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ようやく暑かった夏も過ぎ、虫の音の響
く秋になりました。そんなわけで清里ミー
ティングの参加募集を開始いたします。
今年の開催は 11 月 4 日。
会場は例年通り、
清里のキープ協会 清泉寮をお借りして行
います。
今年もスタッフは例年通りに気負うこと
なく準備にいそしんでいるようなそうでも
ないような。(苦笑)
とにかく開催日に向けてそれぞれの何か
がそれなりに進んでおります。今年はいつ
もよりも少し余裕のある内容にして、参加
者同士の顔が見えるイベントにする方向で
考えています。
考えてみればＮＡからＮＢへバトンタッ
チされる二十世紀の終わり頃（って書くと
すごく昔っぽいな）までは、まだ今ほどに
はネットが普及していなかったりそこにあ
る情報量が限られていたりしたので、清里
ミーティングに限らず、こうして行われる
いろんなイベントすべてが仲間を作ったり
カスタマイズのための貴重な情報交換がで
きたり、オーナー同士の交流の場にもなっ
ていたんですよね。ちょっとだけそんな時
代の雰囲気に戻そうかな、と。
ただし、去年も直前でサプライズがありましたし、毎年ふたを開けなきゃわからないのは実はス
タッフも同じだったりします。
まあ来ればわかる！ってことで。(^_^.)
例年通りになん展もあればスワミもあります。清里弁当も気合いをいれて用意してます。なによ
り清里の自然が待っています。
そんなわけで、今年もお待ちしています。清里でお会いしましょう！
（E.R.F.C.清里ミーティング実行委員長 まめぞう）
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清里ミーティング概要
開催日

２０１２年１１月４日（日曜日） 雨天決行

場所
募集台数

山梨県北杜市高根町 清里高原・キープ協会「清泉寮」 (別紙地図参照)
１００台（駐車場にとめられる車の台数がこのくらいでいっぱいになりますので、、、）

スケジュール
８：３０
９：３０

ゲートオープン・受付開始（午前８時３０分以前には入場できません）
ミーティングスタート

１５：００

ミーティング終了（予定）

参加費用 お一人様（１８歳以上） ５，０００円
当日、会場でお支払い下さい。同伴の方も同額です。
費用には昼食のお弁当代とキープ協会への寄付金が含まれます。
１８歳未満の方は参加無料ですが、お弁当が必要であれば一つ 1,000 円でご用意で
きます。

＜こんなイベントやりまっせ＞
午前の部
：昨年のメイン企画はサプライ
ズゲストが来場して例年通り
の形になりましたが、今年はお
そらく来場者参加型の企画に
なる予定。「清里ミーティング
参加者実態調査」じゃないけど、
皆さんのロードスターにまつ
わるあんなことやこんなこと、
面白エピソードや今だから語
れる話を司会陣が穿り返しち
ゃうよ、と。
ロードスターなんでも展覧会（なん展）
：毎年、参加数の増減が読めない「なん展」ですが、今年も懲りずにやります。ロードス
ターがらみであれば、自作のグッズや写真、プラモにフィギュア、さらに今やお宝となっ
たレアグッズなどジャンルは問いません。ぜひともこの機会に展示して自慢してみません
か？ただし、ホール内の展示スペースの関係がありますので概ねＡ３の面積に収まる程度
でお願いしますね。もちろん、車自体の自慢は駐車場で。(^^;)
スワップミーティング
：売りたい人と欲しい人の交差点。毎年、掘り出し物を期待している参加者も少なくあり
ません。開催時間は概ねお昼の休憩のあとから駐車場で。出品希望の方は、昼食後に駐車
場テントのスワミ会場で申し出てくださいね。
ショップ出店
：現時点では参加のショップさんは未定ですが、スワミとともに駐車場のテントエリアで
開催の予定です。

※ 参加にあたっての注意点
・ 現地では、E.R.F.C.スタッフ、キープ協会の
方の指示に従ってください。
・ 屋内は全面禁煙です。屋外も灰皿はありませ
ん。喫煙される方は各自で灰皿をお持ちくださ
い。
・ 会場周辺は有名な観光地です。当ミーティン
グとは関係のない一般の観光客の方が多数い
らっしゃり、混雑が予想されます。多数の人、
車の往来がありますので十分注意してください。
・ 駐車場は牧草地を予定しています。
（特別に許可をいただいております。）車を乗り入
れる範囲などスタッフの指示に従ってください。
・ 自然を大切に。ゴミは所定の場所に捨てていただくか、お持ち帰りください。（お弁
当のゴミは回収いたします。）
なお、当イベントの主催はユーノスロードスターファンクラブ（E.R.F.C.）です。
キープ協会清泉寮のご好意で場所をお借りしているだけですので、イベントの内容
などお問い合わせは必ず E.R.F.C にお願いします。

