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●国内外イベントカレンダー

［イベントカレンダー］

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。

  PHONE：0267-92-2525
  URL：http://www.coppadikoumi.com/

 21日 第16回 昭和のくるま大集合
   ＠：茨城県 競輪場外販売所サテライト水戸特設

会場
   内容：車両展示、スワップミート、オートジャンブル

など
   参加可能車両：1989年までに生産された2、3、4輪

車など
   参加費：3800円（車両展示）、4800円（車両展示+

スワップミート）、7000円（オートジャンブル）
  問：昭和のくるま大集合実行委員会
  PHONE：090-3099-1871
  E-MAIL：top-ishikawa.r@docomo.ne.jp
  URL：http://www.st-mito.com

 21日 WEST IN JAPAN FAIRLADY MEETING '19
  ＠：鳥取県 休暇村奥大山
   内容：10年ごとに開催されているフェアレディ系

の車両を対象とした展示、オーナーズミーティン
グなど

  参加可能車両：フェアレディ系の車両
  参加費：500円
   問：ウェスト・イン・ジャパン・フェアレディ・ミーティ

ング事務局
  PHONE：090-7508-0334、090-3749-4255

 21日 第103回 春季・ワンダーランドマーケット 
  オモチャのノミの市
  ＠：神奈川県 横浜産貿ホール1Fマリネリア
   内容：ミニチュアカー、プラモデル、ティントーイなど

の展示販売、オークションなど
  入場料：1000円
  問：ワンダー事務局
  PHONE ＆ FAX：045-681-0190
  URL：http://www.sunset.shop-site.jp/

■5月／May
 
 11日 Meet the MG 2019 
   ＠：兵庫県 新西宮ヨットハーバー（第1会場）、神戸

ベイシェラトン ホテル ＆ タワーズ（第2会場）
   内容：車両展示、ロッカーカバーレース、ツーリング、

パーティなど
  参加可能車両：公道走行可能なMG車
   参加費：1万6000円（1台1名）、同乗者1名追加毎

に1万1000円
   問：神戸MGカークラブ『Meet the MG実行委員

会』
   PHONE:090-2254-8584（亀井）、090-8375-

8094（永谷）
  E-MAIL：info@kmgcc.org
  URL：http://www.kmgcc.org/index.html

 11-12日 スプレンドーレ榛名2019 
  ＠：群馬県 榛名山特設会場
   内容：群馬県内を走る1泊2日のヒストリックカーラ

リー
  参加可能車両：1985年までに生産された車両
  参加費：1台2名6万8000円
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX：0279-72-2259
  E-MAIL：omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL：http://www.ikaho-omocha.jp/

 11-12日 妙高ヒルクライム HIL G.P2019 
  ＠：新潟県 アパリゾート上越妙高
  内容：ヒルクライム
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：4万円（1台1名）、1名追加1万円
  問：NASC sandworks project
  PHONE：090-3332-4616
  URL：http://www.nasc.jp/

	 12日 第10回富士山オールドカーフェスタ2019 
  ＠：静岡県 富士市中央公園西地区 多目的広場
  内容：車両展示、同乗体験試乗会
   参加可能車両：1980年までに生産された国内外の

三輪、四輪車
  参加費：2500円（車両展示）
  問：富士山オールドカーフェスタ2019実行委員会
  PHONE：090-7611-1702 FAX：054-284-7213
  E-MAIL：oldcarfesta@yahoo.co.jp
  URL：http://www.oldcarfest.com

	 12日 曽爾カーフェスタ2019 
  ＠：奈良県 曽爾高原ファームガーデン
  内容：車両展示、村内ラリー、沿道パレード、ライブ
  参加可能車両：1993年までに生産された車両
  参加費：4000円（一般エリア）、8000円(VIPエリア)
  問：曽爾カーフェスタ実行委員会
  PHONE：090-5891-5831
  E-MAIL：soni.carfesta@gmail.com
  URL：http:/sonicarfesta.blog.fc2.com/

