
ＡＣＪクラブメンバー各位                   １１/JULY /2017 

 
事務局：国立市東 4-3-10mk66Court 

 

ジメジメした日々が続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？ 

ＡＣＪ平成２８年度も残す所一ヶ月を切りました。『熱海ヒストリカＧ．Ｐ．２０

１７』のエントリー台数も順調に伸びております。ヒルクライム競技は定数に早

くも達しましたので応募は締切とさせて頂いております。一般参加の締切は８月

２３日となります。 

さて、いよいよ８月１日よりＡＣＪ平成２９年度がスタートします。通常総会は

期を跨ぎますが今回も８月一週の日曜日、６日に開催となります。ＡＣＪはリ・

スタート後、７年目を迎えます。どうぞ新年度も変わらずのお付合いの程、宜し

くお願い致します。 

☆ＡＣＪ ＮＥＷＳ☆ 
◎ＡＣＪクラブメンバーは２０1７年７月１０日付で登録数４５３名です  

☆ＡＣＪ事務局の代表ＴＥＬ＆ＦＡＸ番号は/０４２－５７４－９９７９です。 

 

※電話対応時間は 11：30～14：30 18：00～22：00 

尚、毎火曜日・イベント出動日は、対応不可の場合があります。 

☆オートモビルクラブジャパンの専用ホームページは http://acj1908.web.fc2.com 

◎最新告知等はＡＣＪ ＨＰの掲示板をクリック！  

 

①発売中の『ＣＡＲ ＧＲＡＰＨＩＣ』８月号＃６７７のＰ１９８に去る６月１１日

にメンバーと共にＴｅａｍ ＡＣＪを組みＲＡＬＬＹにも参戦した『第２４回ＦＩ

ＡＴ ＦＥＳＴＡ』のリポートが紹介されています。同じく発売中の『Ｔｉｐｏ』

８月号表紙にはＡＣＪ賛助会員の橋本和彦氏が代表を務めるＴＲＵＣＣＯのモデ

ファイしたＦＩＡＴ１２４が表紙に、Ｐ２０～２１にはその詳細が紹介されてい

ます。またＰ３５～３９にはＡＣＪ伊籐益英氏の FIAT Ｘ1/９・ＡＣＪ４３０水嶋

啓一氏のＡＲ ＧＩＵＬＩＡ ＳＵＰＥＲとモディファイされた愛機が仲良く紹介

されています。尚、Ｐ１２２には去る６月４日ＡＣＪ後援の名古屋『ノリタケの

森クラシックカーフェスティバル』のリポートも掲載されています。 

 

②久々の早起きツーリング『ＡＣＪ ＭＯＲＮＩＮＧ ＲＵＮ』を７月２２日(土)に開

催します。東京・国立谷保天満宮駐車場６時３０分スタート、八王子バイパスで

八王子市内に～甲州街道を下り高尾駅手前、旧多摩御陵駅前で合流後７時２０分

出発～一般道２０号を下り相模湖から宮ヶ瀬湖駐車場(９時到着予定)に向かいま

す。予定変更がある場合はＡＣＪ公式サイト掲示板に前日の２０時に書込みます。    

※雨天の場合は中止 

 

③来る８月１日(火)我が国初のガソリン自動車による遠乗会１０９周年の記念日に

国立・谷保天満宮において本年度も恒例の歴史的事実のプロモーション活動を本

殿前入口付近にて１１時～１２時に行います。こちらは現在有志の参加を募って



おります。また１２時過ぎからは梅林の遠乗会記念碑前にてタクリー号を囲みＡ

ｕｔｏｍｏｂｉｌｅ Club Japan が明治４１年に設立された当時に想いを馳せて

昼食会を開催します。平日ですが、ご都合付く皆様はふるってご参加下さい。 

◎昼食会参加費は一人１０００円 (ノンアルコール飲料含む) 

時間は１２：００～１３：３０です。 

※参加費は下記口座に振込名にＡＣＪナンバーを付けて参加人数分をお振込下さい。

申込締切日は７月２５日です。◎多摩信用金庫 国立支店 普通３８４８０９８ 

口座名 オートモビルクラブジャパン 

 