そして例年通り、参加には事前のお申し込みが必要です。
と言うわけで・・・

＜申し込み方法＞
方法＞
お申し込みは、メールもしくはハガキでお願いいたします。
○メールの場合
お車一台につき一通のメールでお申し込みください。
件名は必ず「清里ミーティング２０１２申し込み」としてください。
メールの本文に、
参加される人数（一台のクルマに乗ってこられる参加者数）
代表の方のお名前（同じ方が複数の代表にはなれません！）
代表の方のご住所・郵便番号（受付通知葉書の発送先となります。）
代表の方の連絡先電話番号
乗ってくるクルマの種類
・ロードスターの場合は、ＮＡ、ＮＢ、ＮＣの区別
・ロードスター以外の方は車名を書いてください
・クルマ以外でこられる方はご来場手段を書いてください
乗ってくるクルマのナンバー
受付アドレスは info@erfc.sakura.ne.jp です。
（当クラブからの返信はクラブのアドレスではなく担当者の個人アドレスの場
合がありますのでご了承ください。）

○ハガキの場合
お車一台につき一通の葉書でお申し込みください。
冒頭に必ず「清里ミーティング２０１２申し込み」と書いてください。
葉書に以下の内容を必ずお書きください。
参加される人数（一台のクルマに乗ってこられる参加者数）
代表の方のお名前（同じ方が複数の代表にはなれません！）
代表の方のご住所・郵便番号（受付通知葉書の発送先となります。）
代表の方の連絡先電話番号
乗ってくるクルマの種類
・ロードスターの場合は、ＮＡ、ＮＢ、ＮＣの区別
・ロードスター以外の方は車名を書いてください
・クルマ以外でこられる方はご来場手段を書いてください
乗ってくるクルマのナンバー
ハガキのあて先
〒３６２－００７１
埼玉県上尾市井戸木４－２２－２２ 角山方
E.R.F.C.事務局

応募の締め切りは 10 月 27 日(土）必着です。
必着
申し込みについての注意点
応募は、ハガキもしくはメールでお願いいたします。電話、伝言、矢文等での受付
はしておりません。狼煙、手旗信号、テレパシー等も事務局に解読能力を持つもの
がおりませんのでご遠慮ください。
車一台につき一通の応募が必要です。
例えば２人以上で同乗してくる場合は一通で応募できますが、４人で２台の車に
分乗してお越しになる場合は、二通の応募が必要となります。
必要記入事項が記入されていない場合は応募を受理できない場合があります。

その他、注意事項とお願い
毎年、電話番号を記入されていない方がいらっしゃいます。応募内容の確認や台風襲
来等で開催が危ぶまれる時などはその電話番号にご連絡いたしますので、必ずご記入
ください。
お申し込みのメール・葉書が到着次第、順次、受付通知
受付通知ハガキ
（応
受付通知ハガキを郵送いたします。
ハガキ
募から２週間もしくは 10 月 30 日になっても葉書が到着しない場合はお問い合わせく
ださい。）
ミーティング当日は、受付通知
受付通知ハガキ
受付通知ハガキを必ずご持参ください。
ハガキ
応募に関するお問合せや清里ミーティング全般に関するお問合せも、上記応募のあて
先にお送りください。E-MAIL の場合は適宜題名を変えてくださると助かります。
（くれぐれもキープ協会清泉寮に当ミーティングのお問合せをしないでください。）
なお、本応募要綱等は E.R.F.C.のホームページ（http://erfc.sakura.ne.jp/）でも見
ることができます。
ではスタッフ一同、皆様のご参加をお待ちしております。
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・佐久ＩＣより国道１４１号を清里方向
へ約５０ｋｍ南下
・小淵沢、美し森方面の案内標識を右折
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八ヶ岳高原ライン

