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［国内イベント］

 ◎2017年

■4月/April

 1日-2日 Vecchio Bambino 2017 Primavera
  ＠：岡山県 西部エリア
  内容：クラシックカー・チャリティーラリーイベント
   参加可能車両：1972年までに製造されたヨーロッパ製

を中心としたスポーツカー、実行委員会が認めた車両
  参加費：1台2名11万円、1台1名10万円
  問：ベッキオ・バンビーノ事務局
  〒700-8677 岡山県岡山市北区柳町2-1-1
  TEL:086-803-7716　TAX:086-803-7027
  
 2日 JAPAN LOTUS DAY 2017
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ本コース
  内容：ロータスオーナーとロータスファンの為のイベント
  参加可能車両：すべてのロータス車
  参加費：要問合せ
  問：エルシーアイ
  URL:http://www.japan-lotusday.com/
  
 8日-9日 第27回 コッパディ小海
  ＠：長野県 南佐久郡 小海リゾートシティ・リエックス
  内容：ヒストリックカーラリー
   参加可能車両：ミッレミリア、タルガフローリオ、ル・マン

などに出場していたスポーツカーなど
  参加費：要問合せ
  問：小海町役場観光係 コッパディ小海事務局
  〒384-1192
  長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1
  TEL:0267-92-2525　FAX:0267-92-4335
  URL:http://www.coppadikoumi.com/
  
 9日 5th フレンチブランチ
   ＠：山口県 美祢市 秋吉ファームガーデン ブルーベ

リーハウス
  内容：ランチミーティング、ビンゴ大会、プチツーリング
  参加可能車両：フランス車
   参加費：大人3000円、小学生1500円、園児1000

円、幼児無料
  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
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  
 9日 昭和のくるま大集合2017 Vol.1
  ＠：茨城県 東茨城郡 サテライト水戸大駐車場
  内容：ヒストリックカーの展示
   参加可能車両：1989年までに生産された車両、また

主催者が認めた車両
   参加費：展示3800円、車両展示＋スワップミート(展

示車両前1m)4800円、オートジャンブル(車両2台分
スペース)7000円

  問：昭和のくるま大集合 実行委員会
  〒300-0817 茨城県土浦市永国886-13
  イシカワ内　バックヤードつくば
  TEL:090-3099-1871（代表 石川）
  
 9日 Café de Giulia 2017
  ＠：埼玉県 秩父郡 和紙の里
  内容：ジュリアオーナー及び愛好家によるミーティング
   参加可能車両：アルファロメオ・ジュリア（105/115）

系の車両
  参加費：1台3000円
  問：Café de Giulia事務局
  TEL:090-4733-3003　FAX:049-243-3067
  E-mail:biscione@hotmail.com
  
 9日 THE 銀座 RUN Ethical∞Meeting 2017 春
  ＠：東京都 港区 東京プリンスホテル
  内容：ツーリング、ランチビュッフェ
  参加可能車両：1999年までに生産された車両
   参加費：1台1名2万円、1台2名3万円、3人目以降は

１人につき8000円（記念プレート、記念写真、ゼッケ
ン、ランチ付き）

  問：THE銀座RUN 実行委員会
  TEL:090-3240-5915　FAX:03-3946-4468
  E-mail:info@vaz-sport.com
  
 15日-16日 24th ブリティッシュ・クラシック・マラソン
  ＠：愛知県 石川県
   内容：約600kmのドライブラリー及びジムカーナ、スペ

シャルステージでのタイム計測
  参加費：要問合せ
  問：ブリティッシュクラシックマラソン実行委員会
  TEL:0564-54-3840　FAX:0564-54-3839
  E-mail:flying-s@sun-inet.or.jp
  

 15日-16日 モータースポーツジャパン 2017 フェスティバル 
  イン お台場
  ＠：東京都 江東区 お台場特設会場
  内容：レーシングカーの展示、デモランなど
  入場料：無料
  問：モータースポーツジャパン運営事務局
  TEL:03-5733-4303
  URL:http://www.motorsport-japan.com/msjf/
  
 16日 第31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 舞鶴市 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に限り年式を問わない）
   参加費：1台1名8000円（食事代含む）、同乗者

1500円（食事がいる方のみ）、スワップミートのみ参
加7000円(食事代は含まず）

  問：ヤマモト自動車
  〒623-0102 京都府綾部市上杉町太田12-1
  TEL:0773-44-1358　FAX:0773-44-1801
  
 22日 下田HISTORICA G.P.2017
  ＠：静岡県 下田港 まどが浜海遊公園
  内容：車両展示
  参加可能車両：1995年までに生産された車両
  参加費：要問合せ
  問：下田 & 熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
  TEL/FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj@gmail.com
  
 22日-23日 IZU Ocean & Mountain Rally 2017
  ＠：静岡県 伊豆半島全域
  内容：タイムラリー
   参加可能車両：グループA:戦前～1969年までに生

産された車両、グループB:1970年～1989年までに
生産された車両、グループC:1990年～2017年まで
に生産された車両

  参加費：8万8000円（1台2名）
  問：伊豆オーシャン&マウンテンラリー実行委員会
  〒180-0001
  東京都武蔵野市吉祥寺南町2-3-15-311
  TEL:0422-49-6010
  E-mail:info@nbn-j.com
  
 23日 熱海HISTORICA G.P.Spring Meeting
  ＠：静岡県 熱海市 長浜海浜公園
  内容：車両展示
  参加可能車両：1995年までに生産された車両
  参加費：4000円
  問：下田&熱海HISTORICA G.P.実行委員会事務局
  TEL/FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj@gmail.com
  
