●国内外イベントカレンダー
入 場料:前売り3500円（中高生2500
円）、
当日4000円（中高生3000円）、小
学生以下無料
問:日本クラシックカー協会
PHONE:048-458-6660
FAX:048-458-6661
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【国内イベント】
2020年
■9月／September
12-13日

13日

［イベントカレンダー］

第17回グランプレミオ
アウトストリケ
＠:長野県 八ヶ岳高原ロッジ、白馬東急
ホテルなど
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/
Tokyo Bayside Classic Cup
@:千葉県 袖ケ浦フォレストレースウェイ
内容:レース形式の走行会、スポーツ走
行会、ヴィンテージカーのスポーツ走行
参加費（レース）:車両1台/1ドライバー
1万8000円（昼食、フリードリンク、表
彰グッズ込）/30台の場合、ピットクルー
/ビジター1500円（昼食、フリードリン
ク込）、入場・駐車は無料
問:Tokyo Bayside Classic Cup実行委
員会
PHONE:090-3085-2051
（事務局・田中）
E-MAIL:tech@automedic.co.jp
URL:http://www.automedic.co.jp

20、27日、 ぐるっと～えんがわ周辺物語～
10月3日
昭和レトロ体験 三条の歴史とともに
＠新潟県三条市 まちなか交流広場『ス
テージえんがわ』
20日
昭和の高度成長期！ 社長の車と！ 社員
のクルマと働いたくるま達！ 展
内容:懐かしい昭和のクラシックカー展示
入場料:無料
27日、10月3日
お出かけ企画～昭和レトロ体験～
内 容:三条市のものづくり文化を体感す
るお出かけ企画。ステージえんがわに
集合し、KYOWA クラシックカー & ラ
イフステーションに移動。昭和を駆け
巡ったクラシックカーや昔懐かしいモノ
に触れるレトロな体験、各日10:00～
12:00/13:30～15:30の2回
参加費:2500円（お土産付き）
問:NPO法人えんがわ
PHONE:070-2827-8883
URL:http://sanjoy-machinaka.jp/
engawa/
■10月／October
11日 フ
 ィアット・フェスタ2020
＠: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.com
		URL: http://www.museo500.com/
fiatfesta/

南山城村カフェセブンフェスタ
＠:京都府

南山城村自然の家 高山ダ
ム駐車場
		内容: 自動車愛好家のミーティング、各
種ステージイベント、協賛ディーラーに
よる試乗会、各物販／飲食ブース
（キッ
チンカー）
による出店、南山城村PRブー
スなど
		 参加料:参加者500円／人＋500円／台
		 募集台数:約400台
		 参加資格:カフェセブン来店経験者
		 問:カフェセブン 作田
		 E-mail:cafe7@gmail.com
21日

24-25日 妙高ヒルクライムHILL GP2020
		 ＠:新潟県 APAリゾート上越妙高
		 内容:ヒルクライム
		 参加可能車両:要問合せ
		参加募集:70台（ゲストアトラクション車
両別）
		参加費:6万円（1名1台）、1名追加２万
円
		 問:NASC
		 URL:http://www.nasc.jp/
27thブリティッシュ・クラシック・
マラソン
＠:愛知県

岡崎市～富山県砺波市
		内容:愛知県岡崎市から富山県砺波市を
往復する約600kmのドライブラリー。
ジ
ムカーナ、
スペシャルステージを設け、各
地での車両展示などを実施
		参加可能車両:1974年までに製造され
た英国車（同型式で1979年製まで参加
可）。
レプリカは主催者の判断による。
リ
プロダクションは不可。その他、実行委
員会がこのイベントにふさわしいと認め
た車両
		参加費:1台2名7万5000円、サポート
カー1台2名6万円
		問:ブリティッシュ・クラシック・マラソン
事務局
		 PHONE:0564-54-3840
		URL: https://www.flyingscott.net/
event/
24-25日

25日

25日

2020クラシックカー
フェスティバルin萩
＠
 :山口県 萩・明倫センター駐車場
		内容:クラシックカーコンテスト、
スワップ
ミート、市内クラシックカーパレード
（中
止の場合あり）
、
もちまき等
		参加条件:1988年製造までの2輪、3輪、
4輪車など。
ただし、違法改造車などは断
る可能性あり
		 参加料:無料
（駐車場代310円）
		 問:クラブノスタルジア マツバラ
		 PHONE:090-1684-2676
11日

18日

JCCA TSUKUBA MEETING
ENDURANCE
@:茨城県 筑波サーキット
内 容:ヒストリックカーによる60分耐久
レース、葉巻型ヒストリックフォーミュラ
カーによるレース、
スポーツ走行、
オート
ジャンブル、
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

第63回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）、
パーティ、
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
た車両及びレプリカを含む同型車、主催
者が認めた車両
参加費:要問合せ
問:湘南ヒストリックカークラブ
（SHCC）
PHONE & FAX:0463-72-8247
第31回トヨタ博物館 クラシックカー・
フェスティバル
＠:愛知県 トヨタ博物館
内 容:クラシックカーパレード
（トヨタ博
物館をスタート・ゴールに、長久手市内
約14kmを走行するプログラム）、オー
ナークラシックカー車両展示、参加車両
約50台、
来場者は招待制の予定
問:トヨタ博物館
P HONE:0561-63-5151（受付時間／
9:30～17:00）
FAX:0561-63-5159
E-Mail:xk-ccf@mail.toyota.co.jp
U RL:https://toyota-automobilemuseum.jp/

■11月／November
Vecchio Bambino 2020
Autunno
@:岡山県
		内容 :岡山県内各 地をルートとして設
定（予定）する、日本最大規模のチャリ
ティー・クラシックカー・ラリー
14-15日

		参加車両:約90台・1972年製以前（同
型式を含む）のヨーロッパ製を中心とし
たクラシックカーとスポーツカーを中心
に実 行 委員会の認める各 年 代のスー
パーカーを加えた車種
		 問:ベッキオ・バンビーノ実行委員会
		 URL: http://vecchiobambino.com/
29日

		
		
		
		
		

2020 Festival of Sideway
Trophy
@ :千葉県 袖ケ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
参加費:要問合せ
問:サイドウェイトロフィ事務局
URL: https://sidewaytrophy.com

■12月／December
13日 第106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
		＊7月26日開催予定のものが延期にな
りました
【海外イベント】
◎2020年
■8月／August
31-9月5日 ツアー・オート・オプティック2000
開催国:フランス
		内容:今年はフランス・パリを出発し、5
日間以上かけて2140km走行。4つの
サーキット
（Nevers Magny-Cours、
Charade、Albi、Ledenon）
において10
個のスペシャルステージで戦い、
マルセ
イユでゴールする。2020年のテーマは
ポルシェ・プロトタイプで、
ポルシェ550
スパイダー、356カレラ・アバルト1600、
356カレラ・アバルト2000、904 GTS、
910、
906、
907などがエントリーする
		URL: https://peterauto.peter.fr/en/
tour-auto-2020-2/
■今年中止になった主な海外メジャーイベント
		

グッドウッド・リバイバル
開催国:イギリス

コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デス
テ
		 開催国:イタリア

INFORMATION
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、郵送
あるいはメールにて開催の3ヵ月前を目安に下記宛て先ま
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
または carmag@neko.co.jpまで

＊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。
＊県境をまたいでの移動について自粛要請が出ている場合
があります。
ご注意ください。
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