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大変長らくお待たせしました。今年も E.R.F.C.清里ミーティングの開催についてお知らせする季節がやっ

てまいりました。 

そんなわけで、まずは当クラブ会長、ひでまろのご挨拶から。 

みなさんこんにちは。この

ご挨拶を書こうとして昨年の

記憶がまったくなくって、や

べーボケてきたか…？ 

と思ったら会長のクセに昨

年の清里ミーティングを欠席

してたことを忘れてたひでま

ろです。そーいえば清里にい

ないからって誰に聞いたのか

東京ビッグサイトまで会いに

きてくださった方もいらして

ビビったのを思い出しました。

今年は東京モーターショーはないし、たぶんだいじょーぶ。 

なんとしても…、いやできるだけ行きます。 

では昨年会えなかったみなさん、今年こそ清里でお会いしましょう！ご参加お待ちして

おります。（ひ） 

 

 

PS.こないだ幕張メッセで行われた「オートモーティ

ブカウンシル」ってイベントに出掛けたら、「RF」や「124

スパイダー」など気になるアレやコレやがいっぱいあり

ました。それとマツダの歴史コーナーには福田さんのス

ケッチも展示されていました。 



と言うわけで、お待たせしました！ 

【第 27回 E.R.F.C.清里ミーティング概要】 
ミーティングへの参加を希望される方は、以下の「応募要項」を良くお読みの上、

お申し込みください。 

なお、施設規模の都合で、当日の飛び入り参加は固くお断りしております。 

参加をご希望の方は必ずご応募ください。 
 

開催日 ：２０１６年１０月３０日（日曜日） 雨天決行、荒天中止 

場所 ：山梨県北杜市高根町 清里高原・キープ協会「清泉寮」 

募集台数 ：およそ１００台 

スケジュール 

８：３０ 専用駐車場オープン・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 

時刻はすべて予定です。都合により前後する場合があります。 

参加費用  お一人様（１８歳以上） ５，０００円 

同伴の方も同額です。 

当日、会場でお支払い下さい。 

※参加費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

きますので、応募の際その旨ご記載ください。（お弁当の内容は オトナと同じです。） 

＜こんなイベントやりまっせ＞ 

・開発スタッフによるトークイベント 

午前の部は例年どおりに清里ならではの濃

いゲストをお迎えしてのトークイベントを予

定。今年もロードスターの開発に携わった皆

様の熱いトークが聴ける？！ 

・スワップミーティング 

今年もあります。売りたい人と欲しい人の

時差式交差点？！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。 



・プラモデル展覧会、開催します！ 

以前開催していました「なん展」が、形を変えて帰ってきました。 

今回は ND のプラモデルを対象として展覧会を行います。腕に覚えのある方、ン年ぶりに

作る方、自慢の作品をお持ち下さい！ 

＜募集要項＞ 

○ベースのプラモデル 

「タミヤ 1/24スポーツカーシリーズ No.342  

マツダロードスター」 

上記以外のものは不可とします。 

○展示物の加工と仕上がり 

塗装やアクセサリーの付加など、なんでも OKです。 

材質も問いませんが、人体に悪影響があるものは使

用しないで下さい。 

○展示物のサイズ 

台座や背景なども OKですが、プラモデル本体を含め、タテヨコが A4用紙 1枚分の大き

さに収まるようにして下さい。 

高さについては制限はありませんが、破損の危険性が高くなりますのでご留意下さい。 

○受付 

ミーティング当日の朝、エントリー受付（会費をお支払いいただく場所）にて受け付け

ます。「プラモデル持ってきました！」とお声がけ下さい。 

 その際、展示用の名札をお渡ししますので、作品名とお名前をお書き下さい。 

○展示方法 

ミーティング会場内に特設展示台(長机に布を敷いたもの)を設け、受付順に展示します。 

○お引き取り 

ミーティング終了後、忘れずに作品をお引き取り下さい。（スタッフへのお声がけは不

要です） 

万一会場にお忘れになった場合、ご返却はいたしかねますのでくれぐれもご注意下さい。 

○ご注意 

多くの方が出入りする会場での展示となりますが、展示中の破損につきましては

E.R.F.C.は責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。 

 