④８月６日（日）は『平成２８年度ＡＣＪ通常総会』が谷保天満宮社殿２Ｆにて開催とな

ります。１０時４０分受付開始、１１時１０分開会、１２時１０分閉会予定です。

同封の葉書にて出欠席の返事を７月２５日までに投函（欠席の方は必ず委任状にサイン

捺印下さい）頂きます様お願いいたします。尚、当日出席の方は、新年度会費の支

払も同時に受付致します。※№４５０～平成２９年度新規会員には総会葉書は同封さ

れておりません。             

尚、総会終了後１２時３０分より天満宮より徒歩５分の国立谷保の農家レストラン/

千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩ ＣＨＡＹＡにて『ＡＣＪメンバー懇親昼食会』１２：３０～

１４：００に開催いたします。尚、総会欠席の方、２９年度新規会員の懇親会よりの

参加も大歓迎です（Ｐ１０台有り）参加費は一人３０００円 (イタリアン＆お好みの

飲料含む) 参加費は下記口座に振込名に会員ナンバーを付けて参加人数分をお振込

下さい。（ご家族参加もＯＫ） 

申込締切日は７月２８日です。◎ゆうちょ銀行 記号１００００ 番号８６７０２２３１ 

口座名 オートモビルクラブジャパン 
※この口座に他金融機関から振込の場合は/ゆうちょ銀行 ゼロゼロハチ支店 口座番号 ８６７０２２３ 

                        口座名義  オートモビルクラブジャパン__ 

※ACJ 会員番号お忘れの方は封筒の貴殿名の宛名に記載されています。 

 

⑤来る８月２６日(土)に昨年に引き続き熱海市営第一親水公園駐車場（熱海港ヨッ

トハーバー）にて第３回『ＡＣＪ ＳＵＮＳＥＴ ＭＥＥＴＩＮＧ』ｉｎ熱海市営

第一親水公園(駐車料金自己負担)１７：００～１８：４５に開催致します。当日

は「熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ ＧＰ２０１７」のフライヤー配布並び開催プロモー

ションも行います。現地メディアの取材も予定しています。終了後向かいの『Ｓ

ＡＫＡＢＡＲ ＣＡＲ Ｆｅ ＭＯＮＡＣＯ』にて昨年の「熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ 

ＧＰ ２０１６」並びに５月開催された「上山田ヒストリカＧ．Ｐ．２０１７」等

の記録映像試写も行います。問合せは是枝会長まで！  

 

⑥千葉県・袖ヶ浦フォレストレースウェイでの『Ｔｏｋｙｏ Ｂａｙｓｉｄｅ Ｃｌａｓｓｉｃ Ｃｕｐ』

今期第二戦が来る９月１０日(日)に開催となります。今回もクラシックカーによ

るクラブマン&クリスタル＆スーパークリスタル CUP の他スポーツ走行枠も有ります。 

尚、こちらの参加は年式は問いません。参戦並びにスポーツ走行参加希望のメン

バーは実行委員会事務局０４２－４８８－５５６２オートメデイック内/ＡＣＪ

田中副会長へお問合せ下さい。http://acjipx.wix.com/tbcc-fun 



当日は『ＡＣＪ ＣＩＲＣＵＩＴ ＭＥＥＴＩＮＧ』も同時開催いたします。是非見学がてら愛車 

でお越し下さい。尚、入場は無料です。(当日は１３時過ぎには解散となります) 

 

【お知らせとお願い】 

●「熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ Ｇ．Ｐ．２０１７」実行委員会ではＡＣＪメンバーの皆様のエン

トリーをお待ち申し上げております。応募締切は８月２３日ですが、会場の長浜海

浜公園にお子様の遊戯施設が設置されましたので、今回は定数１５０台となります。

現在早くも予定台数の半数を超えております。早めのエントリーをお奨めいたします。

ヒルクライム参戦は既に定数に達しております。 

尚、実行委員会では、開催日の９月２３日に実行委員として９時に集合出来車輌

の誘導等のお手伝いをして頂けるボランティアスタッフを募集しております。（弁

当付き） 

また、前日９月２２日前乗りの準備スタッフも大歓迎です。(当夜２２日の宿泊費

＆食事代は実行委員会が負担致します。会場に１３時に集合可能の方) 

※各種イベント会場&ＳＨＯＰ等にポスター&フライヤーの配布をご協力頂ける方

は上記ＡＣＪ事務局にご連絡願います。 

【ご連絡】 

※別紙に記載のＡＣＪ新年度会費は７月末日までにお振込ねがいます。尚、８月６日

の通常総会出席の方は当日受付の際に徴収も可能です。 

☆ＡＣＪ ＡＣＴＩＯＮ☆ 

《２０１７年７月２２日～２０１７年１０月２２日》 
●７月２２日(土)『ＡＣＪ ＭＯＲＮＩＮＧｉ ＲＵＮ ｉｎ宮ヶ瀬湖』(上記告知②

参照)  

