●国内外イベントカレンダー
示室
内容:オートモービルアートをテーマにした
展示会。クルマを中心に乗り物全般を対
象にした絵画、イラスト、版画、写真、陶
芸、模型などを展示。
出展アーティスト:藍原康雄、稲垣利治、
大内誠、岡田篤、落合匡暢、小出茂鐘、
小島豪、こゆり、斎藤勉、柴田賢二、棚瀬
和重、馬場和実、松岡正記、村瀬誠、山
田ジロー
入場料:無料
問:オートモービルアート展事務局
E-MAIL:tanayan@xa2.so-net.ne.jp
U RL: https://tanayan8.wixsite.com/
automex

【国内イベント】
2020年
■7月／July
4-5日
		

5日
		

19日
		
		

［イベントカレンダー］

23日

le TOUR de IZU Ocean &
Mountain Rally
＠:静岡県 清水港～熱海
内容:清水港から駿河湾フェリーで土肥港
に入り、西伊豆スカイライン、下田ドック跡
地でスポーティ走行、中伊豆ワイナリーで
バーベキューランチを経て熱海にゴールす
る、1泊2日、約350kmのツーリング。パリ
ダカ覇者、
篠塚建次郎選手参加予定
参加台数:Legend of the Rallyクラス20
～25台、
HISTORICA 25～30台
参 加費:2名乗車一台10万円（協力クラブ
には優待あり）
問: le TOUR de IZU Ocean & Mountain
Rally実行委員会
E-MAIL:nemo4x4vaz@gmail.com
URL: http://www.vaz-sport.com/
JCCA TSUKUBA MEETING
SUMMER
@:茨城県 筑波サーキット
内 容 : 各 種スプリントレース、T S C U P
（KP61スターレットとB310サニーのフ
ルチューニング車 両によるレース）、F L
レース
（1979年までのFJ360およびFL-B/
FL500/FL550によるレース）、
ヒストリック
フォーミュラ、
スポーツラン、
フリーマーケッ
ト、
オートジャンブルなど
参加費:レース3万9000円
（JCCA会員3万
4000円）
など、
要確認
問:日本クラシックカー協会
PHONE:048-458-6660
URL:http://www.jcca.cc/
SUPER CAR RALLY CHALLENGE
2020 No.1
JOETSU-MYOKO STAGE 100km
＠:新潟県 LOTTE ARAIリゾート
内容:初心者でも気軽に参加できるRALLY
ツーリング。
ヒストリックカーからスーパー
カーまで参加可能
コースレイアウト
（予定）: LOTTE ARAIリ
ゾート→上越市内→鵜の浜温泉→道の駅
→LOTTE ARAIリゾート
参 加クラス:計60台、
ビンテージスポーツ
クラス
（1930～1982年）20台、
スーパー
カークラス
（1983～2020年）20台、
グラ
ンツーリングクラス
（OPEN）
20台
参加費:ラリークラス6万円（1台2名）、1名
参加3万円／グランツーリングクラス
（初心
者向け）
3万円
（1台2名）
問:NASC
URL:http://www.nasc.jp/
Tokyo Bayside Classic Cup
 :千葉県 袖ケ浦フォレストレースウェイ
@
内 容:レース形式の走行会、
スポーツ走行
会、
ビンテージカーのスポーツ走行
参加費（レース）:車両1台／1ドライバー1
万8000円
（昼食、
フリードリンク、表彰グッ
ズ込）／30台の場合、
ピットクルー／ビジ
ター1500円（昼食、
フリードリンク込）、入
場・駐車は無料
問: Tokyo Bayside Classic Cup実行委
員会
PHONE:090-3085-2051(事務局・田中)
E-MAIL:tech@automedic.co.jp
URL:http://www.automedic.co.jp

第106回ワンダーランド・マーケット
＠
 :神奈川県 横浜産貿ホール
		内容:ミニチュアカー、プラモデル、ティン
トーイ、専門誌、実車カタログなどあらゆ
るコレクションアイテム展示即売
		 入場料:1000円
		問:元町 サンセットワンダーランド・マー
ケット事務局
		 FAX:045-681-0190
		URL:http://www.sunset.shop-site.jp
26日

AUTOMOBILE COUNCIL 2020
@:千葉県 幕張メッセ
		内容:車両展示、カーライフ関連の商品や
サービスの紹介
		 入場料:要問合せ
		問: AUTOMOBILE COUNCIL 2020事
務局
		 PHONE:03-6380-1011
		 FAX:03-6380-1012
		E-MAIL:info@automobile-council.com
		URL:http://automobile-council.com
31日-8月2日

■8月／August
18-23日

第15回オートモービルアート展 2020
＠:愛知県 ノリタケの森ギャラリー第1展

■9月／September
12-13日
		

13日

第17回グランプレミオ
アウトストリケ
＠:長野県 八ヶ岳高原ロッジ、白馬東急ホ
テルなど
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:要問合せ
参加費:要問合せ
問:アウトストリケ実行委員会
URL:http://www.auto-storiche.jp/
Tokyo Bayside Classic Cup

