
「第５回 ヒストリックカー ミーティング in 舟形」

平成２８年６月１２日（日）開催！

開催のご案内・参加要綱

ヒストリックカーミーティング in 舟形

実 行 委 員 会

「第５回 ヒストリックカー ミーティング in 舟形」
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■開催趣旨

舟形町で、毎年開催しておりますミーティングは、舟形町をより多くの世代と多くの趣味

の人達に知っていただき、舟形町の良さを肌で感じることにより、町に再来していただこう

との目的で企画しております。

町民とオーナー、観客との交流を舟形町の魅力ある特産品や、おいしい郷土料理の提

供を通して行うことで地域の活性化を図り、また、舟形町の観光情報を幅広く発信するこ

とで、四季豊かな舟形町をより深く知ってもらうことをコンセプトにして、本年も「第５回ヒス

トリックカー ミーティング in 舟形」を開催いたします。

■開催要項

▽主 催 ヒストリックカーミーティングin舟形 実行委員会

▽共 催 内閣府認証特定非営利活動法人東北エコリサイクルネットワーク研究会・

もがみ南部商工会舟形支部・新庄もがみ農業協同組合・舟形町

▽後 援 山形県 ＮＨＫ山形放送局 山形新聞・山形放送 山形テレビ

（予定） さくらんぼテレビ テレビユー山形 エフエム山形

▽事 務 局 舟形町観光物産センターめがみ内 舟形町観光協会

▽開催日時 2016年6月12日（日）午前10：00～15：30（予定）

▽会 場 アユパーク舟形（河川公園）

▽開催内容 ①車両展示

・旧車、歴史に残る車両の展示（120台程度）

②同乗体験会

・ヒストリックカー同乗試乗体験（予定）

③付帯イベント、コーナー

・ステージ、会場内イベント

コンサート等のステージイベント等の開催

観客による人気投票の実施

・舟形町特産品・郷土料理の出店コーナー

■参加要綱

▽参加車両規定
・1989年までに生産されたオリジナルの車両であること。

・レプリカ車の参加は認めません。（事務局で許諾した車両を除く）

・必ず無改造車であること。またオリジナルの形状、仕様を維持していること。

当日、受付に警察官が立ち会います。（暴走族を連想される様な車両は入場できません）

また本来の車種、グレードなどを変更したプレート、エンブレムなどの装着を行わないこと。

※1989年以降の生産年式であっても継続生産された車種、同一型式の場合は参加可能。

※外国車のスポーツカーについては年式を問わない。

※外国車のスポーツカー以外で1989年以降の生産年式の場合は、歴史的、文化的かつ

時代を象徴する車両であること。
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※例外規定

車両の維持のための一部仕様変更、再塗装車両などは除く。

国内ラリー出場車両など、当時のレース・ラリーの車両規定に合致している車両は除く。

製造当時のメーカー純正用品の装着など、常識的なモデファイ等は除く。

※ 下記の外国車はスポーツカーとみなします。

BMW Mシリーズ ALPINA AMG AUDI Sシリーズ

※ 国産車で1989年以降の参加可能な車両

NS-X ビート カプチーノ AZ-1

・原則、開催当日、自走可で、車検の有効期間が残されている車両。

※自走できない車両又は車検の有効期間が残っていない車両については、積載車での

運搬による参加も可能です。（参加申込書の登録番号欄にその旨を明示してください。）

積み下ろしは、会場隅で行うこととなりますので、当日8時30分まで会場にお越しください。

・展示開始～閉会式までの開催中、会場に展示してください。

・その他事務局が、特に必要と参加を認めた車両。

▽その他の開催、参加規定
・参加車両のオーナーは、テーマ・開催コンセプトの趣旨を理解し、依頼があった際には、町

民との交流、自車の解説や歴史、文化などの説明を自らが行ってください。

※展示車両の歴史的、文化的な価値を町民が体感、体験できる。

