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［国内イベント］

◎2016年

■7月/July
 3日 JCCA CLASSIC CAR FESTIVAL 
  TSUKUBA MEETING SUMMER
  ＠：茨城県 筑波サーキット
   内容：ヒストリックカーによるサーキット全開レース、スポーツ走行、オー

トジャンブル、フリーマーケットなど
   参加可能車両：1979年までに生産された車両及び同型車、1969

年までに製造された葉巻型フォーミュラカーなど
  参加費：要問合せ
  問：日本クラシックカー協会
  〒351-0021
  埼玉県朝霞市西弁財2-3-2鈴也ビル105
  PHONE:048-458-6660　FAX:048-458-6661
  URL:http;//www.jcca.cc/
  
 16日 第25回 クラシックカークラブ青森 ミーティング in こみせ
  ＠：青森県黒石市 黒石商店街（こみせ通り）
  内容：ツーリング（前日）、前夜祭、車両展示
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：クラシックカークラブ青森 事務局
  PHONE:0172-57-4500　FAX:0172-57-5454
  E-mail:sukuyoko@jomon.ne.jp
  
 17日 Tipo OVERHEAT MEETING 2016
  ＠：岡山県 岡山国際サーキット
   内容：サーキット走行会、耐久レース、クラブミーティング、オートジャン

ブルなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：ティーポ・オーバーヒート・ミーティング2016事務局
  E-mail:overheat-qa@neko.co.jp;
  URL: http://www.hobidas.com/event/tohm/2016/
  
 24日 第3回 Nostalfic Car in ぽんぽこの里
  ＠：山口県　ぽんぽこの里駐車場
  内容：昔懐かしい4輪、2輪の展示、ガレッジセールなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：La Festa della Automobile Classica 実行委員会
  〒754-0511
  山口県美美祢市秋芳町秋吉5045-2
  PHONE：090-1336-8104（利重一人）
  FAX：0837-62-1395
  E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp

■8月/August
 5日-8日 オートモービル カウンシル 2016
  ＠：千葉県 幕張メッセ2・3ホール
   内容：国内外自動車メーカーのヒストリック & 現行モデルの展示、ヘ

リテージカーに関する書籍やミニカー、アパレル製品の販売、トーク
ショーなど

  入場料：要問合せ
  問：オートモービル カウンシル実行委員会
  PHONE:03-6380-1011　FAX:03-6380-1012
  E=MAIL:info@automobile-council.com/
  URL:http://www.automobile-council.com/
  

■9月/September
 3日-4日 FUJI Mountain Rally 2016
  ＠：山梨県 静岡県 富士山周辺
  内容：ヒストリックカーによる公道ラリー
  参加可能車両：1969年までに製造された車両
  参加費：1台2名 14万円
  問：富士マウンテンラリー実行委員会
  PHONE:045-482-3543　FAX:045-902-6991
  Email:info@fujimountainrally.com
  
 4日 第25回 日本海クラシックカーレビュー
  ＠：新潟県 糸魚川市フォッサマグナミュージアム
   内容：ヒストリックカー展示、シーサイドラン、市内交通安全パレード、コ

ンクールデレガンス、ボンネットバス試乗会他
   参加可能車両：1974年以前に生産されたオリジナルの国産車、外

国車（改造車・レプリカ不可）
  参加費：1台6000円、オートジャンブル出店1万5000円
  問：日本海クラシックカーレビュー実行委員会
  〒941-0061
  新潟県糸魚川市大町1-7-11
  PHONE & FAX:025-553-0318
  
 10日-11日 第7回ヒストリックカーランフェスタ
  in岩手ツール・ド・みちのく2016
  ＠：ラ・フランス温泉館をスタート&ゴール
  内容：岩手県内を約400km走行するヒストリックカーラリー
   参加可能車両：1990年までに生産された車両または同型車（レプリ

カ含む）および事務局が認めたクルマ（違法改造車不可）
  参加費：1台2名 5万9000円
  問：ツール・ド・みちのく実行委員会事務局
  〒028-3163
  岩手県花巻市石鳥谷町八幡1-106-2
  PHONE:090-2360-8105（担当:ニタナイ）
  FAX:0198-45-3465
  
 17日-19日 JAPAN CLASSIC TOUR 2016
  ＠：愛知-滋賀-石川-富山-新潟-長野県
  内容：公道ラリー
   参加可能車両：1980年までに製造されたクラシックスポーツカー40

