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●国内外イベントカレンダー

［イベントカレンダー］

   参加可能車両：1974年までに生産されたオリジナ
ルコンディションの国産車および外国産車

  参加費：要問合せ
   エントリー期間：6月24日-7月18日（FAXもしくは

E-MAIL）
  問:糸魚川市観光協会内 日本海CCR事務局
  PHONE：025-553-0318
  FAX：025-553-1786
  E-mail：ccrstaff@gmail.com
  URL：http://ccr.ikaduchi.com/

 8日 JAPAN LOTUS DAY 2019
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：ロータス・オーナー、ファンのためのサーキット

イベント
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
   入場料：2700円（前売）、3000円（当日）、小学生以

下無料
  問：エルシーアイ
  PHONE：03-5754-0819*平日10：00~18：00
   URL：http://www.lotus-cars.jp/news/japan-

lotus-day-2019/

 8日 第26回Tokyo Bayside Classic Cup
  ＠：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

 15日 みんなでしあわせになるまつり2019 in栗駒
  ＠：宮城県 栗駒六日町通り商店街
   内容：車両展示、パレード、ガレージセール、フリー

マーケットなど
  参加可能車両：初年度登録が昭和60年以前の車両
  参加費：2000円（1台、昼食、おみやげ付き）
  問：「みんなでしあわせになるまつり」実行委員会
  〒989-5301 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町69
   栗駒鶯沢商工会 みんなでしあわせになるまつり車

両担当者宛て

■10月／October
 
 5日 カー・マガジン・
  ウィークエンドミーティング2019秋
  ＠神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
  内容：調整中、お楽しみに！
  参加可能車両：2輪、3輪、4輪（年式、メーカー不問）
  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/

 5-6日 VecchioBambino2019 Autunno
  ＠：岡山県内各地
   内容：震災復興支援、交通事故遺児への寄付なども

組み込まれたチャリティーツーリング
   参加可能車両：1973年までに生産されたヨーロッ

パ製スポーツカー、スーパーカーなど
  参加費：1台2名12万円*1名参加の場合も同額
  問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
  E-mail：info@vecchiobambino.com
  URL：http://vecchiobambino.com/

 19日 熱海HISTORICA G.P.2019
  ＠：静岡県 南熱海・長浜海浜公園芝生エリア
   内容：カーショー、コンクール、スラローム、熱海

G.P.ラン、ウエルカムパーティなど
   参加可能車両：1999年までに生産された車両、ラ

リー＆レーシングモディファイ車両は年式不問、イタ
ルデザイン車など

   参加費：5000円、スラローム3000円（アカオ要宿
泊）、7000円（当日展示のみ）

  エントリー締め切り：8月31日
  問：熱海HISTORICA G.P.2019実行委員会事務局
   PHONE:042-574-9979*11：30〜14：00、18：

00〜19：00（火曜日を除く）
  FAX:042-574-9907
  E-mail：1908acj@gmail.com
  URL：https://acj1908.com/

 19-20日 6.Klassisches VW Treffen In Japan
   ＠：初日『御殿場高原 時之栖』、2日目『帝人アカデ

ミー富士 芝生エリア』

  内容：車両展示、ウェルカムパーティ、クルーズなど
   参加可能車両：ノーマル車高とオリジナルホイール

をキープした'50年代までのVW各モデル、及び'67
年までのシングルナンバー車

  参加費：要問合せ
  問：FLAT4
   URL：https://www.flat4.co.jp/ivent/2019
  vwtreff.html

 20日 Red Tail Hill Challenger’s Cup
  ＠：静岡県 熱海・アカオハーブ & ローズガーデン
  内容：ヒルクライム*事務局が選出した30台
  参加可能車両：要問い合わせ
   参加費：1万円（熱海HISTORICA G.P.2019内での

スラロームを含む）
  エントリー締め切り：8月31日
  問：熱海HISTORICA G.P.2019実行委員会事務局
   PHONE:042-574-9979*11：30〜14：00、18：

00〜19：00（火曜日を除く）
  FAX:042-574-9907
  E-mail：1908acj@gmail.com
  URL：https://acj1908.com/
 
 20日 第17回 クラシックカーフェスティバルin小金井
  ＠：東京都 都立小金井公園
  内容：車両展示
   参加可能車両：1975年以前に生産された国産車及

び外国産車
  参加費：5000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://classiccarfestivalinkoganei.web.