R141

キープ協会清泉寮
至須玉ＩＣ
清里高原道路
至諏訪

●
小淵沢ＩＣ

清泉寮へのアクセス(長坂ＩＣより)
長坂ＩＣ

・ 長坂ＩＣより案内に従い清里高原道路方面へ
・ 清里高原道路（無料）の清里出口を左折

●

会場付近の地図
中央自動車道
至甲府

清泉寮へのアクセス(小淵沢ＩＣより)
・小淵沢ＩＣより八ヶ岳高原ライン（無料）を清里方向へ
・東沢橋（赤い橋です）を越えて数１００ｍ先を右

約１９ｋｍ

駐車場の入り口（入場口）は、都合
により変更される場合があります。
案内表示（看板）やスタッフの指示
をよくご覧になってください。
場内ではスタッフの指示に従ってく
ださい。

●くれぐれも、事故の無いよう気を付けてご来場ください。

「ハレの日は、ちょっとカッコよく・・・」
無我夢中で続けてきた清里ミーティングも、今年で２３回目。その間、スタッフの顔ぶれもかなり変わっ
たし、ミーティングそのものも変化してきました。スタッフ同士ぶつかったこともあったし、袂を分かった
人もいます。ワタシ自身、本音を言えば『もうやめようかな…』と思ったことは一度ではありません。それ
でもここまで続けてこれたのは、参加者の方々が帰りに置いて行かれるたった一言のおかげ。
『来年もまた会いましょう！』
そして今年もまた、時間と気持ちの余裕をなんとかやりくりしながら、こうしてミーティングの準備を始
めています。この間だけは、清泉寮の駐車場からメインホールへ上がる坂道が年々キツくなってることも、
晩秋の冷気がこたえるようになってることも綺麗さっぱり忘れています。去年来て下さったあの方とまた会
えるだろうか、しばらくお会いしてないあの方はどうしていらっしゃるだろうか・・・そんなことを考えな
がら、ミーティングの当日をできるだけ楽しく、充実したものにしていただくために無い知恵をしぼってい
ます。
それにしても、ロードスターの姿も、それを操るドライバーの在り様もＥＲＦＣがスタートした頃とはず
いぶんと変わりました。とはいえ、ひとが好む「カッコイイもの」の基準はそれほど変わっていないと思っ
ています。だって未だに小さな子供が目を輝かせて指さしてくれますからね。そこで一つご提案です。今年
はちょっとだけカッコつけて集まってみませんか？清泉寮で、そして清里までの道のりで「カッコイイ大人」
（子供は運転できませんから！）やってみてはいかがでしょう？毎日ロードスターに乗っている方もそうで
ない方も、今年は清里ミーティングを「ハレ」の場としてみて下さい。照れることはありません、だってみ
んなロードスター乗りなんですから。そして皆さんにいつもとちょっと違うロードスターとの付き合い方を
見つけていただければいいなーなんてことを思っています。もちろん、受付担当のワタシもちょっとカッコ
よく・・・ううむー。いやハードルあげたの自分だし。ちょっとだけ、がんばってみます。今年も朝の受付
でお会いしましょう。
（つの＠にし）

今年も『清泉寮ご宿泊のご案内』
会場としてお世話になっているキープ協会 清泉寮では、ご厚意で当イベント参加者に限り、イベン
ト前日(3 日[土])の宿泊料について全部屋タイプ１割引きとしていただけることになりました。
宿泊ご希望の方は清里ミーティング参加申し込みとは別に、清泉寮に直接お申し込みください。
清泉寮に直接お申し込みください。
(TEL：フリーダイヤル 0120-88-2099 URL:http://www.seisenryo.jp/ ※ なお E.R.F.C.での宿泊取り
まとめは行っておりません)
申し込みの際に「E.R.F.C.清里ミーティングの参加者」である旨を申し出てください。また、既に予
約済みの方は、事前確認の際にその旨をお伝えいただければ同様の便宜を図っていただけるとのことで
す。
なお、今回は土曜が祝日でもあり 9 月末現在で残り僅少となっております。当イベントのために部屋
を押さえていただいているわけではないので、現時点で既に予約終了している場合もあります。その点、
ご了承ください。
『編集後記』
今回のプレスは開催の告知と事前の案内をまとめたこともあり、気づいて見ればちょっといっぱいいっぱいになってしまいまし
た。そして準備作業も例によっていっぱいいっぱいです。まあ、何とかなるでしょう。(笑)
では、この秋も清里でお会いしましょう。
（E.R.F.C.清里ミーティング実行委員長 兼 編集担当：まめぞう）