	 19日  2019 CITROEN 100th Anniversary 
  Meeting in Japan 
  ＠：長野県 富士見パノラマリゾート 第3駐車場
  内容：シトロエン生誕100周年を祝うミーティング
  参加可能車両：新旧シトロエン
  参加費：2000円（1台、会場使用料、記念品代込み）
  問：日本シトロエンクラブ 関東地区イベント担当
  PHONE ＆ FAX：0466-84-0108
  URL：http://blogs.yahoo.co.jp/zn4512

	 26日  2019 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

  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  入場料：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
  FAX：03-6432-7663
  URL：https://sidewaytrophy.com/

	 26日 前橋クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 前橋市
  内容：車両展示、フィーチャーカーは軽自動車
  参加可能車両：1980年までに生産された車両
  参加費：1台1名3000円
  問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館
  FAX：0279-72-2259
  E-MAIL：omocha@abox3.so-net.ne.jp
  URL：http://www.ikaho-omocha.jp/
	
　　26日  第61回 SHCCミーティングat大磯ロングビーチ
   ＠：神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場内特設コー

ス
   内容：タイムトライアル（ジムカーナ）、パーティ、ス

ワップミート、クラブミーティング
   参加可能車両：1969年までに生産された車両及び

レプリカを含む同型車、主催者が認めた車両
   参加費：1万5000円（1台1名*SHCC会員1万円）、

ダブルエントリー2万6000円（SHCC会員1万
8000円）、スワップミート出店1000円

  問：湘南ヒストリックカークラブ（SHCC）
  PHONE & FAX：0463-72-8247
  URL：http://www.shcc.serio.jp/

■6月／June
 
 2日 第2回百万石金沢クラシックカーフェスティバル
  ＠：石川県 いしかわ県政記念しいのき迎賓館
  内容：車両展示、写真撮影会など
  参加可能車両：1974年までに生産された車両
  参加費：5000円
  問：百万石金沢クラシックカー倶楽部
   PHONE:076-274-7200（若松梱包運輸倉庫株式

会社内）
  E-MAIL：info@hkcc.jp
  URL：http://hkcc.jp/

【海外イベント】
2019年
■4月／April

 10-14日 31st テクノ・クラシカ・エッセン
  開催国：ドイツ
   内容：テクノ・クラシカ・エッセンは、2019年で31回

目となるドイツを代表するヒストリックカーイベント。
ドイツ車を中心に古今東西のヒストリックカーや、世
界中のオーナーズクラブが集結し、コンクールデレ
ガンスやオークションなどが行われる。

  URL：http://www.siha.de/

 23-28日 ツアー・オート 2019 オプティック2000
  開催国：フランス
   内容：フランス・パリをスタートしゴールのドーヴィ

ルまで、各地に設けられたSSとサーキットを、6日間
をかけて巡るヒストリックカー・ラリーイベント。

   URL：https://peterauto.peter.fr/en/tour-auto-
optic-2000-2/

■5月／May
 
 17-19日 スパ・クラシック 2019
   開催国：モナコ公国
   内容：スパ・フランコルシャン・サーキットを舞台にし

たサーキットイベント。ツーリングカーやグループC
のカテゴリーが設けられ、多種多様なヒストリック
レーシングマシーンが出走する。

   URL：https://peterauto.peter.fr/en/spa-
classic-2/

 24-26日 コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ
   開催国：イタリア
   内容：世紀を超える名車たちがイタリア・コモ湖の湖

畔に集結し、美しさを競う世界最大級のコンクール
イベント。RMサザビーズによるオークションが開催
される他に、各メーカーの最新のコンセプトカーや
プロトタイプカーも参考出品される。

   URL：http://concorsodeleganzavilladeste.
com/

【国内イベント】
2019年
■3月／March

 26日 3rd. Classic Rally of Champions in 
  「こもれび 森のイバライド」
   ＠：茨城県 こもれび 森のイバライド 駐車場特設 