@:千葉県
袖ケ浦フォレストレースウェイ
内容:レース形式の走行会、スポーツ走行
会、ビンテージカーのスポーツ走行
参 加費（レース）:車両1台/1ドライバー
1万8000円（昼食、フリードリンク、表
彰グッズ込）/30台の場合、ピットクルー
/ビジター1500円（昼食、フリードリンク
込）、入場・駐車は無料
問: Tokyo Bayside Classic Cup実行委
員会
PHONE:090-3085-2051（事務局・田
中）
E-MAIL:tech@automedic.co.jp
URL:http://www.automedic.co.jp

■10月／October
フ
 ィアット・フェスタ2020
＠:群馬県 水上高原 宝台樹スキー場
		内容:パイロンコースのタイム計測、
タイム
ラリー、
フリーマーケット、
クラブミーティ
ングなど
		 参加可能車両:イタリア車全般
		 参加費:要問合せ
		 入場料:1000円
（駐車料込）
		 問:FIAT FESTA実行委員会
		 PHONE:048-242-4610
		 FAX:048-242-4611
		E-MAIL:fukushima@a-trucco.com
		URL:http://www.museo500.com/
fiatfesta/
11日

2020クラシックカー
フェスティバルin萩
＠
 :山口県 萩・明倫センター駐車場
		内容:クラシックカーコンテスト、スワップ
ミート、市内クラシックカーパレード
（中止
の場合あり）
、
もちまき等
		参加条件:1988年製造までの2輪、3輪、4
輪車など。
ただし、違法改造車などは断る
可能性あり
		 参加料:無料
（駐車場代310円）
		 問:クラブノスタルジア マツバラ
		 PHONE:090-1684-2676
11日
		

妙高ヒルクライムHILL GP2020
＠:新潟県

APA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
		参加募集:70台（ゲストアトラクション車両
別）
		 参加費:6万円
（1名1台）
、
1名追加2万円
		 問:NASC
		 URL:http://www.nasc.jp/
24-25日

27thブリティッシュ・クラシック・
マラソン
内容:愛知県岡崎市から富山県砺波市を

往復する約600kmのドライブラリー。
ジム
カーナ、スペシャルステージを設け、各地
での車両展示などを実施
		参加可能車両:1974年までに製造された
英国車（同型式で1979年製まで参加可）。
レプリカは主催者の判断による。
リプロダ
クションは不可。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車両
		参加費:1台2名7万5000円、
サポートカー
1台2名6万円
		問:ブリティッシュ・クラシック・マラソン事
務局
24-25日
		

		 PHONE:0564-54-3840
		URL: https://www.flyingscott.net/
event/
第63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:要問合せ
		 問:湘南ヒストリックカークラブ
（SHCC）
		 PHONE & FAX:0463-72-8247
25日
		

●第29回日本海クラシックカーレビュー中止のお知らせ
9月6日(日)に第29回の大会開催予定だった日本海クラシッ
クカーレビューは、新型コロナウイルス感染拡大のリスクを
考慮して中止となりました。
【海外イベント】
◎2020年
■8月／August
ツアー・オート・オプティック2000
開催国:フランス
		内容:今年はフランス・パリを出発し、5日間
以上かけて2140km走行。4つのサーキッ
ト
（Nevers Magny-Cours、Charade、
Albi、Ledenon）
において10個のスペシャ
ルステージで戦い、
マルセイユでゴールす
る。2020年のテーマはポルシェ・プロトタ
イプで、ポルシェ550スパイダー、356カ
レラ・アバルト1600、356カレラ・アバルト
2000、904 GTS、910、906、907などが
エントリーする
		URL: https://peterauto.peter.fr/en/
tour-auto-2020-2/
31-9月5日

■9月／September
11-13日 グッドウッド・リバイバル
開催国:イギリス
		内容:『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人気イベン
ト。参加者やマシーンだけでなく、観客も
1950～'60年代のファッションに身を包
む。会場の雰囲気はまさに往年のレース会
場そのものとなる
		URL:https://www.goodwood.com/
motorsport/goodwood-revival/
■10月／October
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、各
メーカーの最新コンセプトカーやプロトタ
イプも参考出品される
		URL: https://www.
		 concorsodeleganzavilladeste.com
16-18日
		

■今年中止になった主な海外メジャーイベント
		
		

スパ・クラシック2020
開催国:ベルギー

		
		

ル・マン・クラシック 2020
開催国:フランス

		
		

32nd テクノ・クラシカ・エッセン
開催国:ドイツ

		
		

グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード
開催国:イギリス

		
		

ペブルビーチ・コンクール・デレガンス
開催国:アメリカ

INFORMATION
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、郵送
あるいはメールにて開催の3ヵ月前を目安に下記宛て先ま
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
または carmag@neko.co.jpまで

＊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。
＊県境をまたいでの移動について自粛要請が出ている場合があります。
ご注意ください。
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