プラモだったら任せとけ！という方も、本体は自信ないけど雰囲気で魅せちゃる！という方

も、もちろんプラモ初挑戦！という方もぜひぜひ作品をお持ち下さい。 

タマシイこもった作品には、何かいいことがあるかも？（・・・ないかも？） 

当日の朝、ドキドキしながらお待ちしております！ 

・さらに！ 

今年も RCOJショップが駐車場エリアに出店予定です。水落さんと膝詰めで交渉されたい方は、

お昼休み後の時間をお楽しみに。 

その他、イベントの詳細は現時点では未定です。当日のお楽しみ！ということで。 

(お問い合わせいただいてもお答えできません。ご了承ください） 



そして、 

※※ 参加には事前のお申し込みが必要です。 ※※ 

《応募要項》 
応募は、ハガキまたはメールで、参加されるお車一台に一通としてお送りください。 

記載事項に漏れが有る場合は、理由の如何を問わず受理しない場合があります。 

◇ハガキの場合 

 車一台につき一通のハガキで応募して下さい。 

 ハガキの冒頭に「第２７回 ERFC清里ミーティングエントリー」と書いてください。 

 以下の内容を必ずお書きください。 

○ 代表の方のお名前（同じ方が複数台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。） 

○ 連絡先となる電話番号 

○ 一台のクルマに乗ってこられるオトナの参加者数 

（コドモ用に追加のお弁当が必要な場合はその数） 

○ 乗ってくるクルマの種類とナンバー 

・ ロードスターの場合は、ＮＡ、ＮＢ、ＮＣ、ＮＤの区別 

・ ロードスター以外の方は車名 

・ クルマ以外でこられる方はご来場手段 

○ 「メーカーによるレストアがニュースになりました。さてあなたならまずどこ
からはじめますか？」 

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 

◇メールの場合 

 車一台につき一通のメールで応募して下さい。 

 メールの題名は「第２７回 ERFC清里ミーティングエントリー」と書いてください。 

 メール本文に以下の内容を必ずお書きください。 

○ 代表の方のお名前（同じ方が複数台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。） 

○ 連絡先となる電話番号 

○ 一台のクルマに乗ってこられるオトナの参加者数 

（コドモ用に追加のお弁当が必要な場合はその数） 

○ 乗ってくるクルマの種類とナンバー 

・ ロードスターの場合は、ＮＡ、ＮＢ、ＮＣ、ＮＤの区別 

・ ロードスター以外の方は車名 

・ クルマ以外でこられる方はご来場手段 

○ 「メーカーによるレストアがニュースになりました。さてあなたならまずどこ

からはじめますか？」 

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。 



＜応募に際しての注意点＞ 

 応募の締め切りは 10月 23日(日曜）必着です。 

 車一台につき一通の応募が必要です。 

 同じ代表者で複数台数分の応募はできません。 

 記入事項が漏れている場合、理由の如何を問わず受理しない場合があります。 

 緊急連絡等で利用する場合がございますので、必ず連絡のつく電話番号をご記入く

ださい。 

 予定台数（１００台）に達した時点で応募を締め切ります。 

 参加していただける方には、順次、受付通知ハガキを郵送いたします。 

 受付通知ハガキはイベント当日必ずご持参ください。 

 残念ながら参加をお断りする場合は、その旨ご連絡いたします。 

 

なお、応募から２週間もしくは 10 月 27 日になっても通知ハガキ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、前記応募のあて

先にお送りください。 

（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、本内容は 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。 

 

＜例年のお願いではございますが・・・＞ 

・キープ協会の方、E.R.F.C.スタッフの指示に従ってください。 

・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（特別に許可をいただいて）牧草

地を使用する予定です。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。また、イベント中及び終了後を通し

て、駐車エリア以外へのクルマの移動や再

入場、参加車両以外の乗り入れは固くお断

りします。 

・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。 

・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。 

 

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）を越えて約５００ｍ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 