台、その他主催者が認めたスペシャルカー10台
  参加費：1台2名（ドライバー/ナビゲーター）25万円
  〒481-0041
  愛知県北名古屋市九之坪上吉田34
  問：ヒストリックカーミーティング実行委員会
  PHONE & FAX:0568-48-0066
  
 18日-19日 20th SAAB DAY（第20回サーブデイ）
  ＠：長野県 安曇野穂高ビューホテル
   内容：車両展示、クラブショップ、ガレージセール、ディナーパーティ、

ツーリング、オークションなど
  参加可能車両：サーブに興味のある方なら他車での参加も歓迎
  参加費：フルエントリー（1泊2食）1名2万円 程度
  問：SAAB OWNER'S CLUB OF JAPAN事務局
  E-mail:saabday@saabclub.jp
  
 18日 みんなでしあわせになるまつり2016 in 栗駒
  ＠：宮城県 栗原氏栗駒六日町通り商店街
  内容：パレードラン、車両展示、フリーマーケットなど
   参加可能車両：初年度登録が昭和56年以前の車両、改造車・仮ナ

ンバー自走不可（実行委員会が特別に認めたものを除く）
   参加費：1台2000円（昼食・おみやげ付き）フリーマーケット等、1ブー

ス2000円
  問：みんなでしあわせになるまつり実行委員会
  〒989-5301
  宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町69
  PHONE:0228-45-2191
  
 25日 第13回西会津ふるさとなつかしCarショー
  ＠：福島県 西会津町さゆり公園
  内容：車両展示、フリーマーケット、バーベキュー前夜祭など
   参加可能車両：2輪&なつかしCar（1979年までに生産もしくはデザ

インされた車両及び同型車）、スーパーカー（年式不問）、その他実行
委員会が認めた車両

   参加費：2輪車3000円、4輪・フリーマーケット3800円、バーベキュー
前夜祭（飲み物1本付き）2500円

  問：西会津クラシックカーで元気な町へ実行委員会
  PHONE & FAX:0241-45-2025
  E-mail:sayuri@nct.ne.jp
  

■10月/October
 1日-2日 熱海HISTORICA G.P.2016
  ＠：静岡県 南熱海 長浜海浜公園
  内容：車両展示、熱海GP RUN（1日のみ）
   参加可能車両：ワンメイク新旧歴代アストンマーティン、1991年まで

に製造された国産 & 外国車、新旧のイタリア車&世界各国のイタル
デザイン車

  参加費：6000円（両日参加可能）
  問：熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
  PHONE:0422-46-1612　FAX:0422-46-1944
  E-mail:atami-gp2015@ksk-j.com
  
 1日-2日 Vecchio Bambino 2016 Autunno
  ＠：岡山県東部
  内容：クラシックカー・チャリティーラリー
   参加可能車両：1973年製以前（同型式を含む）のヨーロッパ製を中

心としたスポーツカー、実行委員会の認める車両（年代を問わず）計
80台

  参加費：1台2名10万円、1台1名8万5000円
  問：ベッキオバンビーノ実行委員会
  〒700-8677
  岡山県岡山市北区柳町2-1-1
  PHONE:086-803-7716　FAX:086-803-7027
  
 1日-2日 GIRO DE MINE
  ＠：山口県 美祢市
   内容：美祢市を中心に山口県内の名所・観光地を愛車のヒストリック

カーや希少車で巡るタイムトライアルレース
   参加可能車両：日本車・外車のヒストリックカー、スーパーカー、希少

車、及び主催者が認めた車両*ナンバー付きで一般公道を走れる市
販車両で違法改造車両は不可

   参加費：2人1組5万3000円/1人 2万8000円（宿泊・食事その他
含む）

   問：美弥市商工会青年部・La Festa della Automobile Classica
実行委員会

  〒754-0511
  山口県美弥市秋芳町秋吉 5045-2
  PHONE:090-1336-8104（事務局長 トシシゲ）
  FAX:0837-62-1395
  
 2日 MAZDA COLLEZIONE
  ＠：山口県 マツダ美祢自動車試験場
   内容：ガレージセール、フリーマーケット、愛車走行会、クラブミーティン

グなど
  参加可能車両：要問合せ
   参加費：ガレージセール & フリーマーケット1500円、愛車走行会

5000円、入場料2輪200円4輪500円
   問：美弥市商工会青年部・La Festa della Automobile Classica

実行委員会
  〒759-2211
  山口県美弥市大嶺町北分 2713-2
  PHONE:090-1336-8104（事務局長 トシシゲ）
  FAX:0837-52-4267
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  
 9日 みんなでしあわせになるまつり2016in夷隅
   ＠：千葉県 いすみ市苅谷商店街、及びいすみ鉄道国吉駅駐車場