●７月２３日（日）ＡＣＪ内ラテン車愛好家/同好会『伊多車盾の会・暑気払い会』 

 ☆企画時に定数に達した為非公開☆ｉｎ立川/Ｌａ ＭＯＲＡ16:00～18：00 

 

●８月１日(火)『遠乗会１０９周年記念日・啓蒙活動』 

     ｉｎ国立・谷保天満宮本殿１１：００～１２：００    

                

●８月１日(火)『遠乗会１０９周年記念/昼食会』 

    ｉｎ谷保天満宮梅林。遠乗会記念碑前 １２：０５～１３：３０ 

 

●８月６日(日)『平成２８年度ＡＣＪ通常総会』 

    ｉｎ谷保天満宮社殿２Ｆ １１：１０～１２：１０ 

  

●８月６日(日)『ＡＣＪメンバー懇親昼食会』 

    ｉｎ国立谷保の農家レストラン千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩ ＣＨＡＹＡ・ 

                １２：３０～１４：００ 

●８月２６日(土)『第３回ＡＣＪ ＳＵＮＳＥＴ ＭＥＥＴＩＮＧ』 

    ☆熱海Ｇ.Ｐ.２０１７プロモーション 

ｉｎ熱海海岸通り・市営第一親水公園駐車場１７：００～１８：４５ 

 



●９月１０日（日）ＡＣＪ後援『ＴＯＫＹＯ ＢＡＹＳＩＤＥ ＣＬＡＳＳＩＣ ＣＵ

Ｐ』ＳＥＡＳＯＮ５/第２戦 同時開催『ＡＣＪ ＣＩＲＣＵＩＴ ＭＥＥＴＩＮＧ』 

       ｉｎ千葉県・袖ヶ浦フォレストレースウェイ   

 

●９月２３日(土)『熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ Ｇ.Ｐ.２０１７』 

     ｉｎ南熱海・長浜海浜公園１０：３０～１６：００ 

 

●９月２４日(日)『ＲｅｄＴａｉｌ Ｈｉｌｌ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ‘ｓ Cup』ｉ

ｎアカオハーブ＆ローズガーデン ６：00～９：００  

 

●１０月２１日(土)ＡＣＪ後援『Ｒｉａｖｖｉａ ＡＬＦＡ ＲＯＭＥＯ』ａｔ白樺

リゾート池の平ホテル～２２日(日)     ※詳細はＡＣＪ事務局にお問合せ下さ

い。 

 

※上記はすでに決定されているスケジュールです。この他に決まった最

新スケジュールは随時ＨＰの掲示板～最新ＡＣＪ ＮＥＷＳでお知ら

せ致します。 

Automobile Club Japan 

〜通常総会のご案内〜 
ACJ賛助会員の皆さまへ 

 

拝啓 

大暑の候、貴殿ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素からACJの運営に格別のご支援、ご協力 

をいただき深く感謝しております。 

さて、平成２８年度ACJ諸事業も各位のご理解あるご協力により計画どおり推進することができ、所期の目標 

を達成することができました。 

つきましては、平成２８年度事業及び収支決算報告並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算案につい 

てご協議いただきたく、下記により通常総会を開催します。 

何かとお忙しいことと存じますが、ご出席くださるようお願いいたします。 

なお、折角の総会を意義深いものにするため、一般・賛助・名誉会員相互の情報交換の場として、総会後、 

引き続いて交流懇親昼食会行いますので、多数のご参加を期待しております。 

また、次年度を迎えるにあたり、賛助会員費（３万円）も徴収させていただきたく、合わせてお願い申し上げ 

ます。 

敬具 

   平成28年7月  

                                    オートモビルクラブジャパン 

会長 是枝 正美 

記 

日時:2017年8月6日（日） 

■総 会  11時10分〜12時10分（30分前より受付開始） 

場 所：谷保天満宮 社殿２階/東京都国立市谷保5209 

※JR南武線谷保駅南口徒歩２分(参道より本殿前にお進み下さい) 

 

議事： 

 第１号議案 平成２８年度事業報告書、収支決算書承認について 

 第２号議案 平成２９年度事業計画案並びに収支予算案決定について 

 第３号議案 会員加入、脱退申出者等の承認について 

 第４号議案 役員の留任について 

 第５号議案 その他の提案事項   



 

