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［国内イベント］

 ◎2017年

■9月/September

 30日 Car MAGAZINE Weekend Meeting 2017 
  Autumn in Oiso
  ＠：神奈川県 大磯ロングビーチ第一・第二駐車場
  内容：同乗走行体験、車両展示など
  参加可能車両：年式、車種等不問
  参加費：無料
  問：カー・マガジン編集部
  PHONE:03-5745-7824　
  FAX:03-5745-7819
  E-mail:carmag@neko.co.jp 
  
 30日 GIRO DI MINE
 -10月1日 ＠：山口県 美祢市近郊
  内容：ヒストリックカーや希少車によるタイムラリー
   参加可能車両：国内外のヒストリックカー、スーパー

カー、希少車など
   参加費：1台2名5万3000円、1台1名2万8000円

（宿泊・食事等含む）
   問：La Festa della Automobile Classica 実行委

員会 事務局長 利重一人
  PHONE:090-1336-8104
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL:http://www.c-able.ne.jp/̃t_kazuto/
  
■10月/October

 1日  MAZDA COLLEZIONE
  ＠：山口県 美祢市 マツダ美祢自動車試験場
   内容：ガレージセール、愛車走行会、クラブミーティン

グ、車両展示など
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：2輪200円、4輪500円
   問：La Festa della Automobile Classica 実行委

員会 事務局長 利重一人
  PHONE:090-1336-8104
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL:http://www.c-able.ne.jp/̃t_kazuto/
  
 1日 Vintage Car Meeting 
  in MAZDA COLLEZIONE
  ＠：山口県 美祢市 マツダ美祢自動車試験場
  内容：車両展示、人気投票など
  参加可能車両：1979年までに製造された車両
   参加費：1台1名3000円、同乗者1名1000円（入場

料・昼食代含む）
   問：La Festa della Automobile Classica 実行委

員会 事務局長 利重一人
  PHONE:090-1336-8104
  E-mail:t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL:http://www.c-able.ne.jp/̃t_kazuto/
  
 7日-8日 Vecchio Bambino 2017 Autunno
   ＠：岡山県 岡山-備前-美作-真庭-赤磐-鏡野エリア

など
  内容：クラシックカーラリー
   参加可能車両：1972年までに製造されたヨーロッパ

製のスポーツカー、その他実行委員の認めた車両
  参加費：1台2名12万円、1台1名10万円
  問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
  PHONE:086-803-7716
  E-mail:info@vecchiobambino.com
  URL:http://vecchiobambino.com/
  
 8日 2017 Classic Car Festival in 萩
  ＠：山口県 萩市 萩明倫センター駐車場
   内容：車両展示、じゃんけん大会、スワップミート、フ

リーマーケット、パレードなど
  参加可能車両：1988年までに製造された車両
  参加費：無料
  問：クラブノスタルジア マツバラ
  PHONE:090-1684-2676
  
 8日 第17回 リエゾンクラシックカーラリーフェスティバル
  ＠：兵庫県 神戸市 リエゾンドライビングスクール
  内容：ヒストリックカーラリー、ミーティング
   参加可能車両：1980年以前に製造された車両（レプ

リカ・同型車含む）で車検のある車両
  参加費：ドライバー1万1000円、ナビゲーター6000円
   問：LIASON Mt.ROKKO IN KOBE 実行委員会

（担当シラガミ・タナダ）
  PHONE:078-857-0055　
  FAX:078-857-0616
  E-mail:aan88300@syd.odn.ne.jp
  

 8日 98th Takao Sunday Meeting 
  with Car MAGAZINE
   ＠：京都府 高雄・嵐山パークウエイ 高雄ゲート大駐

車場
  内容：コンクールデレガンスなど
  参加可能車両：年式、車種等不問
  参加費：無料
  問：カー・マガジン編集部
  PHONE:03-5745-7824　
  FAX:03-5745-7819
  E-mail:carmag@neko.co.jp 
  
 14日 第4回四国松山ノーマルレトロカーミーティング
  ＠：愛媛県 松山市 城山公園堀之内管理用広場
   内容：交通安全パレードラン、車両展示、ボンネットバ

ス体験乗車など
   参加可能車両：1988年以前に製造されたほぼノーマ

ルと認められる自家用車
  参加費：1台3000円
  問：四国松山ノーマルレトロカーミーティング事務局
  〒790-8537
  愛媛県松山市真砂町119 テレビ愛媛事業部内
  PHONE:089-933-0322
  
 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
   参加可能車両：1987年までに生産された車両（レプ

リカを含む）
  参加費：1台3300円（記念品、昼食付き）
  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
  PHONE:075-622-2916（19時以降）
  
 15日 第2回 MR2 Mk1 Communication Event
  ＠：山梨県 南都留郡 富士すばるランド特設駐車場
   内容：トヨタMR2（AW10、11）のオーナーズミーティ

