
 

E.R.F.C.清里ミーティング募集開始号 

 

お待たせしました。今年も清里ミーティ

ングの募集が始まります。 

年に一度のお楽しみにしてくれている方

も少なく無いという話も風の噂程度に伺っ

ているわけですが、例によって日本で唯一

の「文科系ロードスターミーティング」と

して今年も開催させていただきます。 

そうは言っても例によって、いや回を増

すごとに準備も遅れがちになり、正直言っ

て今もまだ当日の青写真が見えないままに

このごあいさつを書いているところであり

ます。 

ともあれいつもどおりのロケージョンの

下、１００台の新旧ユーノス／マツダ ロー

ドスターが集まって同じ時間を共有するっ

てだけでもワクワクしませんか？いや、も

ちろん「だけ」にするつもりはないですけ

ど、ぜひ皆さんも自慢のグッズや手作りの

作品、自慢のエピソードなどを披露してく

ださいね。そう、共有したいのはそこにい

る時間だけじゃなくて、皆さんのロードス

ターへの思いなんですから。 

そんなわけで今年も諸般の事情で例年以上に少数精鋭(・・かどうかはおいといて)のスタッフが

皆様をお迎えするべくがんばります。 

お申し込み方法は次のページ以降で。例年通りだなんて油断してると見落としがあるかもしれま

せんから、念のためちゃんと目を通しておいてくださいね。 

では皆様のお申し込み、御参加をお待ちしております。 

（E.R.F.C.清里ミーティング実行委員長 まめぞう） 



【第 23回 E.R.F.C.清里ミーティング概要】 
開催日 ２０１３年１１月３日（日曜日） 雨天決行 

場所 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) 

募集台数 １００台くらい 

スケジュール 
８：３０ 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） 

９：３０ 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 

もちろん例年通りやりますよ！やりますとも！ゲス

トをお迎えするかもしれませんし、それ以外の形に

なるかもしれませんし。それでもともかくやります

とも！(つまり現時点で未定だと・・・) 

・ロードスターなんでも展覧会（なん展） 

あなたのロードスターへの溢れんばかりの想いとや

らを展示してみませんか？ 

展示できるものは、公序良俗に反していなくてロードスターに関連してさえいれば、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など、そのジ

ャンルは一切問いません。ご用意できる展示スペースに限りがございますので、概ねＡ３の

面積に収まる程度でお願いします。 

・スワップミーティング 

売りたい人と欲しい人の時差式交差点？！だいぶ少なく

なってきたＮＡ関連のパーツが出てくるかどうかが年々

楽しみになってきました。金額交渉は一切ナシが当ミー

ティングでのルールですから、出展者の値付けのセンス

と買い手の財布との相性が大切となります。お店のオー

プンはお昼休み時間以降となりますが、具体的な出品方

法などは当日ミーティングの中でご説明します。 

・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。しかも今年

は連休のど真ん中が開催日となりますか

ら、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、大変な混

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誘導に従ってください。 

・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。 

なお、お昼のお弁当のゴミは回収いたしますので、スタッフの指示に従ってください。 

 

そして例年通り、参加には事前のお申し込みが必要です。 

 

＜申し込み方法＞ 
 

お申し込みは、必ずメールもしくはハガキで、以下の記載内容をもれなくお書きの上

ご送付ください。 

 

○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「２０１３清里ミーティングエントリー」としてください。 

 メールの本文には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オトナの参加者数） 

 代表の方のお名前（同じ方が複数のエントリーの代表にはなれません） 

 代表の方のご住所・郵便番号（受付通知ハガキ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 

 

送付先アドレスは info@erfc.sakura.ne.jp です。 

なお、当クラブからメールでお問い合わせする際は、担当者の個人アドレスからにな

りますのでご了承ください。 

 

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。 



○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「２０１３清里ミーティングエントリー」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オトナの参加者数） 

 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（受付通知ハガキの送付先となります。） 

 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 

ハガキのあて先は以下のとおりです。 

〒３６２－００７１ 

埼玉県上尾市井戸木４－２２－２２ 角山方 

E.R.F.C.事務局 

 

どちらの方法でも応募の締め切りは 10月 26日(土）必着です。 
※なお、上記記載内容が網羅されていないエントリーの場合、担当者の腹の虫の居所次

第ではお受けしない場合がありますのでご注意ください。 

 

 お願い、注意事項  
 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、二通の申し込みが必要となり、代表者もそれぞれ別の方で