※参加の際は、オーナーがすすんで町民や町外観客者と対話できる環境をつくる。

・事務局で制作する展示車両表示パネルなどを必ず添付する。

・参加車両の管理は必ず参加者各自が行なう。

・会場までの移動は、 オーナー自らの責任で行う。

・別紙参加誓約書に基づき、実行委員会、事務局の決定事項に従ってください。

会場内外での事故は全て車両オーナーまたは運転者の方の責任となります。

展示車両に起因する来場者の事故に関しても同様です。

▽会場内での禁止事項

実行委員会の許可の無い下記の行為は禁止します。
・飲食物、物品、車両、車両部品パーツなどの販売行為。

・企業PRや、広告物の配布、各種催し物、会員などの勧誘行為。

・「セール、価格」などの販売に関する表示。

・屋台またはそれに類する飲食物の販売。

※舟形町の特産品及び飲食物の販売については、事前に実行員会の許可を受けた舟形町

内業者のみが実施できます。



■申込規定

※参加要項、申し込み用紙は、下記URLにて入手願います。なお、事務局あてご連絡をいた

だければ、事務局からの発送も行います。

☆URL：http://recyclingnetwork.web.fc2.com/HistoricCarMeeting-funagata1.html

▽締 切：2016年5月20日（金）事務局へ必着

▽参加費用：￥2,000（参加者１人分の昼食代含み。参加記念品も準備しております。）

※同伴者がいる場合・・・同伴者１名につき、1,000円の加算となります。（昼食付）

▽申込み書類等

①参加申込書（参加者、同伴者と参加車両データを記載願います。）

②参加車両写真（デジタル画像の場合は、200万画素以上で撮影したデータ）

③誓約書（自筆署名捺印）

▽申し込み方法

◎申込み書類の①～③を「郵送」又は「メール」にて、下記申込み先に送付願います。

※メールで申込みされる場合、申込書類②「誓約書」 は、自書署名捺印したものを

PDF形式で送付願います。

※郵送料金は各自ご負担ください。

※5月20日までに写真送付をいただけませんと、ミーティングパンフレットへの写真掲

載ができませんので、期限内の提出をお願いします。

◎「参加費用」は、「現金書留での郵送」又は「下記口座への振込み」にてお願いします。

※振込みの予定日を、参加申込書の「振込み予定日」欄に明記してください。

※振込料は、各自の負担となります。

※参加費の振込み確認が出来るまで、申込みは保留となりますのでご注意ください。

▽

▽

○振り込み口座

きらやか銀行 新庄支店（333） ﾋｽﾄﾘｯｸｶｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾌﾅｶﾞﾀｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲｶｲﾁｮｳｲﾄｳﾋﾛｼ

普通預金 1143510 口座名義人 ﾋｽﾄﾘｯｸｶｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞin舟形実行委員会会長伊藤宏
参加の可否

申込み後速やかに、実行委員会にて参加の可否を決定します。

車両規定に抵触する車両、その他参加が不可能な車両のオーナー様には、速やかにご

連絡を差し上げます。

※参加費入金済みの場合は、振り込費用を差し引いて返金いたします。

2016年5月20日の〆切後、審査終了後、参加受理証を送付いたします。

参加証は、必ず当日ご持参ください。

※振込み手数料は各自でご負担ください。
■申し込み先・問合せ先

ヒストリックカーミーティングin舟形実行委員会事務局 （担当 三浦）

〒999-4601 山形県最上郡舟形町舟形391－2 舟形町観光物産センター「めがみ」内

電話：0233-32-3302 Fax：0233-32-0123
3

Eメール：johokan @funagata.info
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■宿泊・懇親会

