Event Calendar

■国内＆海外イベントカレンダー

［国内イベント］
◎2017年

■7月/July
2日 JCCA TSUKUBA MEETING SUMMER
		 ＠：茨城県 下妻市 筑波サーキット
		内容：ヒストリックカーレース、
スポーツ走行、
フリーマー
ケットなど
		 参加可能車両：要問合せ
		 参加費：要問合せ
		 問：日本クラシックカー協会
		 PHONE:048-458-6660
		 URL:http://www.jcca.cc/
		
7日-9日 北海道クラシックカーラリー2017
		＠：北海道 札幌-富良野・美瑛-網走-釧路-鹿追・新
得エリア
		 内容：ヒストリックカーラリー
		 参加可能車両：1976年までに製造された車両
		 参加費：1台2名28万円
		 問：北海道クラシックカーラリー2017運営事務局
		 PHONE:011-206-4415
		 FAX:011-231-2308
		 E-mail:info@hcc-rally.jp
		
15日-17日 16th+1 Torofeo Tazio Nuvolari in Hokkaido
		 ＠：北海道 函館-道南-道央-道北-千歳エリア
		 内容：ヒストリックカーラリー
		参加可能車両：1988年までに生産されたスポーツタ
イプの車両
		 参加費：要問合せ
		 問：Scuderia Tazio Nuvolari Asia
		 E-mail:nivola.tazio1892@ncv.jp
		
16日 ティーポ・オーバーヒート・
ミーティング2017
		 ＠：岡山県 美作市 岡山国際サーキット
		内容：スポーツ走行会、
レース、
トークショー、
じゃんけん
大会など
		 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・ミーティング事務局
		 URL:https://www.facebook.com/tipomag/
		
16日 第26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 石黒市 黒石商店街
		 内容：車両展示、
パレード走行、
フリーマーケットなど
		参加可能車両：昭和時代に製造、
または初年度登録
された車両
		 参加費：1台1000円 フリーマーケット1000円
		 問：クラシックカークラブ青森 事務局
		 〒036-8234 青森県弘前市館野1-12-3
		 PHONE:080-9632-1287
		 FAX:0172-87-6869
		 E-mail:komise@cccaomori.net
		
23日 第4回ノスタルジックカー in ぽんぽこの里
		 ＠：山口県 美祢市 ぽんぽこの里
		 内容：車両展示、
ランチなど
		参加可能車両：1970年代以前の車両、
その他希少
車など主催者が認めた車両
		 参加費：大人3000円、小学生2000円、園児500円
		問：ラフェスタ デッラ アウトモービレ クラシカ実行委
員会 事務局
		 E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
		

■8月/August
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4日-6日 AUTOMOBILE COUNCIL 2017
		 ＠：千葉県 千葉市 幕張メッセ
		内容：国内外移動車メーカーのヒストリック&現行モデ
ルの車両展示、
ヒストリック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://automobile-council.com/
		
27日 クラシック・
ミニ フェスティバル 2017
		 ＠：静岡県 駿東郡 富士スピードウェイ
		内容：クラシックミニによるレース、
フリーマーケット、車
両展示など
		 参加可能車両：要問合せ
		 参加費：要問合せ
		 問：三和トレーディング有限会社
		 〒136-0082 東京都江東区新木場2-8-4メイン棟
		 URL:http://classic32fes.jp/
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イベントは延期または中止となる場合もありますので、
参加・見学希望の方は、事前にHPを参照、
または主催者にお問い合わせください。

■9月/September
3日 第26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：車両展示、
コンクールデレガンスなど
		参加可能車両：1974年以前に生産されたオリジナル
の車両
（改造車・レプリカ不可）
		 参加費：要問合せ
		 問：日本海CCR 事務局
		 〒941-0061
		 新潟県糸魚川市大町1-7-47 糸魚川市観光協会内
		 PHONE:025-553-0318 FAX:025-553-1786
		 E-mail:ccrstaff@gmail.com
		 URL:http://ccr.ikaduchi.com/
		
9日-10日 第8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2017
		 ＠：岩手県 紫波郡 ラ・フランス温泉館
		内容：2日間で岩手県内を約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）
		 参加費：1台2名6万円
		 問：ツール・
ド・みちのく実行委員会
		 〒028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡1-106-2
		 PHONE:090-2360-8105
		 FAX:0198-45-3465
		 E-mail:tourdemichinoku@yahoo.co.jp
		 URL:http://tourdemichinoku.jp
		
16日-17日 スプレンドーレ榛名 2017
		 ＠：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：要問合せ
		 参加費：要問合せ
		 問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
		 FAX:0279-55-0576
		 E-mail:omocha@abox3.so-net.ne.jp
		 URL:http://www.ikaho-omocha.jp
		
16日-18日 JAPAN CLASSIC TOUR 2017
		 ＠：滋賀-石川-富山-新潟-長野県
		 内容：ヒストリックカーラリー
		参加可能車両：1980年までに製造されたヒストリック
スポーツカー、
その他主催者が認めた車両
		 参加費：1台2名25万円
		 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪上吉田34
		 問:ヒストリックミーティング実行委員会
		 PHONE/FAX:0568-48-0066
		
17日 みんなでしあわせになるまつり2017 in 栗駒
		 ＠：宮城県 栗原市 栗駒六日町通り商店街
		内容：車両展示、
パレードラン、
ガレージセール、
フリー
マーケット
		参加可能車両：初年度登録が昭和60年以前の車
両、
また実行委員会が特別に認めた車両
		 参加費：1台2000円
（昼食・お土産付）
		 問：みんなでしあわせになるまつり実行委員会
		 〒989-5301 宮城県安房原氏栗駒岩ケ崎六日町69
		 PHONE:0228-45-2191
		