では、以下はスタッフからのひと言ふた言。 

「駐車場はナナメ４５度で！」 

駐車場誘導係の前田です。ひと呼ん

で「ナナメ４５度に並べ隊」です（誰

も言ってない）。 

今年も皆さんの愛車を「ナナメ４５

度」に並べさせて頂きます。この並べ

方は皆さんの協力があってはじめて

成り立つ駐車方法です。何度か参加さ

れている方は、今年もぜひご協力をお

願します。 

初めて参加される方、ご説明します。

皆さんが愛車を停める駐車場は「緩や

かな傾斜地＆朝露に濡れた滑りやす

い牧草地」です。駐車方法を簡単に説明しますと、山側から最徐行で下ってきて、他の車

のフロントエンドを合わせつつ「ナナメ４５度」に停める。ただそれだけ。いたって簡単。 

ただしやり直しは出来ません。ナゼか？スリップするからです。我々駐車場スタッフ（ワ

タシだけ）は、皆さんの愛車をきれいに並べることに、命かけてます（ウソです！）。なの

で、運転テクニックに自信のない方はエントリーを見合わせてください（これもウソで

す！）。駐車方法については当日スタッフから懇切丁寧ご説明させていただきます。 

それでは、清里で会いましょう。 

（前田 浩一） 

 

「楽しみは・・・」 

受付担当のつのやま＠にしです。清里ミー

ティングももう 27回目になりますが、つくづ

く思うのは「楽しみは細部に宿る」というこ

とです。 

駐車場でのクルマの並べ方しかり、中身も

見かけも毎回違うお弁当しかり。もちろん、

晴れか曇りかはたまた雨か、お天気の加減が

少し違っただけでも印象ががらりと変わるイ

ベントです。ぜひご自分なりの楽しみ方を見つけてみてくださいね。 

そうそう、言い忘れるところでしたが、参加エントリーは「フライング禁止！」です。

このプレスに載っております応募要項を、それこそ細部にわたってお読みの上、お申込み

くださいませ。清里でお待ちしております。 

（つのやま＠にし） 

 



写真提供：植松 敏訓さん、原 千歳さん 

『編集後記』 

さて、まずは（私の家から西の方を向いて）広島カープの 25年振りのリーグ優勝、おめでとうご

ざいます！次の目標は 32年振りの日本一ですね。 
でも、E.R.F.C.のプレスなんでここからは車の話題に。(笑) 
会長が冒頭で書いていたようにこの夏、幕張で「オートモビルカ

ウンシル」が開催されました。(行きたかった・・・)会場で展示さ

れていた歴史的に貴重な(！)福田さんのスケッチも個人的にはす

ごく興味ありますが、E.R.F.C.的に外しちゃいけないのが国内初お

披露目だったマツダロードスターＲＦです。 

ロードスターに対する新提案となるその形状は、フル

オープンスタイルにならないことから我々ロードスター

オーナーの間でも賛否両論あるものの、個人的にはかつて

のロードスタークーペの再構築とも思え、流麗なクーペス

タイルとオープン体験を共有できる一台として新たなフ

ァン層を獲得できるのではないかとも思っています。ロー

ドスターを複数台（２台と言うレベルではなく）持てるよ

うな身分になったら欲しい一台です。(^_^;) 

また、こちらもオートモビルカウンシルが日本初お披露目だった

124 スパイダーは、先日、海外メディアが試乗で箱根のマツダスカ

イラウンジに立ち寄った姿が目撃されています。兄弟車にあたると

は言えパワートレインや足回りのセッティングでかなり性格の違

いが出ているそうです。しかし、なにより日本向けがアバルトのみ

となりロードスターよりも１ランク上の価格設定となっているこ

ともあり、両者を比較してから・・・なんて様子見をしていた皆さ

んは悩ましいところかと。 
このプレスが皆さんの手元に届くころには「Be a driver. 

Experience at FUJI SPEEDWAY」も終わり、そろそろロードスター

ＲＦの全貌が明らかになっているかもしれませんね。もしかしたら

清里ミーティングに乗って表れる参加者もいたり・・・すると間違

いなく盛り上がるんだけどなぁ。(笑) 

そんなこんなで気分が盛り上がってきた今年の心配事はただひとつ。今年の清里ミーティングの

日程は日本シリーズ７日目と重なります。最後までもつれるような展開になって、広島からのゲス

トがイベント中も心ここにあらず・・・なんてことがありませんように。 

ではみなさん、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） 

 