 23日 ミニピア 2017 by らば～・こ～ん
  ＠：岐阜県 中津川市 恵那峡ワンダーランド駐車場
  内容：車両展示、フリーマーケット、抽選会など
  参加可能車両：オリジナルミニとその一族（定数98台）
  参加費：要問合せ
  問：ミニオーナーズクラブ らば～・こ～ん 代表 中神一彦
  〒508-0011 岐阜県中津川市駒場1630-100
  TEL:090-7025-7160
  
 29日 2017 第22回吉津花まつりノスタルジックカー展示
  ＠：香川県 三豊市 道の駅ふれあいパークみの
   内容：パレード、車両展示、バザー、地元特産品販売など
   参加可能車両：1988年までに生産された4輪および

2輪車
  参加費：1台1000円、同乗者500円（昼食付）
  問：三豊市商工会
  〒767-0032
   香川県三豊市三野町下高瀬2014-1 三豊市商工

会ノスタルジックカー係
  TEL:0875-72-3123　FAX:0875-72-5957
  
■5月/May
 7日 第8回富士山オールドカーフェスタ 2017
  ＠：静岡県 富士市 富士市中央公園多目的広場
  内容：車両展示、同乗体験試乗会
  問：富士山オールドカーフェスタ実行委員会 事務局
  〒422-8006
  静岡県駿河区曲金7-16-47-807
  TEL:080-2615-5133　FAX:054-284-7213
  E-mail:oldcarfest@yahoo.co.jp
  
 13日 Meet the MG 2017
  ＠：兵庫県 新西宮ヨットハーバー、六甲山ホテル
  内容：車両展示、ツーリング、オートテスト、ロッカーカバーレース、パーティ
  問：神戸MGカークラブ Meet the MG実行委員会 担当:岡野、亀井

  TEL:090-7889-3667（岡野）　0795-22-3163（夜間:亀井）
  E-mail:okano190@yahoo.co.jp
  URL:http://lalabsd.shiga-med.ac.jp/kmgcc/
  
 14日 ALL JAPAN ISUZU FESTIVAL 2017
  ＠：愛知県 豊田市 香嵐渓 宮町駐車場
   内容：いすゞ 製乗用車・商用車の展示、ボンネットバス乗車会、フリー

マーケット、写真撮影会など
  問：フロントロウG.コネクション事務局
  〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江大坪17-9
  TEL:090-9189-0944
  E-mail:sayanaoto@yahoo.co.jp
  
 20日-21日 第10回エラン ツーリング イン 愛知
  ＠：愛知県 額田郡～西尾市～長久手市
  内容：ツーリング、サーキット走行（タイムトライアル）、懇親会
  問：EOCJ中部事務局
  〒445-0802 愛知県西尾市米津町仲ノ畑44-5
  TEL:090-8861-0256　FAX:0563-54-6303
  E-mail:garage_full_scale@yahoo.co.jp
   URL:https://www.facebook.com/groups/1215145285243 

223/
  
 21日 前橋クラシックカーフェスティバル
  ＠：群馬県 前橋市 前橋商店街アーケード
  内容：ヒストリックカーの展示
  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
  
 21日 第5回昭和の車を守る集い
  ＠：埼玉県 所沢市 西武ゆうえんち西口駐車場
  内容：昭和のヒストリックカーの展示
  問：オールドカー倶楽部 東京
  E-mail:oldcarclub@inter7.jp
  URL:http://oldcarclubtokyo.hotcom-web.com/wordpress/
  
 27日-28日 第16回ジーロ・デ・軽井沢
  ＠：長野県 北佐久郡 ゆとりろ軽井沢ホテル
  内容：軽井沢周辺の約350kmを走破するタイムラリー
  問：ジーロ・デ・軽井沢実行委員会
  〒389-0112
  長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢9-3 軽井沢町商工会内
  TEL:0267-45-4271
  URL:http://www.60s.co.jp/giro/
  
 28日 2017 春 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
  問：サイドウェイトロフィ事務局
  TEL:03-6432-7662　FAX:03-6432-7663
  

■6月/June
 17日-18日 第14回 グランプレミオアウトストリケ
  ＠：長野県
  内容：ヒストリックカーによるタイムラリー
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL:http://www.auto-storiche.jp/

［海外イベント］

 ◎2017年
    

■4月/April
 24日-30日 TOUR AUTO 2017 OPTIC 2000
  開催国：フランス
   『ツール・ド・フランス』と言えば100年以上の歴史を持つ自転車レー

スだが、その起源は、自動車を用いた公道レースを指す。この『ツー
ル・オート・オプティック2000』はクルマ版『ツール・ド・フランス』をオ
マージュしたヒストリックカーラリーで、2017年はフランスを真っふた
つに割った西半分を走破する本家さながらの過酷なコース設定と
なっている。

  URL:https://peterauto.peter.fr/en/
  

■5月/May
 18日-21日 MILLE MIGLIA 2017
  開催国：イタリア
   伝説の公道レースの復活版『ミッレ・ミリア』はその名の通り1000マ

イル（＝1600km)を走るヒストリックカーラリー。2016年から開催期
間が1日延長され、4日間に渡って開催されている。

  URL:http://www.1000miglia.it/
  
 19日-21日 SPA CLASSIC 2017
  開催国：ベルギー
   『ル・マンクラシック』や『ツール・オート』を主催している『ピーター・オー

ト』が開催するのがこの『スパ・クラシック』だ。『ル・マンクラシック』同
様にグループCのマシーンやツーリングカーが年代ごとにカテゴリーさ
れ、本家スパ24時間耐久レースさながらの耐久レースを繰り広げる。

  URL:https://peterauto.peter.fr/en/
  

   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

Event Calendar 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。■国内＆海外イベントカレンダー
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