▽申込方法

◎6月11日（土）に宿泊、懇親会参加希望の方は、「宿泊申込書」に必要事項を明記の上、

ミーティング参加申込みと同時にお申し込みください。

◎宿泊料金は、ミーティング参加費用と同時に、「現金書留」での郵送又は振込み（ミーティ

ング参加費用振込口座）にてお送りください。

▽宿泊先及び懇親会会場

舟形町農林漁業体験実習館

山形県最上郡舟形町舟形字小田山2679番地 TEL 0233-32-3450

▽部屋割り

4～6名の相部屋となります。

申込み後、受理証と共に、宿泊の詳細なご案内をお送りいたします。

▽料金

◎宿泊料金（懇親会等料金込み） ￥6,000（予定）/１泊、1人

※若あゆ温泉入浴券、懇親会（夕食）、朝食（バイキング）込みの料金となります。

◎懇親会料金 ￥4,000（予定）/1人（主に宿泊しない町民の方を対象としています。）

▽カードの利用、宿泊のキャンセル

・カード払いはお受けいたしかねますのでご了承ください。

・申込み後のキャンセルに関しては、7日前～前日までは 50％、当日のキャンセルに関して

は100％を申し受けます。

＊他宿泊施設（温泉旅館等）をご希望の方は事前にご相談下さい。

（会場より車で15分の、もがみ温泉郷の瀬見温泉を手配いたします）
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■スケジュール・１１日(土）宿泊・懇親会参加者

宿泊料金には、舟形若あゆ温泉の入浴料金が含まれていますので、 実習館に到着される

前にご利用ください。

18：00 舟形町農林漁業体験実習館着

18：30 懇親会開会

20：00 懇親会閉会

■スケジュール・１２日（日）

8：00 開場 （宿泊者施設発、宿泊しない方は直接会場へ集合）

9：45 駐車完了

10：00 開会式

15：00 閉会式
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15：30 退出開始

17：30 全車退出完了 ～ 清掃 ～ 解散

※スケジュールは天候、その他の事情により予告無く変更となる場合が

有りますので予めご了承ください。

※詳細のスケジュール、開催内容は、「参加受理証」と共にお送りいたし

ます。

第５回 ヒストリックカー ミーティング in 舟形

～参加申込のご注意～

■申込み締切日 2016年 5月20日（金）必着

■申込書送付先

〒999-4601 山形県最上郡舟形町舟形391-2 舟形町観光物産センター「めがみ」内

ヒストリックカー ミーティング in 舟形実行委員会事務局

電話 0233-32-3302 Fax：0233-32-0123

Eメール：johokan @funagata.info

■申込み書類及び申込方法

▽申込み書類等

①参加申込書（参加者、同伴者と参加車両データを記載願います。）

②参加車両写真（デジタル画像の場合は、200万画素以上で撮影したデータ）

③誓約書（自筆署名捺印）

▽申し込み方法

◎必要書類の①～③を「郵送」又は「メール」にて、下記申込み先に送付願います。

※メールで申込みされる場合、必要書類②「誓約書」 は、自書署名捺印したものを

PDF形式で送付願います。

※郵送料金は各自ご負担ください。
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※5月2０日までに写真送付をいただけませんと、ミーティングパンフレットへの写真掲

載ができませんので、期限内の提出をお願いします。

◎「参加費用」は、「現金書留での郵送」又は「下記口座への振込み」にてお願いします。

※振込みの予定日を、必ず「振込み予定日」欄に明記してください。

※振込料は、各自の負担となります。

※参加費の振込み確認が出来るまで、申込みは保留となりますのでご注意ください。

■車両写真

申込みの際は、必ず「車両写真」を送付してください。（パンフレットへの掲載用となりま

す。）

■参加費の郵送（お振込み）確認後、本受付となります。

■「参加受領証」は、車両審査の上、〆切後参加者の郵送となります。当日必ず受付に提示

してください。

■万が一、事務局の審査上参加を認められない場合は、参加費用を全額返金いたします。

それ以外での参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。

■参加費￥2,000（参加者１人分の昼食代含み。参加記念品も準備しております。）

※同伴者がいる場合・・・同伴者１名につき、1,000円の加算となります。（昼食付）
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ー誓 約 書ー