コース
  内容：PC競技トレーニング、計測
  参加可能車両：車両、年式不問
  参加費：6万円（1台2名）、3万円（1台1名）
  問：NASC sandworks project
  FAX：026-273-4188
  URL：http://www.nasc.jp/

 30日 カー・マガジン・ウィークエンドミーティング
  2019春
  ＠神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：車両展示、同乗試乗、オートジャンブルなど
  参加可能車両：2輪、3輪、4輪（年式、メーカー不問）
  参加費：無料
  問：カー・マガジン編集部
  E-mail：carmag@neko.co.jp
  URL：http://www.car-mag.jp/

■4月／April

 6-7日 Vecchio Bambino2019 Primavera
  ＠：岡山県内各地
   内容：震災復興支援、交通事故遺児への寄付なども

組み込まれたチャリティーツーリング
   参加可能車両：1972年までに生産されたヨーロッ

パ製スポーツカー、スーパーカーなど
  参加費：12万円（1台2名）
  問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
  PHONE：086-237-5111 FAX：086-237-7076
  E-mail：info@vecchiobambino.com
  URL：http://vecchiobambino.com/

 7日 European Meeting in BILLIE
  ＠：山口県 Jazz Club BILLIE駐車場
  内容：車両展示、ビンゴゲーム、プチツーリングなど
  参加可能車両：新旧ヨーロッパ車
  参加費：3000円（小学生以上1名）
  問：ラフェスタデッラアウトモービレクラシカ事務局
  PHONE：090-1336-8104
  FAX：0837-52-4267
  E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL：http://c-able.ne.jp/~t_kazuto

 7日 JCCA FUJI JAMBOREE
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：ヒストリックカーによるレース、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：要問合せ
  参加費：要問合せ
   入場料：大人4000円（前売り3500円）、中高生

3000円（前売り2500円）、小学生以下無料
  問：日本クラシックカー協会
  PHONE：048-458-6660
  FAX：048-458-6661
  URL：http://www.jcca.cc/

 14日 カフェ・ド・ジュリア2019
  ＠：埼玉県 国立女性教育会館内草原広場
  内容：車両展示、オートジャンブルなど
   参加可能車両：アルファロメオ・ジュリア・シリーズ

（型式105/115）、今回よりスパイダーSr.3、Sr.4
も参加可

  参加費：4000円
  問：クラブ・ビッシオーネ
  PHONE：090-4733-3003（17：00以降）
  E-mail：biscione@hotmail.com
  URL：http://clubbiscione.blog6.fc2.com/
 
 14日 第33回チームヤマモト・クラシックカー
  フェスティバル
   ＠：京都府 舞鶴赤れんがパーク
   内容：コンクールデレガンス、オートジャンブル、ス

ワップミート、ビンゴゲームなど
   参加可能車両：1979年までに生産された車両、ミ

ニ、セブン、MGは年式不問
   参加費：8000円（1台1名）、7000円（スワップミー

ト）
  問：ヤマモト自動車
  PHONE：0773-44-1358
  FAX：0773-44-1801

 20-21日 26th British Classic Marathon
  ＠：愛知県岡崎市〜富山県〜岡崎市
   内容：約600kmを走破する1泊2日のドライブラ

リー及びジムカーナ等
   参加可能車両：1974年までに製造された英国車

（同型は1979年まで）、実行委員会が認めたクルマ
  参加費：要問合せ
  問：フライングスコット
  PHONE：0564-54-3840
  E-mail：flying-s@sun-net.or.jp
  URL：https://www.flyingscott.net/

 20-21日 第29回 コッパ ディ 小海
  ＠：愛知県岡崎市〜富山県〜岡崎市
   内＠：長野県 小海リゾートシティ・リエックス
   内容：1泊2日の公道ラリー、ワンデイでの参加も

可
   参加可能車両：ミッレミリア、タルガフローリオ、ル・

マンなどに出場したスポーツカーやレーシングカー
  参加費：12万円（1台1名）
  問：コッパディ小海実行委員会

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アドレスなど）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。
〒141-8201　
東京都品川区上大崎3丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
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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