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［国内イベント］

 ◎2018年

■4月/April

	 29日	 26th	ジャパンミニデイin筑波
  ＠茨城県 筑波サーキット
   内容：60分耐久レース、スポーツ走行会、998チャレ

ンジ、オートジャンブルなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：JMSAミニデイ事務局
  PHONE：053-461-6132
  URL：http://www.mini.j-msa.com/

■5月/May

	 6日	 NEKO	AUTOMOBILE	FESTIVAL	2018
  ＠千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
   内容：スポーツ走行、同乗試乗、ファミリーサーキットラ

ンなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
   問：NEKO AUTOMOBILE FESTIVAL 2018イベ

ント事務局
  URL：http://www.hobidas.com/naf/
  
	 12日	 Meet	the	MG	2018
  ＠兵庫県 新西宮ヨットハーバー、六甲スカイヴィラ
   内容：車両展示、ロッカーカバーレース、ツーリング、

パーティなど
   参加可能車両：公道走行可能なMGオーナー、及び

MGを愛する人
   参加費:1万6000円（1台、1名）、同乗者1名につき

1万1000円
  問：神戸MGカークラブ『Meet the MG実行委員会』
   PHONE：090-7889-3667（岡野）、0795-22-3163

（亀井*夜間）
  E-mail：info@kmgcc.org
  URL：http://www.kmgcc.org/
  
	 13日	 第9回富士山オールドカーフェスタ2018
  ＠：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
  参加費：1台2500円（弁当・飲み物付き）
   参加可能車両：1980年までに生産された車両（仮ナ

ンバー・レプリカ・改造車や販売目的の展示は不可）
  問：富士山オールドカーフェスタ実行委員会 事務局
  〒422-8006 
  静岡県静岡市駿河区曲金7-16-47-807
  PHONE：080-2615-5133（担当:大石）
  FAX：054-284-7213
  E-mail：oldcarffest@yahoo.co.jp
  
	 13日	 スポーツカー・ヘリテージ・ギャザリング2018
	 	 @北野天満宮
  ＠：京都府 北野天満宮 右近の馬場および文道会館
   内容：車両展示、安全祈願参拝、記念植樹、スペシャ

ルゲストによるトークショーなど
  参加費：1台3000円
   参加可能車両：2ドア・スポーツカー（戦前から最新ま

での無改造車両）
  問：ヘリテージ・カー・ギャザリング・コミッティー
   URL：https://www.facebook.com/SCHG2018Kyoto/
  
	 20日	 群馬クラシックカーフェスティバル
  ＠群馬県　前橋市内中央アーケード
   内容：テーマカーのアメリカ車を含めた車両展示、ス

ワップミートなど
   参加可能車両：1980年までに生産された国産、外国

車。アメリカ車は2000年まで参加可
   参加費：展示3000円（1台）、スワップミート3000円

（1区画）
  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/
  
	 27日	 2018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2500円)
  問：サイドウェイトロフィ事務所
  PHONE：03-6432-7662　FAX：03-6432-7663
  URL：https://sidewaytrophy.com/
  
	 27日	 THE	59th	SHCCミーティングat大磯ロングビーチ
  ＠：神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場内特設コース

   内容：タイムトライアル(ジムカーナ)、スワップミート、ク
ラブミーティングなど

   参加可能車両：1969年までに生産された車両、及び
レプリカ車を含む同型車

  参加費：要問合せ
  問：湘南ヒストリックカークラブ
  URL：http://shcc.serio.jp/ 
  
	 27日	 第6回昭和のクルマを守る集い
  ＠：埼玉県 西武園ゆうえんち西口駐車場
   内容：昭和のクルマの展示、旧いクルマに関わる部品

の交換会
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：3000円
  問：オールドカー倶楽部東京
  PHONE：090-3472-6581（9：00-20：00）

	 27日	 第3回	TMMEクラシックミニ・七ヶ宿パークミーティング
  ＠宮城県　七ヶ宿自然休養公園
   内容：オーナーズミーティング、フリーマーケット、ゲーム

大会など
  参加可能車両：要問合せ
  参加料：500円(1台)
  問：TMME 東北ミニ・ミーティング実行委員会
  PHONE：024-554-4426
  URL：http://tmme.jp/
    
■6月/June

	 3日	 百万石金沢クラシックカーフェスティバル
  ＠：石川県 しいのき迎賓館石の広場
  内容：車両展示、着物モデルとの撮影会など
   参加可能車両：1974年以前に生産された車両、国

産外車不問、レプリカは不可
  参加費：5000円
  問：百万石金沢クラシックカー倶楽部
  PHONE：076-274-7200（若松梱包運輸倉庫内）
  FAX：050-3730-9636
  E-mail：info@hkcc.jp
  URL:http://hkcc.jp/
  
