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［国内イベント］

 ◎2017年

■4月/April

 29日 25th ジャパンミニディ in 筑波
  ＠：茨城県 下妻市 筑波サーキット
   内容：クラシックカーレース、スポーツ走行会、フリー

マーケットなど
  入場料：5000円（前売り券3500円、小学生以下無料）
  問：JMSAミニディ事務局
  TEL:076-292-1132
  
 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
  
 30日 第97回 ワンダーランド・マーケット
  ＠：神奈川県 横浜市 横浜産貿ホール
  内容：アンティーク・トイの展示即売会、オークションなど
  入場料：1000円
  問：ワンダー事務局
  TEL&FAX:045-651-0509
  URL:http://www.sunset.shop-site.jp/
  
■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
   参加可能車両：1980年までに生産された3輪、または

4輪車（仮ナンバー、改造車不可）
  参加費：1台2500円（弁当、飲み物付き）
  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
   参加可能車両：公道走行可能なMGを所有する人、な

らびにMGを愛する人
   参加費：1台1名1万6000円（記念品、パーティ参加

費など含む）、同乗者1名追加につき1万1000円
   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）
  TEL:0795-22-3163（夜間:亀井）
  E-mail:okano190@yahoo.co.jp
  URL:http://lalabsd.shiga-med.ac.jp/kmgcc/
  
 13日-14日 TOYOTIRES 第2回スペシャルステージ曽爾クラシック
  ＠：奈良県 曽爾村 曽爾高原ファームガーデン
  内容：ラリー、ヒルクライムレース、パレードラン
   参加可能車両：1974年までに生産された車両、

2017年までに生産された欧州車、スーパーカーなど
   参加費：1台6万5000円（走行料、前夜祭、昼食代な

ど含む）
  問：SSSC開催実行委員会事務局
   〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西5-1-6 

寛永ビル6F(株)ツーアンドフォー内
  TEL:06-6191-7337　FAX:06-6191-7338
  E-mail:info@2and4.co.jp
  
 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
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：1台1000円（駐車場代・記念品付き）
  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
  
 14日 第9回 ルノー カングージャンボリー2017
  ＠：山梨県 南都留郡 山中湖交流プラザ・「きらら」
  内容：カングーオーナーとファンによる交流

  参加可能車両：特に無し
  参加費：無料
  問：ルノー・ジャポン
   URL:http://www.renault.jp/information/news/

lp/jamboree2017-event.html
  
 14日 西川淳氏プロデュースイベント
  THE SUPER CAR HERITAGE GATHERING 
  2017 in KYOTO
  ～FESTA di ACERO VERDE～北野天満宮
  ＠：京都府 京都市 北野天満宮
  内容：コンクールデレガンス、トークショー、ランチなど
   参加可能車両：1970年代のスーパーカー、主催者が

認めた車両
  参加費：1台1名3万円、同乗者5000円
  問：SCHG2017運営事務局
  TEL:06-6191-7337
  E-mail:info@2and4.co.jp
  URL:http://scgh.blog.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
  参加可能車両：ロータス・エラン（M100は除く）
   参加費：ドライバー2万8000円、同乗者2万2000円

（サーキット走行、宿泊費、懇親会費など込み）
  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/ 

1215145285243223/
  
 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
  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
  
 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
   参加可能車両：昭和64年（1989年）までに生産され

た車両（3輪、4輪、国産車、外国車問わず）、同型式
車は高年式でも参加可能。違法改造車および仮ナ
ンバーでの参加は不可。

  参加費：3000円（昼食付き）
  問：オールドカー倶楽部 東京
  E-mail:oldcarclub@inter7.jp
   URL:http://oldcarclubtokyo.hotcom-web.com/

wordpress/
  
 21日 九州トリコローレ 2017 
  with CARZY LIVE KYS 2017
  ＠：佐賀県 鳥栖市 鳥栖東公園（おひさまの丘）
  内容：トークショー、ビンゴ大会、パレードランなど
  参加可能車両：イタリア車
  参加費：1台2000円
  問：チンクエチェント博物館 事務局
  〒467-0872 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-10
  TEL:052-871-6464　FAX:052-882-1105
  E-mail:fkz@museo500.com
  
 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
   参加可能車両：1959年以前のスポーツカー及び

1974年以前に生産されたスポーツプロトタイプカー 
  参加費：1台2名10万円（宿泊費、パーティ代など含む）
  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
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：3000円（前売り券2500円）
  問：サイドウェイトロフィ事務局
  TEL:03-6432-7662　FAX:03-6432-7663
  

 28日 TMME 第2回 クラシックミニ・七ヶ宿パークミーティング
  ＠：宮城県 刈田郡 七ヶ宿公園 駐車場
   内容：フリーマーケット、ショップテント、クラブサイト、

ゲーム大会など
  参加可能車両：特に無し
   参加費：1台500円、フリーマーケット1000円、ショッ

プテント3000円
   問：TMME 東北ミニミーティング実行委員会 事務局 

ブリッティッシュガレージ･レブ
  〒960-0101 福島県福島市瀬上町字四斗蒔29
  TEL:024-554-4426
  URL:http://tmme.jp/
  
 28日 第57回 SHCCミーティングat大磯ロングビーチ
  ＠：神奈川県 中郡 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：ジムカーナ、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とその

同型車・レプリカ、また主催者が参加を認めた車両
   参加費：ジムカーナ1台1名1万5000円（SHCC会員

1万円）、スワップミート1000円（2m×2m）
  問：湘南ヒストリックカークラブ 事務局
  〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1042-203
  TEL&FAX:0463-72-8247
  
 28日 フレンチ・トースト・ピクニック 2017
  ＠：福井県 あわら市 金津創作の森
  内容：車両展示、ピクニックラリー、フリーマーケットなど
   参加可能車両：フランス車（全年式）及び1974年ま

でに生産された車両
   参加費：ピクニックラリー4000円、車両展示2000

円、フリーマーケット1000円
  問：あわら市『金津創作の森』財団 FTP実行委員会
  TEL:0776-73-7800　FAX:0776-73-7805
  URL:http://frenchtoastpicnic.wordpress.com/
  
 28日 Collezione Pranzo 2017
  ＠：長野県 白馬村 白馬岩岳スノーフィールド
  内容：ツーリング、ランチ
  参加可能車両：ランチア車
  参加費：1台3500円
  問：Collezione・Pranzo事務局
  E-mail:collezione_pranzo@clock.ocn.ne.jp
  
 28日 パンダリーノ 2017
  ＠：静岡県 浜名湖渚園芝生広場
  内容：フィアット・パンダ好きによるミーティング
  参加可能車両：特に無し
  参加費：1台2000円
  問：パンダリーノ実行委員会
  E-mail:contact@pandarino.com
  
■6月/June
 3日 2017 hobby クラシックカー・ミーティング in タカスサーキット
  ＠：福井県 福井市 タカスサーキット
  内容：ミニ60分耐久レース、メモリアルラン、車両展示、フリーマーケット
  問：ブリティッシュ・カー・クラブ hobby
  〒921-8002
  石川県金沢市玉鉾4-147-1 ガレージ・ミニマム内
  TEL:076-291-5011
  
 3日-4日 第6回 コッパ ディ 京都
  ＠：京都府
  内容：京都府庁～丹後半島～宇治のヒストリックカーラリー
  問：コッパ ディ 京都実行委員会
  E-mail:kunio@amica.co.jp
  URL:http://coppa-di-kyoto.com/
  
 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/
  

■9月/September
 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
  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

   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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