17日-18日 第21回 サーブデイ
		 ＠：長野県 安曇野市 安曇野穂高ビューホテル
		内容：車両展示、
ガレージセール、
オークション、
ツーリ
ングなど
		 参加可能車両：サーブ・オーナーならクラブ員以外も歓迎
		 参加費：1名2万円程度
（1泊2食付）
		 問：SOCJ事務局
		 E-mail:saabday@saabclub.jp
		 URL:http://saabday.info/
		
23日-24日 熱海HISTORICA G.P.2017
		＠：静岡県 熱海市 長浜海浜公園/アカオハーブ&
ローズガーデン
		内容：車両展示、
コンクールデレガンス、
スラローム・ヒ
ルクライム走行会など
		参加可能車両：1995年までに製造された車両、
ラ
リー・レーシングモディファイが施された車両、
ラテン
車、
イタルデザイン車など
		参加費：車両展示5000円、
スラローム3000円、
ヒル
クライム1万円
（スラローム含む）
		 問：熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
		 PHONE:042-574-9979
		 FAX:042-574-9907
		 E-mail:1908acj@gmail.com
		
24日 第5回 昭和の乗り物大集合 in 阿賀野 2017
		 ＠：新潟県 阿賀野市 阿賀野市役所笹神支所駐車場
		内容：昭和時代に生産された車両の展示、
フリーマー

ケットなど
		参加可能車両：昭和64年以前に生産された自走可
能な車両
		参加費：1台2000円
（お弁当、記念品付）
、
フリーマー
ケット1000円
		問：昭和の乗り物大集合 in 阿賀野 2017 実行委
員会
		 〒959-2205
		 新潟県阿賀野市寺社469-1 ハタノ商会内事務局
		 PHONE:090-8873-6039
（19時以降）
		 E-mail:showanonorimono@yahoo.co.jp
		
30日 GIRO DI MINE
-10月1日 ＠：山口県 美祢市近郊
		 内容：ヒストリックカーや希少車によるタイムラリー
		参加可能車両：国内外のヒストリックカー、
スーパー
カー、希少車など
		参加費：1台2名5万3000円、1台1名2万8000円
（宿泊・食事等含む）
		問：La Festa della Automobile Classica 実行委
員会 事務局長 利重一人
		 PHONE:090-1336-8104
		 E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
		 URL:http://www.c-able.ne.jp/~t_kazuto/
		

■10月/October
1日

MAZDA COLLEZIONE

		 ＠：山口県 美祢市 マツダ美祢自動車試験場
		 内容：ガレージセール、
愛車走行会、
クラブミーティング、
車両展示など
		問：La Festa della Automobile Classica 実行委員会 事務局長
利重一人
		 PHONE:090-1336-8104
		 E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
		 URL:http://www.c-able.ne.jp/~t_kazuto/
		

1日

Vintage Car Meeting in MAZDA COLLEZIONE

		 ＠：山口県 美祢市 マツダ美祢自動車試験場
		 内容：車両展示、
人気投票など
		問：La Festa della Automobile Classica 実行委員会 事務局長
利重一人
		 PHONE:090-1336-8104
		 E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
		 URL:http://www.c-able.ne.jp/~t_kazuto/
		

14日

		
		
		
		
		

15日
		
		
		
		
		

第4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用広場
内容：交通安全パレードラン、
車両展示、
ボンネットバス体験乗車など
問：四国松山ノーマルレトロカーミーティング事務局
〒790-8537 愛媛県松山市真砂町119 テレビ愛媛事業部内
PHONE:089-933-0322

第14回京都ヴィンテージカーフェスティバル
IN 京都府自動車整備振興会
＠：京都府 京都市 京都運輸支局
内容：車両展示、
スワップミート、
チャリティーオークション
問：京都ヴィンテージカークラブ 事務局 萬田稔
〒612-8012 京都府京都市伏見区桃山町遠山93-5
PHONE:075-622-2916
（19時以降）

［海外イベント］
◎2017年
		

■6月/June
29日-7月1日

グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード 2017

		 開催国：イギリス
		内容：今年のグッドウッドのテーマは"パフォーマンスの頂点"ということ
で、
グループ7やターボ時代のF1、
グループBのラリーマシーンなど、
モー
タースポーツが一番過激だった頃のレーシングマシーンが集結する。
		 URL:https://www.goodwood.com/grrc/
		

30日-7月2日

モンツァ・ヒストリック

		 開催国：イタリア
		内容：
『ル・マン・クラシック』
や
『シャンティイ・アーツ&エレガンス』
などを
主催するピーター・オート主催によるイベント。
ヒストリックF1やグループ
Cマシーンといったレーシングカーの耐久レースや走行会が行われる。
		 URL:http://www.monza-historic.com/
		

■8月/Augast
20日

ペブルビーチ・コンクール・デレガンス

		 開催国：アメリカ
		内容：世界中で行われているコンクール・デレガンスの中でも最も権威
と実績があるのが同イベントだ。2017年の特別クラスには
『イゾッタ・
フラスキーニ』、
『カスターニャがコーチビルドした車両』
などが設けられ
ている。
		 URL:http://www.pebblebeachconcours.net/
		
		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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