	 10日	 第25回記念	フィアット・フェスタ2018
  ＠：群馬県 水上高原 宝台樹スキー場
   内容：パイロンコースのタイム計測、タイムラリー、フ

リーマーケット、クラブミーティングなど
  参加可能車両：イタリア車全般
  参加費：要問合せ
  入場料:1000円（駐車料込）
  問：FIAT FESTA実行委員会
  PHONE:048-242-4610　FAX:048-242-4611
  E-mail:fukushima@a-trucco.jp
  URL: http://www.museo500.com/fiatfesta/

	 10日	 ミラフィオーリ2018
  ＠：愛知県 愛・地球博記念公園
   内容：ヨーロッパ車オーナーが一堂に会するミーティン

グ、トークショー、フリーマーケットなど
  参加可能車両：ヨーロッパ車
  参加費：3000円（事前申込制）
  問：カーくる
  E-mail: ml@carcle.jp
  URL：http://museo500.com/mirafiori/

	16日-17日	 第15回グランプレミオ	アウトストリケ
  ＠：長野県周辺
  内容：ヒストリックカーによる1泊2日のタイムラリー
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：アウトストリケ実行委員会
  URL:http://www.auto-storiche.jp/

	 17日	 Albion	Motor	Sports	Festival	2018
  ＠：静岡県 レインボー浜名湖
   内容：英国車をメインとしたヒストリックカーによるタイム

トライアル
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：1万2000円～（1台1名）
  エントリー受付:5月3日-6月3日
  問：Albion事務局（DINKY内）
  PHONE:053-461-6132
  E-mail:albion_fes@yahoo.co.jp
  URL: http://blogs.yahoo.co.jp/albion_1986

	 17日	 Tokyo	Bayside	Classic	Cup	Season6
  ＠：千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
   内容：ヒストリックカーによるレース形式走行会、スポー

ツ走行会など
   参加可能車両：1972年までに生産された車両、およ

び継続生産車など

  参加費：要問合せ
  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
  URL:http://www.automedic.co.jp
  
■7月/July

	 29日	 第5回ノスタルジックカーinぽんぽこの里
  ＠山口県 ぽんぽこの里駐車場
   内容：車両展示、ガレージセール、バーべキュー、ビン

ゴゲームなど
   参加可能車両：ヒストリックカー、スーパーカー希少車

など
   参加費：3000円（中学生以上）、2000円（小学生）、

500円（幼児）
  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
  MOBILE：090-1336-8104
  FAX：0837-52-4267
  E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp
  URL：http://c-able.ne.jp/~t_kazuto/

■9月/September

	 9日	 Tokyo	Bayside	Classic	Cup	Season6
  ＠：千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
   内容：ヒストリックカーによるレース形式走行会、スポー

ツ走行会など
   参加可能車両：1972年までに生産された車両、およ

び継続生産車など
  参加費：要問合せ
  問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
  URL:http://www.automedic.co.jp
  
	 29日	 カー・マガジン・ウィークエンド・ミーティング2018秋
	 	 in大磯
  ＠神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：車両展示、同乗試乗、オートジャンブルなど
  参加可能車両：年式 & メーカー不問、2輪、3輪、4輪
  参加費：無料
  問：カー・マガジン編集部
  E-mail：carmag@neko.co.jp
  URL：http://www.car-mag.jp/

［海外イベント］

 ◎2018年

■4月/April

	 23日-28日	 ツアー・オート	2018	オプティック2000
  開催国：フランス
   内容：フランス・パリをスタートし、ゴールのコート・ダ・ジュールまで約

1600kmを、各地に設けられたSSとサーキットを巡りながら一般道だ
けで進むというハードなヒストリックカー・ラリーイベント。27回目となる
今回は、チシタリアやOSCA、モレッティなどのイタリア車メーカーが特
集される。

  URL：https://peterauto.peter.fr/en/tour-auto-optic-2000-2/
  

■5月/May

	 11日-13日	 モナコ・ヒストリック・グランプリ	2018
  開催国：モナコ公国
   内容：モナコ自動車クラブ主催のモナコ・ヒストリック・グランプリは、グ

リマルディ家のモナコ公国統治700年を記念して1997年よりスター
トし、隔年開催されているヒストリックF1によるレースだ。年代ごとに5
つのクラスに分けられた往年の名車たちが、おなじみの市街地コース
を駆け抜ける。

  URL：http://acm.mc/en/

	 18日-20日	 スパ・クラシック	2018
  開催国：モナコ公国
   内容：スパ・フランコルシャン・サーキットを舞台に2011年からスタート

したサーキットイベント。各年代のGTカー、ツーリングカーやグループC
のカテゴリーが設けられ、多種多様なヒストリックレーシングマシーンが
出走する。

  URL：https://peterauto.peter.fr/en/classic-car-events/
  
	 25日-27日	 コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ
  開催国：イタリア
   内容：その名を遺すヒストリックカーがイタリア・コモ湖の湖畔に集結

し、美しさを競う世界最大級のコンクールイベント。RMサザビーズによ
るオークションが開催される他に、各メーカーの最新のコンセプトカー
やプロトタイプカーも参考出品される。

  URL：http://concorsodeleganzavilladeste.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アドレスなど）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　
  東京都品川区上大崎3丁目1番1号
  目黒セントラルスクエア
  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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