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［国内イベント］

 ◎2017年

■10月/October

 28日-29日 フレンチブルー・ミーティング2017
  ＠：長野県 茅野市 車山高原
   内容：フリーマーケット、ジムカーナ大会、2CVクランク

掛け競走など
  参加可能車両：フランス車以外も参加可能
  参加費：1台2000円
  問：フレンチブルーミーティング実行委員会
  URL：http://www.kurumayama.com/fbm/
  
 ■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
   参加可能車両：1989年までに生産された国産の4輪

もしくは3輪車
  参加費：1台1名1000円、同乗者1名500円
  問：JAF岐阜支部
  〒500-8356
  岐阜県岐阜市六条江東2-4-11
  PHONE:058-277-1121
   URL:http://jafevent.jp/event/1708_21_021_0. 

html
  
 3日 第23回日本EVフェスティバル
  ＠：茨城県 下妻市 筑波サーキット・コース1000
   内容：耐久レース、車両展示、自動運転競技車両によ

るタイムアタックなど
   入場料：会員2000円、非会員2500円、中学生

1000円（小学生以下は無料）
  問：一般社団法人 日本EVクラブ
  〒156-0043
  東京都世田谷区松原2-20-10-401
  PHONE:03-5376-8446　FAX:03-5376-5310
  E-mail:info@jevc.gr.jp
  URL:http://www.jevc.gr.jp/
  
 3日 さいたまイタフラミーティング
  ＠：埼玉県 さいたま市 埼玉スタジアム2002 東駐車場
  内容：車両展示、フリーマーケット、景品抽選会など
  参加可能車両：イタリア車、フランス車以外も可能
  参加費：1台1000円、フリーマーケット出店料500円
  問：さいたまイタフラミーティング実行委員会
   URL：http://carcle.jp/UserBlog.aspx?UserID= 

319
  
 5日 25th ジャパンミニディ
  ＠：静岡県 浜松市 渚園キャンプ場
  内容：フリーマーケット、ショップサイト、車両展示など
  入場料：前売り2500円、当日券3500円
  問：ミニディ浜名湖事務局
  〒430-0807
  静岡県浜松市中区佐藤2-25-25 DINKY内
  PHONE:053-461-6132
  
 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
   参加可能車両：1980年以前に生産された、自走可

能な車両
   参加費：車両展示1台3000円、ラリー1台5000円、

ガレージセール1ブロック1万円
  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
   参加可能車両：1985年までに製造された車両。輸入

車のスポーツカーは年式不問
  参加費：500円（パンフレット、抽選券付き）
  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
   参加可能車両：MG全車種（ドレスコード：ツイードを取

り入れた装い）
  参加費：1台1名1万5000円、同乗者1名8000円
  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
   参加可能車両：ホンダスポーツシリーズ、ホンダ空冷シ

リーズのすべてと旧ホンダ360cc水冷モデル、それら
のレーシングモデル（パワーユニットのみでも可）と
S660

  参加費：2万円～4万7000円（要問合せ）
  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
  参加可能車両：1975年までに生産された車両
  参加費：6万6000円（1台2名）
  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
  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円から
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL:http://www.auto-storiche.jp/
  
 11日-12日 24th MASERATI DAY 2017
  ＠：長野県 南佐久郡 八ヶ岳高原海の口自然郷
  内容：車両展示、ガラディナー、ミニツーリング
  参加可能車両：特に無し（ビジター参加も可能）
  参加費：要問合せ
  問：MASERATI CLUB OF JAPAN
  E-mail:24day@maseraticlub.jp
  URL:http://www.maseraticlub.jp
  
 12日 7th AMERICAN HISTORIC CAR SHOW
  ＠：山梨県 富士吉田市 富士Calm 芝生大広場
  内容：車両展示、スワップミート、トークショーなど
   参加可能車両：1990年以前のアメリカ車、およびア

メリカ製エンジンを搭載した車両
  参加費：6000円
  問：AHCS事務局
  URL:http://www.kaz440.com/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
   内容：往年のヒストリックレーシングマシーンによるデモ

走行など
   入場料：当日券4000円（前売り2500円、2日券

3500円）
  問：鈴鹿サーキット
  PHONE:059-378-1111
  URL:http://www.suzukacircuit.jp/soundofengine/
  
 24日 COUPE de B.H.C.
  ＠：千葉県 山武市 ナリタモーターランド
  内容：ジムカーナ走行会
   参加可能車両：アルピーヌ4気筒モデル、他フランス

製4気筒RRモデル
  参加費：1台1万8500円
  問：Berlinette Hakoné Club
  E-mail:peb03203@nifty.com
  
 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
   参加可能車両：1987年以前に生産されたオリジナル

を基本とした乗用車・商用車（仮ナンバー不可、任意
保険に要加入）

  参加費：1台3000円
   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
  
 26日 茨木ヴィンテージカーショー
  ＠：大阪府 茨木氏 茨木市役所
  内容：車両展示、フリーマーケット、ライブなど
  参加可能車両：1960～1970年代の車両
  参加費：1台5000円
  問：ジャンクヤード
  PHONE:072-638-0200
  URL:http://www.vintagecar-ibaraki.com/
  
 26日 58th SHCC meeting at OISO LONG BEACH
  ＠：神奈川県 中郡 大磯ロングビーチ第1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、およ

びレプリカを含む同型車
  参加費：一般1万5000円、SHCC会員1万円
  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1932-6 B202
  PHONE/FAX:0463-72-8247
  
■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
  
 3日 谷保天満宮旧車祭2017
  ＠：東京都 国立市 谷保天満宮、谷保駅北口周辺
  内容：車両展示、近乗会（パレードラン）
  問：Automobile Club Japan事務局
  PHONE＆FAX:0425-74-9979
  E-mail:1908acj-gmail.com
  
 10日 19th Tokyo Bayside Classic Cup Season5 Round3
  ＠：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、スポーツ走行会
  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
  URL：http://automedic.co.jp/topics/TBCC/index.html
  
 17日 第99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
  問：サンセット
  PHONE&FAX：045-651-0509
  

■1月/January
 21日 新春鈴鹿ゴールデントロフィーレース
  ＠：三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキット
  内容：ヒストリックカーレース、走行会
  問：名古屋レーシングクラブ事務局
  〒463-0065
  愛知県名古屋市守山区廿軒家14-40
  PHONE＆FAX:052-792-2031

［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/

 ◎2018年
  

■2月/February
 7日-11日 レトロモビル 2018
  開催国：フランス
   内容：ヒストリックカー・ファンにはお馴染みのレトロモビル。クラブや

オートモビリアも充実し、美味しいご飯を食べて、1日だけでなく2日、3
日と通い詰めて楽しみたいイベントだ。

  URL:http://en.retromobile.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
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