工芝カーペットの更新はペンデイング（来年度以降？）
（５）スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査に関する説明会に参加
日時：7 月 20 日（月）
、21 日（火）14:00 から 15:30
場所：Web 会議
参加者：山田会長、奥田理事長、森事務局長
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内容： １）主催者（日本障がい者スポーツ協会）挨拶（５分間）
２）審査制度に関する説明（５５分間）
３）質疑応答（３０分間）
当法人は 10 月末までに対応状況説明資料を提出し、11 月頃に現地審査を
受審する予定であり、そのための準備の必要事項の詳細が説明された。
43 項目ある審査項目のうち 1 項目でも不適合があると、令和 3 年度からの競技力向上
事業助成金は申請できなくなる、というきびしい内容となっていることが説明された。
（６） 第 21 回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会を開催
主催：兵庫車いすローンボウルズクラブ
場所：兵庫県立障害者スポーツ交流館

日時：7 月 12 日（日）9：00～17：00
内容：オープン・トリプルズ戦。１８名（６チーム）が参加。

各チームが、１試合５０分戦を４試合競技した。
結果：
順位

出場選手名

優勝

前林 典子／片井 加代子／片井 弘行

2位

平松 康雄／澤田 昭雄 ／伊藤 彰哉

3位

藤川 辰美／川村 信子／前林 好信

4位

植松 博至／宮内 廣二／鐘本 隆明

5位

植松 寿子／野上 京子／松本 節子

6位

野上 哲男／スーザン・ヤップ／松本 道徳

記事：新型ウイルスコロナ対策自粛あとの初めての行事再開であるため、
三密を防ぐため間隔を広げて２リンクでの規模縮小開催となりました。
また、入館時には、マスク着用・検温・手指の消毒と、これまでとは違う雰囲気
で久しぶりのゲームが始まりました。
ゲームが始まると、全員がマスクをしている以外は変わりなく、楽しい一日を過
ごしました。
（７） SV リーグ 2020 年度大会(第 1,2 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：7 月 1 日（水）
、18 日（土）9:30 スタート～
結果：7 月 18 日終了段階での成績結果
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（受付：9:00〜）

順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10 位

チーム

村人ｸﾗ

ﾀｯﾁｬ-ｽﾞ

ﾀｯﾁｬ-ｽﾞ

ﾀｯﾁｬ-ｽﾞ

学 園

学 園

村人ｸﾗ

ALB

兵車車

ALB

名

ﾌﾞ－Ａ

－A

－B

－C

－Ａ

－Ｂ

ﾌﾞ－B

C－Ａ

椅子

C－B

9

9

7

7

6

6

3

0

0

+17

+8

+13

－4

－16

－18

－33

勝点

12

点差

+30

+4

－1

（８）Ｍリーグ 2020 年上期大会(第 7,8 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：7 月 11 日（土）
、26 日（日）

9 時 15 分スタート（9 時 10 分までに受付完了のこと）

結果： 7 月はあいにく両日ともに雨天中止となった。
（９）A リーグカップ 2020 年大会(第 7,8 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：7 月 5 日（日）
、19 日（日）9:45～13:00 (夏季 暑さ対策)
結果：7 月 19 日 終了時の成績結果は次の通り。
A-1 リーグ

A-2 リーグ

１位

山形史朗（学園ワイズ） 91 点

2位

関

政美（ＡＬＢＣ）

80 点

田中真理子（学園ワイズ）

69 点

3位

藤崎政和（ＡＬＢＣ）

77 点

藤川辰美（学園ワイズ）

66 点

森 紘一（学園ワイズ）

74.5 点

2020 年 8 月以降の計画、予定
（１） 2020 年度第 2 回 BJ 理事会（WEB 会議方式）開催
日時：8 月 8 日（土）13:00 から 16:00
場所：Zoom Web 会議
審議事項：
１）中央競技スポーツ団体向けガバナンスコード適合性審査対応資料の承認の件（総務部）
①コンプライアンス委員会の委員指名承認の件
②組織運営計画等に関する基本計画（５ケ年計画）の承認の件
③利益相反ポリシーの承認の件
④その他の審査項目に対する対応内容の承認の件
２）その他連絡報告事項など
（２） SV リーグ 2020 年度大会(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
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日時：8 月 5 日（水）
、22 日（土）9:30 スタート～

（受付：9:00〜）

競技内容：ペアーズ戦を２ゲーム行う。一人４球×８エンド（65 分時間制限）
（３）Ｍリーグ 2020 年大会(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：8 月 8 日（土）
、23 日（日） 9 時 15 分スタート（9 時 10 分までに受付完了のこと）
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、
フォアーズ戦を行う。8 エンド戦を 2 ゲーム行う。
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）
｝
参加申込み：事前申込みは不要。当日、会場への来場で可。
参加費：一人 200 円。 チーム編成は当日の抽選にて決定。
（４）A リーグカップ 2020 年大会(第 9,10 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：8 月 2 日（日）
、16 日（日）9:45～13:00 (夏季 暑さ対策)
参加申込み：事前申込みは不要。当日、会場への来場で可。
参加費：一人 200 円。チーム編成は当日の抽選にて決定。
（備考）前期（１月から６月）は全 12 回開催予定が、５回しか開催できなかったので、
2020 年度は 1 月から 12 月までの前後期合計の成績で表彰することにしています。
（５）チャレンジボウル 2020 大会
主催：Ｗｉｎｇローンボウルズクラブ
主管：神戸タッチャーズ
場所：神戸市しあわせの村ローンボウルズグリーン
日時：8 月 29 日（土）9:00～17:00（受付開始 8:30）
競技方法：男女不問ペアーズ種目、

1 人 4 球×８エンド（または 65 分タイムアップ）戦

を４試合実施する。
参加申し込み先：神戸タッチャーズ

坂本泰治氏（先着 20 チームで締め切る）

7 月２５日より受付開始
参加費：1 チームあたり

2,000 円

（６）日本選手権大会についての見直し検討小委員会（ＷＥＢ会議）開催予定
第 8 回：8 月 9 日（土）20:00～21:30
第 9 回：8 月 23 日（日）20:00～21:30
検討残件：混成チームについて、優秀ボウラー表彰制度について 等
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