■懇親会  12時30分〜14時まで   ※事前振込予約要 

場 所 国立谷保の農家レストラン千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩＣＨＡＹＡ 

東京都国立市谷保７１８１/０４２-８４９-７００７ 
※JR南武線谷保駅南口徒歩５分(天満宮参道入口信号より立川方面に下り約200ｍ一つ目の信号を 

越えて40ｍ右側)：パーキング10台有り 

 

～ＡＣＪ平成２９年度年賛助会費お振込のお願い～ 

（２０１７年８月１日～２０１８年７月３１日）※総会

欠席の方 

 
●賛助会員年会費（年額30000円）及び上記懇親会参加費は下記口座までお振込みください。 

 

       ※振込先  多摩信用金庫 国立支店 普通預金 ３８４８０９８ 

            口座名義  オートモビルクラブジャパン 

 

●懇親昼食会参加費/ ゆうちょ銀行 記号１００００ 番号 ８６７０２２３１ 

                口座名義 オートモビルクラブジャパン 

※この口座に他金融機関から振込の場合は 

               ゆうちょ銀行 ゼロゼロハチ支店 口座番号 ８６７０２２３ 

                 口座名義 オートモビルクラブジャパン_ 

 

 

                

Automobile Clu Japan 

〜通常総会のご案内〜 
ACJ一般会員の皆さまへ 

 

拝啓 

大暑の候、貴殿ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素からACJの運営に格別のご支援、ご協力 

をいただき深く感謝しております。 

さて、平成２８年度ACJ諸事業も各位のご理解あるご協力により計画どおり推進することができ、所期の目標 

を達成することができました。 

つきましては、平成２８年度事業及び収支決算報告並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算案につい 

てご協議いただきたく、下記により通常総会を開催します。 

何かとお忙しいことと存じますが、ご出席くださるようお願いいたします。 

なお、折角の総会を意義深いものにするため、一般・賛助･名誉会員相互の情報交換の場として、総会後、 

引き続いて交流懇親昼食会行いますので、多数のご参加を期待しております。 

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

   平成28年7月  

                                    オートモビルクラブジャパン 

会長 是枝 正美 

記 

日時:2017年8月6日（日） 

■総 会  11時10分〜12時10分（30分前より受付開始） 

場 所：谷保天満宮 社殿２階/東京都国立市谷保5209 

※JR南武線谷保駅南口徒歩２分(参道より本殿前にお進み下さい) 

 

議事： 

 第１号議案 平成２８年度事業報告書、収支決算書承認について 

 第２号議案 平成２９年度事業計画案並びに収支予算案決定について 

 第３号議案 会員加入、脱退申出者等の承認について 



 第４号議案 役員の留任について 

 第５号議案 その他の提案事項   

 

■懇親会  12時30分〜14時まで   ※事前振込予約要 

場 所 国立谷保の農家レストラン千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩ ＣＨＡＹＡ 

      東京都国立市谷保７１８１/０４２-８４９-７００７ 
※JR南武線谷保駅南口徒歩５分(天満宮参道入口信号より立川方面に下り約200ｍ一つ目の信号を 

越えて40ｍ右側) ：パーキング10台有り 

 

～ＡＣＪ平成２９年度年会費～ 

（２０１７年８月１日～２０１８年７月３１日） 
●貴殿の平成２９年度一般会員年会費（年額6000円）は既に  月  日 （ 振込 ・現金 ）にてお支払頂

いております。 

 

尚、総会終了後の上記懇親昼食会に参加の場合は参加費を下記にお振込下さい。 

                ゆうちょ銀行 記号１００００ 番号 ８６７０２２３１ 

                口座名義 オートモビルクラブジャパン にお振込下さい。 

※この口座に他金融機関から振込の場合は 

               ゆうちょ銀行 ゼロゼロハチ支店 口座番号 ８６７０２２３ 

                 口座名義 オートモビルクラブジャパン_ 

 

 

Automobile Club Japan 

〜通常総会のご案内〜 
ACJ一般会員の皆さまへ 

 

拝啓 

大暑の候、貴殿ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素からACJの運営に格別のご支援、ご協力 

をいただき深く感謝しております。 

さて、平成２８年度ACJ諸事業も各位のご理解あるご協力により計画どおり推進することができ、所期の目標 

を達成することができました。 

つきましては、平成２８年度事業及び収支決算報告並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算案につい 