（予定）
  内容：車両展示
   参加可能車両：初年度登録が1989年以前の車両、改造車不可、

仮ナンバーによる自走参加は不可。車検のない車両は積載搬入可能
（要事前確認）、展示中の車両の移動、途中退出不可

  参加費：1台2000円（昼食・おみやげ付き）

  問：みんなでしあわせになるまつりin夷隅 実行委員会
  〒298-0216
  千葉県夷隅郡大喜多町大喜多264
  E-mail:y.iwase@isumirail.co.jp
  
 15日 The 30th MG Day in KARUIZAWA
  ＠：長野県 軽井沢町 ホテル鹿島ノ森
   内容：車両展示、パーティなど 詳細は8月中旬にホームページにて公

開予定
  参加可能車両：MG全車種（ナンバーなしでも可）
  参加費：要問合せ
  問：MGカークラブ ジャパンセンター
  E-mail:pwd4tdi2d2@kxb.biglobe.ne.jp
  HP:http://www.mgcc.gr.jp/
  
 29日 第3回四国松山ノーマルレトロカーミーティング
  ＠：愛媛県 松山市城山公園堀之内管理広場
   内容：交通安全パレードラン、車両展示、シートベルト体験、オートモデ

ラーの集いなど
   参加可能車両：昭和までに製造販売された正規のナンバーがついた

自家用車 80台
  参加費：レトロカー展示1台3000円、蚤の市１ヵ所8000円
  問：イベント事務局（テレビ愛媛事業部内:担当村口）
  PHONE:089-933-0322　FAX:089-943-4422
  

■11月/November
 5日-6日 第17回コッパデッレアウトストリケ
  ＠：群馬県
  内容：ヒストリックカーによるタイムラリー
  参加可能車両：1974年以前に生産が開始された車両
  参加費：2名で9万8000円～
  問：アウトストリケ実行委員会
  HP:http://www.auto-storiche.jp/index.html
  
 27日 第13回京都ヴィンテージカーフェスティバル 
  in 京都市役所前広場
  ＠：京都府 京都市役所前広場
   内容：車両展示、チャリティーバザー、チャリティーオークション、旧車

関連品のスワップミート
   参加可能車両：1986年までに生産された国産車、外国車及びレプ

リカを含む（改造車不可）
  参加費：1台5000円
  問：京都ヴィンテージカークラブ
  〒612-8012
  京都府伏見区桃山町遠山93-5
  PHONE:075-622-2916　FAX:075-622-2916

［海外イベント］

◎2016年

■6月/June
 23日-26日 Good Wood Festival of Speed
  開催国：イギリス
   内容：世界中から集まった貴重なヒストリックカーに、有名ドライバーが

乗り込み全開走行を披露する。また希少なヒストリックカーのオーク
ションや、ミニカーの販売なども行われる。

   URL:https://www.goodwood.com/flagship-events/festival-
of-speed/

  

■7月/July
 1日-3日 33rd Fiat 500 International Meeting 
  - Guest of Honor Country:Japan
  開催国：イタリア
   内容：初代、ヌオーバフィアット 500が1000台以上集まる世界最大

のミーティング。ラリーや車両展示などが3日間に渡って開催される。
今年は日本が特別招待国となっている。ダンテ・ジアコーザ氏にささげ
る特設コーナー、また希少なイタリア車も多数展示される。

  URL:htpp://www.500clubitalia.it/meeting-fiat-500
  
 8日-10日 Le Mans Classic 2016
  開催国：フランス
   内容：第1回が開催された1923年から1978年までのル・マン24時

間耐久レースに出場した車両、及び同型車を年代別に分けて行なわ
れる2年に一度の名物ヒストリックカーレース。

  URL:http://www/lemansclassic.com/
  
  

   このコーナーは皆様からのイベント情報を掲載するページです。掲載
を希望される方は、イベントの名称、開催日、会場、内容、参加費、連
絡先（主催者名／電話番号／E-mailアドレス／URLアドレス）を明
記した上、ハガキもしくは封書で開催の3ヵ月前を目安に下記住所まで
お送り下さい。FAX・電話でのお申し込みは一切受け付けておりませ
ん。なお、事情により掲載できない場合もありますのでご了承ください。

  〒153-8545　
  東京都目黒区下目黒2-23-18
  ネコ・パブリッシング
  カー・マガジン編集部「イベントニュース」係
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