Event Calendar

■国内＆海外イベントカレンダー

［国内イベント］
◎2017年

■8月/August
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
		 入場料：前売り券2500円、当日券4000円
		 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/
		

■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
また
		参加可能車両：1990年までに生産された車両、
は同型車
（レプリカ含む）
		 参加費：1台2名6万円
ド・みちのく実行委員会
		 問：ツール・
		 〒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
		
10日 18th Tokyo Bayside Classic Cup
		 ＠：千葉県 袖ヶ浦市 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、走行会
		参加可能車両：1972年までに生産された車両、
また
その同型車
レース1万8000円、走行会1万2000円
		 参加費：
		 問：Tokyo Bayside Classic Cup事務局
		 〒182-0007 東京都調布市菊野台1-10-1
		 有限会社オートメディック内
		 PHONE:042-488-5562 FAX:042-486-7735
		 E-mail:tech@automedic.co.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
		
9月16日 JAPAN CLASSIC TOUR 2017
-18日 ＠：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:ヒストリックカー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

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。

		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：SAAB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
コンクールデレガンス、
スラローム・ヒ
		内容：車両展示、
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
スラローム3000円、
ヒル
		参加費：車両展示5000円、
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
（お弁当、記念品付）
、
フリーマー
		参加費：1台2000円
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
スーパー
		参加可能車両：国内外のヒストリックカー、
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
クラブミーティング、車両展示など
		 内容：ガレージセール、愛車走行会、
		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/
		

7日-8日

		
		
		
		
		
		
		

8日

Vecchio Bambino 2017 Autunno

＠：岡山県 岡山-備前-美作-真庭-赤磐-鏡野エリアなど
内容：クラシックカーラリー
問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
PHONE:086-803-7716
E-mail:info@vecchiobambino.com
URL:http://vecchiobambino.com/

2017 Classic Car Festival in 萩

		 ＠：山口県 萩市 萩明倫センター駐車場
じゃんけん大会、
スワップミート、
フリーマーケット、
パ
		内容：車両展示、
レードなど
		 問：クラブノスタルジア マツバラ
		 PHONE:090-1684-2676
		

8日

第17回 リエゾンクラシックカーラリーフェスティバル

		 ＠：兵庫県 神戸市 リエゾンドライビングスクール
ミーティング
		 内容：ヒストリックカーラリー、
（担当シラガミ
・タ
		問：LIASON Mt.ROKKO IN KOBE 実行委員会
ナダ）
		 PHONE:078-857-0055 FAX:078-857-0616
		 E-mail:aan88300@syd.odn.ne.jp
		

14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
ボンネットバス体験乗車など
内容：交通安全パレードラン、車両展示、

		
		
		
		

15日

		
		
		
		
		
		

15日

		
		
		
		
		

15日

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
スワップミート、
チャリティーオークション
内容：車両展示、
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
（19時以降）
PHONE:075-622-2916

第2回 MR2 Mk1 Communication Event
＠：山梨県 南都留郡 富士すばるランド特設駐車場
トヨタMR2
（AW10、
11）
のオーナーズミーティング
内容：
問：Toyota MR2 Mk1 Owner's Association
URL:http://www.tmoa.jp/

第15回 クラシックカーフェスティバル in 小金井

		 ＠：東京都 小金井市 小金井公園
		 内容：車両展示
		 問：東京小金井さくらロータリークラブ 福平
		 PHONE:042-387-6688 FAX:042-387-8008
		U R L : h t t p : / / c l a s s i c c a r k o g a n e i . w i x s i t e . c o m /
carfestainkoganei
		

22日

ランチアランチ 2017

		
		
		
		
		
		

＠：徳島県 鳴門 モアナコースト
内容：ランチミーティング
問：ランチアランチ2017実行委員長 原田晃
PHONE:090-5149-3955
E-mail:stratos@mail.netwave.or.jp

		
		
		
		
		
		
		
		

＠：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
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/

22日

JCCA TSUKUBA MEETING ENDURANCE

■11月/Novenber
5日

		
		
		
		
		
		
		
		

11日-12日

		
		
		
		
		
		
		
		

18日-19日

		
		
		
		
		

第12回クラシックカーフェスティバル in 桐生
＠：群馬県 桐生市 群馬大学理工学部桐生キャンパス
ラリー、
パレードラン、
ガレージセール
内容：車両展示、
問：クラシックカーフェスティバル in 桐生実行委員会
〒376-0023
（桐生商工会議所内）
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

オールジャパンホンダスポーツミーティングAHSM
第38回大会
＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット モビリティランド
内容：ホンダ"エス"シリーズによるオーナーズミーティング
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 B1
PHONE:06-4793-0056
FAX:06-6945-7177
URL:http://www.twincamclub.com/

RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE 2017
＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット
内容：往年のヒストリックレーシングマシーンによるデモ走行など
問：鈴鹿サーキット
PHONE:059-378-1111
URL:http://www.suzukacircuit.jp/soundofengine/

［海外イベント］
◎2017年
		

■9月/September
8日-10日

グッドウッド・リバイバル

		 開催国：イギリス
『フェスティバル・オブ・スピード』
と双璧を成すグッドウッド主催の
		内容：
人気イベントが、
この『グッドウッド・リバイバル』
だ。参加者やマシーン
だけでなく、観客までもが1950～'60年代の車両やファッションに身
を包み、
サーキット内を漂う空気はまさに往年のレース会場そのもの。
		U R L : h t t p s : / / w w w . g o o d w o o d . c o m / f l a g s h i p - e v e n t s /
goodwood-revival/
		

10日

シャンティイ・アーツ＆エレガンス・リシャール・
ミル

		 開催国：フランス
ヒストリーやエレガ
		内容：今年でまだ4回目という新しいイベントながら、
ンスさに重きを置き、高い評価とステータスのあるコンクール・デレガン
スとして注目されている。
フランスのシャンティイ城と、
その美しい芝生
の庭にずらりと並ぶヒストリックカーの姿は圧巻。
		 URL:http://www.chantillyartsetelegance.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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