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［国内イベント］

◎2016年

■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：カデゴリA:ワンメイク歴代アストンマーティン、

B:1991年までに製造された国産&外国車、C:BLUE ATAMINO 
ITALIA presents 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：ヒストリックカー・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（美祢周遊）
  ＠：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。設定されたタイムにいか
に近づけるかを競う

   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・主催者が認めた車両等ナンバー付きで一般公道を走れる市販
車両、違法改造車両不可

   参加費：ふたり1組5万3000円/ひとり 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
  
 2日 レイクビワ・ミーティング　2016
  ＠：滋賀県 大津市 The Gran Resort 近江舞子
   内容：英国車展示、トークショー、ロッカーカバーカーレース、オートジャ

ンブル&スワップミート、ランチ、ビンゴ
   参加資格：1970年以前に生産された英国車と1974年までの同型

車。ミニ、セブン、MG、モーガンなどで、主催者が認めた車両は年式
不問。セブン、ミニは英国以外の生産車でも参加可能

   参加費：ドライバー8000円（ランチ、記念品、ビンゴ券1枚含む）、同
乗者3000円（ランチ付き）

  問：THE 1100 CLUB JAPAN 事務局　
  〒520-0226
  滋賀県大津市陽明町13-8
  PHONE&FAX:077-573-1602
  E-mail:info@1100club.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：以下の条件を満たす車両（実行委員会が特別に認

めたものを除く）初年度登録が昭和64（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。車検の無い車両は積
載搬入可能だが、事前に要相談。展示中の車両の移動、途中退出
は一切不可

  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
  参加可能車両：MG全車種（ナンバーなしでも可）
   参加費：2万1000円（参加記念品・ドライバー1名のパーティー参加

費を含む）
  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/
  
 22日-23日 Riavvia Alfa Romeo 2016
  ＠：長野県 北佐久郡 白樺リゾート池の平ホテル
  内容：アルフィスタの交流

  参加可能車両：全てのアルファロメオの車両
  参加費：1名 2万円 ※宿泊・懇親会・朝食・ランチ代・記念品込み
  問：リアビア・アルファロメオ事務局
  PHONE:090-3593-3948（20時以降）
  HP:http://ciao-alfisti.wix.com/riavvia-2016
  
 22日-23日 10th Johnbull in Myoko 2016
  ＠：長野県 野尻湖ホテル エルボスコ
  内容：英国車によるタイムラリー
   参加可能車両：1974年までに製造された英国車（同形式で1978

年製まで参加可能）その他、実行委員会がこのイベントにふさわしい
と認めた英国車

  参加費：1台2名5万8000円
  問：ジョンブルイン妙高実行委員会事務局
  〒944-0001
  新潟県妙高市上百々1-2-24
  PHONE:0255-70-5522　FAX:0255-70-5523
  
 23日 JCCA CLASSIC CAR FESTIVAL 
  ENDURANCE TSUKUBA MEETING
  ＠：茨城県 筑波サーキット
  内容：レース、スポーツ走行会、フリーマーケットなど
  参加可能車両：要問合せ
   参加費：前売り券3500円、当日券4000円。その他フリーマーケット

出店やレース参加料については要問合せ
  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
  HP:http://www.jcca.cc/
  
 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か所8000円
  問：事務局（テレビ愛媛事業部）担当:村口
  PHONE:089-933-0322　FAX:089-943-4422
  

■11月/November
 3日 SUPER AMERICAN FESTIVAL VOL.24
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
  内容：ドラッグレース、パレード走行、フリーマーケット、音楽ライブなど
  参加可能車両：特になし
  入場料：前売4000円、当日5000円（小学生以下無料）
  問：スーパーアメリカンフェスティバル事務局
  〒351-0012
  埼玉県朝霞市栄町2-6-18
  PHONE&FAX:048-465-6275
  URL:http://amefes-since1992.net
  
 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1泊2日のタイムラリー
  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
  
 5日-6日 LOTUS ELANミーティング&ELANツーリング
  "100 Elan's"
  ＠：静岡県 静岡市 日本平ホテル
  内容：エランオーナーを中心としたヒストリックロータスの情報交換の場
  参加可能車両：エラン、エリート、ヨーロッパなど、詳細は要問合せ
   参加費：日曜日のみ1万4000円（昼食・記念品）、両日3万4000円

～（記念品・宿泊費・食事込）
  問：Lotus ELANミーティング事務局　橋口　雅司
  E-mail:lotus.elan.meeting@gmail.com
  FAX:04-7185-4143
  
 6日 第24回 ジャパン ミニデイ in 浜名湖
  ＠：静岡県 浜松市 渚園オートキャンプ場
  内容：ペイントミニ、じゃんけん大会、ジャンブル浜名湖、クラブサイトなど
  参加可能車種：要問合せ
  参加費：前売り券1名2500円、当日券1名3500円
  問：ジャパンミニデイ大会事務局
  〒921-8002
  石川県金沢市玉鉾4-147-1
  PHONE:076-292-1132
  HP:http://www.j-msa.com
  