てご協議いただきたく、下記により通常総会を開催します。 

何かとお忙しいことと存じますが、ご出席くださるようお願いいたします。 

なお、折角の総会を意義深いものにするため、一般・賛助・名誉会員相互の情報交換の場として、総会後、 

引き続いて交流懇親昼食会行いますので、多数のご参加を期待しております。 

また、次年度を迎えるにあたり、一般会員費（６千円）も徴収させていただきたく、合わせてお願い申し上げ 

ます。 

敬具 

   平成28年7月  

                                    オートモビルクラブジャパン 

会長 是枝 正美 

記 

日時:2017年8月6日（日） 

■総 会  11時10分〜12時10分（30分前より受付開始） 

場 所：谷保天満宮 社殿２階/東京都国立市谷保5209 

※JR南武線谷保駅南口徒歩２分(参道より本殿前にお進み下さい) 

 

議事： 

 第１号議案 平成２８年度事業報告書、収支決算書承認について 

 第２号議案 平成２９年度事業計画案並びに収支予算案決定について 

 第３号議案 会員加入、脱退申出者等の承認について 

 第４号議案 役員の留任について 



 第５号議案 その他の提案事項  

 

■懇親会  12時30分〜14時まで   ※事前振込予約要 

場 所 国立谷保の農家レストラン千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩＣＨＡＹＡ 

東京都国立市谷保７１８１/０４２-８４９-７００７ 
※JR南武線谷保駅南口徒歩５分(天満宮参道入口信号より立川方面に下り約200ｍ一つ目の信号を 

越えて40ｍ右側)：パーキング10台有り 

 

～ＡＣＪ平成２９年度年一般会員年会費お振込のお願い～ 

（２０１７年８月１日～２０１８年７月３１日）※総会

欠席の方 

 
●一般会員年会費（年額6000円）及び上記懇親会参加費は下記口座までお振込みください。 

                                 （総会欠席の方） 

※振込先  多摩信用金庫 国立支店 普通預金 ３８４８０９８ 

            口座名義  オートモビルクラブジャパン 

 

●懇親昼食会参加費/ ゆうちょ銀行 記号１００００ 番号 ８６７０２２３１ 

                口座名義 オートモビルクラブジャパン 

※この口座に他金融機関から振込の場合は 

               ゆうちょ銀行 ゼロゼロハチ支店 口座番号 ８６７０２２３ 

                 口座名義 オートモビルクラブジャパン_ 

 

 

                

Automobile Clu Japan 

〜通常総会のご案内〜 

 
ACJ名誉会員の皆さまへ 

 

拝啓 

大暑の候、貴殿ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素からACJの運営に格別のご支援、ご協力 

をいただき深く感謝しております。 

さて、平成２８年度ACJ諸事業も各位のご理解あるご協力により計画どおり推進することができ、所期の目標 

を達成することができました。 

つきましては、平成２８年度事業及び収支決算報告並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算案につい 

てご協議いただきたく、下記により通常総会を開催します。 

何かとお忙しいことと存じますが、ご出席くださるようお願いいたします。 

なお、折角の総会を意義深いものにするため、一般・賛助･名誉会員相互の情報交換の場として、総会後、 

引き続いて交流懇親昼食会行いますので、ご都合付きましたら是非ご参加下さい。 

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

   平成28年7月  

                                    オートモビルクラブジャパン 

会長 是枝 正美 

 

記 

日時:2017年8月6日（日） 

 

■総 会  11時10分〜12時10分（30分前より受付開始） 

場 所：谷保天満宮 社殿２階/東京都国立市谷保5209 

※JR南武線谷保駅南口徒歩２分(参道より本殿前にお進み下さい) 



 

議事： 

 第１号議案 平成２８年度事業報告書、収支決算書承認について 

 第２号議案 平成２９年度事業計画案並びに収支予算案決定について 

 第３号議案 会員加入、脱退申出者等の承認について 

 第４号議案 役員の留任について 

 第５号議案 その他の提案事項   

 

 

 

■懇親会  12時 30分〜14時まで   

※参加可能の場合は予約の都合上事務局にご一報願います。（ＭＡＩＬ可） 

 

場 所 国立谷保の農家レストラン千丑茶屋/ＣＨＩＵＳＨＩ ＣＨＡＹＡ 

      東京都国立市谷保７１８１/０４２-８４９-７００７ 

 
※JR南武線谷保駅南口徒歩５分(天満宮参道入口信号より立川方面に下り約200ｍ一つ目の信号を 

越えて40ｍ右側) ：パーキング10台有り 

 

 

 