fc2.com/

【海外イベント】
2019年
■7月／July

 4-7日 Good Wood Festival of Speed
  開催国：イギリス
   内容：世界中から集まった貴重なヒストリックカー

に、有名ドライバーが乗り込み全開走行を披露す
る。また希少なヒストリックカーのオークションなど
も行われる。

   URL：https://www.goodwood.com/flagship-
events/festival-of-speed/

■8月／May
 
 18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

スの中でも最高峰の権威と実績を持つ『ペブルビー
チ・コンクール・デレガンス』。2019年のベントレー
やザガート、ブガッティなどとなっている。

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

■9月／September
 
 13-15日 グッドウッド・リバイバル
  開催国：イギリス
   内容：『フェスティバル・オブ・スピード』と双璧を成

すグッドウッド主催の人気イベント。参加者やマシー
ンだけでなく、観客も1950〜'60年代のファッショ
ンに身を包む。会場の雰囲気はまさに往年のレース
会場そのものとなる。

   URL:https://www.goodwood.com/flagship-
events/goodwood-revival/

【国内イベント】
2019年
■6月／June
 
 22日-9/1日 CAR GRAPHICの誕生と小林彰太郎
  ＠：愛知県 アウト ガレリア ルーチェ
   内容：小林彰太郎氏がカーグラフィックを生み出す

までの軌跡を追った企画展で、オースティン・セブン、
ブガッティT23、MG TCなどの実車も展示される

  入場料：無料
  問：アウト ガレリア ルーチェ
  PHONE:052-705-6789
  URL: http://www.luce-nagoya.jp/

 30日 Albion Motor Sports Festival 32nd
  ＠：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15日-6月15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

■7月／July
 
 14日 Tipo Overheat Meeeting2019
  ＠岡山県 岡山国際サーキット
   内容：スポーツ走行、耐久レース、クラブミーティン

グ、フリーマーケットなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：要問合せ
  問：Tipo Overheat Meeting事務局
  URL：http://www.hobidas.com/tohm/

 21日 第6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、ビンゴゲーム、ガレージセールなど
  参加可能車両：ヒストリックカー、希少車など
   参加費：3000円（中学生以上1名）、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事務局

（利重）
  PHONE:090-1336-8104
  FAX:0837-52-4267
  E-MAIL：t_kazuto@c-able.ne.jp

 21日 EFM2019 in Unil opal 5周年
  ＠：静岡県 浜名湖競艇 対岸駐車場
  内容：車両展示、フリーマーケットなど
  参加可能車両：要問合せ
  参加費：500円（1台）、500円（フリーマーケット）
  問：ユニルオパール
  URL：http://www.unilopal.jp/

 28日 第104回ワンダーランド・マーケット
  ＠：神奈川県 横浜産貿ホール
   内容：ミニチュアカー、プラモデル、ティントーイ、専

門誌、実車カタログなどあらゆるコレクションアイテ
ム展示即売

  入場料：1000円
  問：元町 サンセット ワンダーランド・マーケット事務局
  FAX：045-681-0190
  URL：http://www.sunset.shop-site.jp

■8月／August
 
 24-25日 Classic Mini Festival 2019
  ＠：静岡県 富士スピードウェイ
   内容：2000台のミニで挑むパレードラン、60分耐久

レース、998チャレンジ、スポーツ走行、カスタマイズ
コンテスト、フリーマーケットなど

  参加可能車両：ミニ、ヒストリックカーなど
  参加費：要問合せ
   入場料：5000円（入場料）、6000円（当日）*駐車料

を含む
  問:三和トレーディング
  URL：https://classic32fes.jp/

■9月／September
 
 1日 第28回日本海クラシックカーレビュー
  ＠：新潟県 フォッサマグナミュージアム
   内容：ヒストリックカー展示、ジョイフルラリー、市内

交通安全パレード、コンクール・デレガンス、ボンネッ
トバス試乗会など

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。

〒141-8201　
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

INFORMATION

http://ccr.ikaduchi.com/
http://www.lotus-cars.jp/news/japan-lotus-
http://www.automedic.co.jp
http://www.car-mag.jp/
http://vecchiobambino.com/
https://acj1908.com/
https://www.flat4.co.jp/ivent/2019
https://acj1908.com/
http://classiccarfestivalinkoganei.web
https://www.goodwood.com/flagship-events/
http://www.pebblebeachconcours.net/
https://www.goodwood.com/flagship-events/
http://www.luce-nagoya.jp/
http://blogs.yahoo.co.jp/albion_1986
http://www.hobidas.com/tohm/
http://www.unilopal.jp/
http://www.sunset.shop-site.jp
https://classic32fes.jp/