ング
  参加可能車両：トヨタMR2（AW10、11）
   参加費：ドライバー1500円、助手席500円（見学者

は無料）
  問：Toyota MR2 Mk1 Owner's Association
  URL:http://www.tmoa.jp/
  
 15日 第15回 クラシックカーフェスティバル in 小金井
  ＠：東京都　小金井市　小金井公園
  内容：車両展示
  参加可能車両：1975年以前に生産された車両
  参加費：8000円
  問：東京小金井さくらロータリークラブ 福平
  PHONE:042-387-6688　
  FAX:042-387-8008
   URL:http://classiccarkoganei.wixsite.com/

carfestainkoganei
  
 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
  参加可能車両：ランチア車
   参加費：5000円（LCJメンバー4500円）、同乗者

3500円
  問：ランチアランチ2017実行委員長 原田晃
  PHONE:090-5149-3955
  E-mail:stratos@mail.netwave.or.jp
  
 22日 JCCA TSUKUBA MEETING ENDURANCE
  ＠：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
  参加可能車両：要問合せ
  入場料：前売り券3500円、当日券4000円
  問：日本クラシックカー協会
  〒351-0021
  埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105
  PHONE:048-458-6660　
  FAX:048-458-6661
  URL:http://www.jcca.cc/
  
■11月/Novenber
 3日 JAF秋祭り in 日本昭和村
  ＠：岐阜県 美濃加茂市 平成記念公園 日本昭和村
  内容：車両展示、スワップミート
  問：JAF岐阜支部
  〒500-8356 
  岐阜県具父子六条江東2-4-11
  PHONE:058-277-1121
  URL:http://jafevent.jp/event/1708_21_021_0.html
  

 5日 第12回クラシックカーフェスティバル in 桐生
  ＠：群馬県 桐生市 群馬大学理工学部桐生キャンパス
  内容：車両展示、ラリー、パレードラン、ガレージセール
  問：クラシックカーフェスティバル in 桐生実行委員会
  〒376-0023 
  群馬県桐生市錦町3-1-25（桐生商工会議所内）
  PHONE:0277-45-1201　
  FAX:0277-45-1206
  E-mail:y-tsunoda@kiryucci.or.jp
  
 5日 能登 Classic car Fest Season 3
  ＠：石川県 鳳珠郡 能登ワイン内
  内容：車両展示
  問：能登 Classic car Fest実行委員会 担当 伊東
  〒928-0217 
  石川県輪島市町野町井面内後48-1
  PHONE:090-4683-9216　FAX:0768-32-1207
  
 11日 2nd Tweed Meeting in NAGOYA
  ＠：愛知県 名古屋市 名古屋市役所駐車場、KKRホテル名古屋
  内容：車両展示、パーティ
  問：名古屋MGカークラブ 事務局 担当：猪子、伊藤
  PHONE:090-8959-8220（猪子）、080-3637-4914（伊藤）
  
 11日-12日 オールジャパンホンダスポーツミーティングAHSM 
  第38回大会
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット モビリティランド
  内容：ホンダ"エス"シリーズによるオーナーズミーティング
  問：ホンダツインカムクラブ事務局
  〒540-0038 
  大阪府大阪市中央区内淡路町2-1-7　B1
  PHONE:06-4793-0056　
  FAX:06-6945-7177
  URL:http://www.twincamclub.com/
  
 11日-12日 第35回 ミルキーウェイ ブルーアイランドラリー 2017
  ＠：愛媛県 今治市-高知県 香南市
  内容：スカベンジャーラリー
  問：ミルキーウェイ事務局 兵頭 史郎
  〒790-0941 
  愛媛県松山市和泉南2-12-29
  PHONE:090-8971-0382
  
 11日-12日 第18回 コッパデッレアウトストリケ
  ＠：群馬県
  内容：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/index.html
  
 18日-19日 RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE 2017
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット
  問：鈴鹿サーキット
  PHONE:059-378-1111
  URL:http://www.suzukacircuit.jp/soundofengine/
  
 25日 2017 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル
  in神宮外苑
  ＠：東京都 明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前
  内容：車両展示、パレードなど
  問：トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル 応募事務局
  〒480-1118
  愛知県長久手市横道41-100
  PHONE:0561-63-5151　
  FAX:0561-63-5159
  E-mail:xk-ccf@mail.toyota.co.jp
  

■12月/December
 3日 第11回 Festival of SIDEWAY TROPHY
  ＠：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
  問：サイドウェイトロフィ事務局
  PHONE:03-6432-7662

［海外イベント］

 ◎2017年
  

■11月/Novenber
 8日-12日 クラシック・デイトナ24時間
  開催国：アメリカ
   内容：初開催の2015年から今年で3回目の開催となる同イベント。

フォードGT40やフェラーリ330P4などの'60年代のマシーンから'80
年代のグループCやIMSAを経て、'15年までの近代LMPマシーンま
でが全6グループにカテゴライズされ、勢揃いする。予選や夜間練習
走行などを含めた、5日間に渡り開催されるビッグイベントだ。

  URL:http://www.classic24hour.com/
  
  

   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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