申し込んでください。 

１８歳未満の方の参加は無料ですが、別途お弁当が必要な場合はその数をお書きくだ

さい。ひとつ１０００円です。（オトナの参加費用にはお弁当代が含まれます。） 

 記入事項がもれている場合は、こちらからお問い合わせさせていただくことがござい

ます。締め切りが近い場合は直接お電話させていただくこともございます。 

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。天変地異等やむをえない

事情で開催が出来ない場合等は、お電話させていただくことがありますので必ずご記

入ください。 

 お申し込みのメール・葉書が到着次第、順次、受付通知ハガキを郵送いたしますので、

当日必ずご持参ください。 

（応募から２週間もしくは 10月 29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。） 

 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。 



 

● キープ協会清泉寮地図 ● 

 

 

・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 
・美し森交差点直進後、１ｋｍ弱先を左折 

至藤岡 

上信越自動車道 

佐久ＩＣ 

R141 

R141 

この間約５０ｋｍ 

野辺山 

佐久市 R254 

R142 

至須玉ＩＣ 

清里 

中央自動車道 

● 
 

美し森 

清泉寮へのアクセス(佐久ＩＣより) 

小淵沢・美し森は右折の標識 

● 
小淵沢ＩＣ 

キープ協会清泉寮 
八ヶ岳高原ライン 

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 約１９ｋｍ 

・東沢橋（赤い橋です）を越えて数１００ｍ先を右

折 

東沢橋 
(赤い橋) 
 

R141 

(途中略) 

至甲府 

至諏訪 

● 長坂ＩＣ 

清泉寮へのアクセス(長坂ＩＣより) 

・ 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 

清里高原道路 

●くれぐれも、事故の無いよう気を付けてご来場ください。 

 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。 

会場付近の地図 



「駐車場より愛を込めてぇ～」 

駐車場係の前田です。今年も「誰が呼んだか…中

古車展示場方式」で皆さんの愛車を並べさせていた

だきます。“斜め４５度切り返し無しの一発勝負”

でお願いします（何のことかさっぱり分からない方

には、当日レクチャーします）。自信のない方は、

ミーティング当日までに練習しておいてください

（うそうそ）。 

今年も清里で会いましょう。 

（まえだ） 

 

「受付からだって愛を込めてぇ～」 

今年も受付担当予定のつのやま＠西です。 

昨年もそうだったのですが、今年の清里ミーティングはさらに少人数のスタッフでの運営を敢行

予定(ドＭか！)のため、受付で少々お待たせする場合があります。 

参加者の皆様に少しでもスムーズにご入場いただけるよう、次の３点についてお願いいたします。 

１． 参加費はできるだけお釣りなしで！ 

２． 受付でエントリー№とお名前をはっきり名乗る。 

３． 行列ができていても大人の余裕でかっこよく待つ。 

当日いらして下さるすべての方が気持ち良い一日を過ごしていただけますよう、ワタシたちもが

んばりますのでどうかご協力よろしくお願いします。 

あ、そうそう、今年もきっと朝は冷えますので、あったかい服装でいらして下さいね。それでは

11月 3日清里でお会いしましょう。 

（つのやま＠西） 

 

「清里弁当も愛を込めてぇ～」 

お弁当係のさっちゃんです。 

今年のお弁当のメニューについては「甲州名産のものを取り入れて下さいね。」とリクエスト。

丸政さんが頑張って美味しい物を用意してくれる予定、です。実は、昨年、娘の体調不良で現地入

りできませんでした。今年は娘の健康管理を徹底して「現地でみなさんにお弁当を手渡しする」こ

とを目標にしています。今年こそは清里でお会いしたいです!! 

（さっちゃん） 
 

『編集後記』 

と言うわけで、ロードスターのエアコンが利かなくなっていた事に夏が終わる頃にようやく気づいた豆蔵です。だって、オープン

にしていてエアコンなんか使わなかったもんですから。(^_^;) 

さて、今年の清里ミーティングは連休のど真ん中、１１月３日開催です。直後にモーターショーもありますが、はたしてＮＤ(？)に

関する情報は清里当日までにどこまで明らかになっているんでしょうか？いや、そもそも東京で登場するのかどうかも判りません

が、とりあえず時期が時期だけに清里での情報リークは無いと思いますので、そちら方面の期待はしないでくださいね。(笑) 

今年もいろいろありますが参加の皆さんにはご不便をかけないように、スタッフ一同がんばります。 

では、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） 

 


