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［国内イベント］

 ◎2017年

■5月/May

 27日-28日 浅間ヒルクライム 2017
  ＠：長野県 小諸市 高峰高原
  内容：ヒルクライム、パレードラン、トークショーなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：入場無料（駐車代500円）
  問：浅間ヒルクライム実行委員会
  〒389-0102 
  長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1452 
  コミュニティーラボモトテカ内
  URL:http://www.asama-hillclimb.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
   参加可能車両：ミニ60分耐久レース（JMSA HP内

にある100マイル耐久参加規程を満たす車両）、メモ
リアルラン（1980年までに生産された車両）

   参加費：ミニ60分耐久レース 2万1000円、メモリア
ルラン 8000円

  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～宇治を巡るヒストリック

カーラリー
   参加可能車両：'70年代までに生産されたヒストリック

カー
  参加費：要問合せ
  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/
  
 4日 ミラフィオーリ 2017
  ＠：愛知県 長久手市 愛・地球博記念公園
  内容：車両展示、スタイルコンテスト、トークショーなど
  参加可能車両：欧州車であれば年式、メーカーなど不問
  参加費：3000円
  問：事務局
  〒460-0008
   愛知県名古屋市中区栄1-23-29 SUN・Hビル2F 

株式会社カーくる
  E-mail:ml@carcle.jp
  
 11日 第24回 フィアット・フェスタ 2017
  ＠：群馬県 利根郡 水上高原宝台樹スキー場
   内容：タイムラリー、パイロンスラローム、フリーマーケッ

トなど
  参加可能車両：イタリア車全般
   参加費：トロフェオスラローム1万5000円（ランチ付

き）、トロフェオラリー2万円（ランチ付き）、一般見学
1000円（駐車代）

  問：フィアット・フェスタ実行委員会
  〒332-0031
  埼玉県川口市青木1-6-1 1F TRUCCO内
  TEL:048-242-4610　FAX:048-242-4611
  E-mail:fukushima@a-trucco.com
  
 14日 17th 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、スポーツ走行
   参加可能車両：1972年までに生産された車両、およ

びその継続生産車両、姉妹車両
  参加費：レース1万8000円、スポーツ走行1万2000円
   問：Tokyo Bayside Classic Cup事務局 オートメ

ディック内
  TEL:042-488-5562（担当：田中）
  E-mail:tech@automedic.co.jp
  
 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
  参加可能車両：1974年以前に生産が開始された車両
  参加費：1台2名 9万8000円
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL:http://www.auto-storiche.jp/
  
■7月/July
 2日 JCCA TSUKUBA MEETING SUMMER
  ＠：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、スポーツ走行、フリーマーケットなど
  問：日本クラシックカー協会
  TEL:048-458-6660
  URL:http://www.jcca.cc/
  
 7日-9日 北海道クラシックカーラリー2017
  ＠：北海道 札幌-富良野・美瑛-網走-釧路-鹿追・新得-札幌エリア
  内容：ヒストリックカーラリー
  問：北海道クラシックカーラリー2017運営事務局
  TEL:011-206-4415　FAX:011-231-2308
  E-mail:info@hcc-rally.jp

 15日-17日 16th+1 Torofeo Tazio Nuvolari in Hokkaido
  ＠：北海道 函館-道南-道央-道北-千歳エリア
  内容：ヒストリックカーラリー
  問：Scuderia Tazio Nuvolari Asia
  E-mail:nivola.tazio1892@ncv.jp
  
 16日 ティーポ・オーバーヒート・ミーティング2017
  ＠：岡山県 美作市 岡山国際サーキット
  内容：スポーツ走行会、レース、トークショー、じゃんけん大会など
  問：ネコ・パブリッシング 
  URL:http://www.hobidas.com/tohm
  
 23日 第4回ノスタルジックカー in ぽんぽこの里
  ＠：山口県 美祢市 ぽんぽこの里
  内容：車両展示、ランチなど
  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 事務局
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  

■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
  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
  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
  TEL:025-553-0318　FAX:025-553-1786
  E-mail:ccrstaff@gmail.com
  URL:http://ccr.ikaduchi.com/
    
 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
  

■10月/October
 15日 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
  内容：車両展示、スワップミート、チャリティーオークション
  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
  TEL:075-622-2916（19時以降）
  
 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
  TEL:090-5149-3955
  E-mail:stratos@mail.netwave.or.jp

［海外イベント］

 ◎2017年
  

■6月/June
 30日-7月2日 モンツァ・ヒストリック
  開催国：イタリア
   内容：『ル・マン・クラシック』や『シャンティイ・アーツ&エレガンス』などを

主催するピーター・オートによるイベント。ヒストリックF1やグループCマ
シーンといったレーシングカーの耐久レースや走行会が行われる。

  URL:http://www.monza-historic.com/
  

■8月/Augast
 20日 ペブルビーチ・コンクール・デレガンス
  開催国：アメリカ
   内容：世界中で行われているコンクール・デレガンスの中でも最も権威

と実績があるのが同イベントだ。2017年の特別クラスには『イソッタ・
フラスキーニ』、『カスターニャがコーチビルドした車両』などが設けられ
ている。

  URL:http://www.pebblebeachconcours.net/
  
  

  

   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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