第５回 ヒストリックカー ミーティング in 舟

ー参加申込書ー

参

加

者

フリガナ 同

伴

者

フリガナ

氏名

（男・女）
年齢

氏名①

（男・女）

電話番号 フリガナ

携帯電話 氏名②

（男・女）
Eメール

住所
〒

宿泊

及び

懇親会

宿泊及び懇親会に

□参加する（宿泊申込書に記入） □参加

振込み

予定日

参加費等の支払いが振込みの場合のみ記入

平成 年 月 日

第5回ヒストリックカーミーティングin舟形実行委員会 殿

一．開催に関わる事故、損害に関して、私は「第5回ヒストリックカー ミーテ

の参加に際し、開催中、参加途中など、開催に関連して起きた事故等で、

者が負傷、死亡、その他車両などへの損害、障害がおきた場合も、決して

参加者などに対し、責任追求、賠償責任の要求また非難中傷などを行なわ

ます。

一．万一、私が事故を起こした場合は、事故に起因する全ての賠償責任を負う

ます。事故、損害などが主催者、関係者の手違いなどに起因した場合であ

を誓約致します。

一．当イベントの肖像権に関して当イベントの写真、映像、記録、録音などを

イベントの広報ＰＲなどのために、使用することを承認いたします。

また、肖像権の対象となるテレビ、ラジオ、映画、写真、録音、録画、な

を得て利用する権限、広報のための、参加者情報として使用することも承

（参加者が未成年の場

参加者署名 印 親権者署名

上

2016年 月 日

ィング in 舟形」

私自身及び同乗

主催者並びに他の

ない事を誓約致し

ことを誓約いたし

っても変わらぬ事

クラブの広報ＰＲ、

どの各素材を対価

認致します。

合）

印

形

年齢

年齢

しない

記は全て自筆署名捺印のこと
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参加車両データ
※参加車両の写真を必ず添付してください。

原産国名 生産年式 西暦 年

生産メーカー名 登録番号(ナンバー）

参加車両名
（パンフレットに載せたい名称）

排気量 ｃｃ 車体色

過給機 無 ・ 有（ターボC・スパーC） 乗車定員 名

改造の有無
無 ・ 有（改造個所記入）

エピソード、アピールポイントなど

※事務局記入欄

宿泊申込書

当申込書、リストは宿泊会場への提出用となりますので必ず記入ください。

ゼッケンNo 受付月日   月    日 参加費受領 月   日

参

加

者

代表者氏名 連絡先

住所

宿泊希望
□本人のみ宿泊希望 □同伴者も宿泊希望（合計 男 人・女 人）

※1名相部屋＠6,000円、懇親会へも参加となります。

宿泊者名簿

1 代表者氏名 男・女 住所

2 同伴者氏名 男・女 住所

3 同伴者氏名 男・女 住所

4 同伴者氏名 男・女 住所
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※事務局記入欄

申込みNo
受付月日

月 日

宿泊費受領確認日

月 日

参加費 ￥2,000 + 宿泊費 円 ＝合計 円
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懇親会参加申込書（団体用）

※事務局記入欄

懇親会参加申込書（個人用）

※事務局記入欄

団 体 名

代表者名 連絡先

住 所

懇親会参加者名簿

1 氏名 男・女 6 氏名 男・女

2 氏名 男・女 7 氏名 男・女

3 氏名 男・女 8 氏名 男・女

4 氏名 男・女 9 氏名 男・女

5 氏名 男・女 10 氏名 男・女

申込みNo
受付月日

月 日

懇親会料金受領確認日

月 日

懇親会費＠4,000円 × 参加人数 人 ＝ 合計 円

参加者氏名 連絡先

住 所

申込みNo
受付月日

月 日

懇親会料金受領確認日

月 日