 6日 第11回クラシックカーフェスティバル in 桐生
  ＠：群馬県 群馬大学理工学部 桐生キャンパス
  内容：タイムラリー、車両展示、ガレージセールなど
   参加可能車両：1980年（昭和55年）以前に生産された国産車及び

外国車。原則、自走可能な車両で仮ナンバー車は不可。展示車両
170台、ラリー参加車両60台。

   参加費：展示車両 1台3000円、ラリー参加車両 1台5000円（どち
らも記念品含む）、ガレージセール出店 1万円（2m×2mの1ブロック）

  問：クラシックカーフェスティバルin桐生実行委員会事務局
  〒376-0023
  群馬県桐生市錦町3-1-25
  PHONE:0277-45-1201　FAX:0277-45-1206
  E-mail:y-tsunoda@kiryucci.or.jp
  
 6日 MR2 Mk1 Communication Event
  ＠：静岡県 富士すばるランド 特設駐車場
  内容：ゲーム、クイズなど
   参加可能車両：AW10もしくはAW11で当日自走で来れる車両（他

車種オーナーの見学者歓迎）
  参加費：ドライバー1500円、助手席500円（参加記念品込み）

  問：Toyota MR2 Mk1 Owner's Association
  HP:http://www.tmoa.jp/event.html
  
 12日-13日 37th オールジャパンホンダスポーツミーティング
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット モビリティランド
  内容：スポーツ走行、オーナー交歓会など
   参加可能車種：ホンダスポーツAS、500、600、800/AP、AL700、

800/T360、500、ホンダ空冷シリーズのすべてと旧ホンダ360cc
水冷モデル、それらのレーシングモデル（パワーユニットのみでも可）に
ゲストエントリーとしてのS660

  参加費：2万～4万7000円
  問：ホンダツインカムクラブ事務局
  〒540-0038
  大阪府大阪市中央区内淡路町2-1-7
  PHONE:06-4793-0056　FAX:06-6945-7177
  URL:http://www.twincamclub.com/
  
 12日-13日 第34回"ミルキーウェイ"ブルーアイランドラリー 2016 Rally 
  Round 23
  ＠：愛媛県 今治市近郊
   内容：晩秋の四国路350kmをコマ図を頼りに走破するスカベン

ジャーラリー
   参加可能車両：1975年までに生産された国産車・外国車及びレプリ

カ車（ナンバー付/車検付の車両である事）
  参加費：6万6000円/1台2名
  問：ミルキーウェイ2016実行委員会
  〒790-0941
  愛媛県松山市和泉南2-12-29
  E-mail:milkyway_blueisland@yahoo.co.jp
  
 19日-20日 SUZUKA Sound of ENGINE 2016
  ＠：三重県 鈴鹿サーキット
  内容：デモラン、パレード走行、車両展示など
   参加可能車種：1976年以前に生産された2輪車・4輪車（限定200

台）、市販車・レーシングマシーンとも可能（車両展示）
   参加費：1台5000円（2輪車のみ2台目は3000円、入場券5名分含

む）、前売り1日券2500円、2日券3500円、当日券4000円
   問：SUZUKA Sound of ENGINE 2016 TIME TRAVEL 

PARKING事務局
  TEL 059-378-1111（鈴鹿サーキット代表）

 23日 第9回 コッパ ディ 東京
  ＠：東京都 港区 汐留イタリア街
  内容：各カテゴリーによる東京の名所旧跡をめぐるラリー&ツーリング
   参加可能車種：バブルカー、戦前車、バルケッタ、'50年代～'60年代

のスポーツカーなど
  参加費：要問合せ
  問：コッパ ディ 東京実行委員会
  E-mail：kunio@amice.co.jp
  
 26日 2016 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル 
  in 神宮外苑
  ＠：東京都 明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前
  内容：約100台による公道パレード、車両展示など
   参加可能車両：1986年以前に生産された国産・輸入車で、正規の

ナンバープレートがある車両、乗用車及び商用車（大型、軍用は除
く）、オリジナルを基本とした車両（レプリカ・改造車は不可）、任意保
険（対人・対物・搭乗者）に加入していることが条件

  参加費：1台3000円
  問：トヨタ博物館クラシックカー・フェスティバル応募事務局
  〒480-1118
  愛知県長久手市横道41-100
  PHONE:0561-63-5151　FAX:0561-63-5159
  E-mail:xk-ukeire@mail.toyota.co.jp
  
 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、改造車は不可
  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
  
 27日 2016 第9回 Festival of Sideway Trophy
  ＠：千葉県　袖ヶ浦フォレストレースウェイ
  内容：ヒストリックカーレース
  参加可能車輌:要問合せ
  入場料:１人3000円（前売り2500円）
  問:サイドウェイトロフィ事務局
  PHONE 03-6432-7662　FAX03-6432-7663

  

   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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