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0多 加■特     この招待状を見たひと、みんなて楽しむ心のある人、全では

参加する資書有り

0凛   姜     バーテイにふきわしいドレスアップされた層姜である事

ライデイングする時の服姜に合計10でイ 以上の赤の饉分が

はっきりと見える事

0ブ レゼント    "ワ クリク表彰マ てブレゼント交換をします。市価1,¨円

から 1,珈円桐当のフレゼントを必ず持参の■

但し下記条件を満たす=

条件1   「2人の時に使うもの」をテーマにしたブレゼ

ントである0

条件2   きちんとされいに
'ッ

ピングされている事

条件3   必ず中にメツセージカードをメツセージを■いて

入れておく事

0バ ーディ■    2,000円  〈予定 : 決定は後日"招 待毬‖o2に て連僣〉

0ば ―てぃ日時   7月 14日  (曰 嗜)

●ni3■ 00分 受け付け口始

午後4峙 機了予定

0多 加車両     みんなの愛率

0そ  の 他    下1このスタッフを募集中

進4T、 司会、 会計、 受け付け、 データ整理、計測、

昼全係、 4-、  レスキユー、 プレゼント係、

ゲーム係、 スタート係、 音楽、 たれ事、 表杉係、

■品係、 呼す込み係、 クリーンUP係 、 等など

‐協力下さい|



GRA企 画 ジ ム カ ー ナ バ ー テ ィ  聞 イ崖 の
'~凍

内

バーティのテーマ    0み んなでバイクを楽しむ
0自 分遠の手でバーディを
0も っとうまくライディング

参加に必要なもの    みんなとバイクで楽しむ心 / 愛車 / ラッピングきおたブレ
ゼント●thメツセージカード / 認め印 / 健康保険証

合計 10 cr以 上のはっきりと赤のII分のある素敵な服装 /
参力]料 :2,000円  (全 員〉

※Vl 観客の方は上記の限りではありません。

開催日時 場所     7月 14日 (日)  138時 30分 より
大阪自動車学校   大阪市鶴見区鶴見5-3-1

内環状線の鶴見緑地入口交=点

バーティの内容     rジ ムカーナでのタイムトライアルJ と 「バイクのを―ム,
そして 'ブ レゼント交換会」

タイムトライアルの   既にGRA会 員となっている人は、過去に,テなっている短定コース ク
ラス分け      てのタイムトライアル結果団にA～ Eの 5ク ラスに分けます.

('1表参照の事〉
今回初めて参加してGRA登 録会員となる方は、基本としてビジタ
ークラスからの出走となりますが 初心者て技■の不足している方
はフレッシュマンクラスに また技量が充分に分かっている方は離
,支長の判断てA～ Eの 内の任意のクラスヘ編人される。

スタッフ分担      全員スタッフ & 全員参力]が モットーです
スタッフは各自の出走時間にあわせて他の人に仕事を使嬌して、必

ずタイムトライアルを1テないます.(ス タッフ編成は別表の通り〉

スケジュール      7:30 メインスタッフミーティング
8=00 スタッフ集合     テント張り PA設 置 たれ幕

設置 コース設定、受けl寸けの
準備、音楽用意

8:30 受ll ttll開始     ごみ箱設置 光電漕吸置 フラ
ワーアーチ設置 車両誘導、
受け,け  服装チェック、

9:00 ライダースミーティング
昼食子綺

9:10 コース慣熟歩行
9:80ゲ ーム 1

10100 タイムトライアル ・ヒートJ
ll:45 ヮンポイント アドバイス

昼食買い出し
12:00 昼食

12:30 ゲーム2
18:00 タイムトライアル・ヒート2
15:00 自由走4テ       表彰式準備、トライアルの結果

出し、プレゼント交換会用意
15:30 ワクワク表彰式    写真撮影、特,1賞設定 ブレゼ

ント交換
15:50 会場用寸け      テント収納、たれ薔片付け P

A片 付け、バイコン回収 ゼッ
ケン回収 清掃

16:00 全員ミーティング   同場



タイムトライアル
&ウォームアップ

コースマーシャル

ミュージック′―ビス

ゲーム

ワクワク表彰式
&ブ レゼント交換会

コースは当日の朝に発表します.
出tlltは ビジタークラス,フ レッシュマン十Aク ラス,そ してB,
C,D,Eク ラスの順となります.
クラス内での出定1頓は自由ですが ヒート1で各クラスのベスト3
のタイムを出した者は ヒート2で はそのクラスの最後l・出たする。
中間タイム及び最終タイムはベナルティチェッカーが言1測して司会
又は解説者が発表する。
各出走クラスの間にはインターバルタイムを設けで タイムのll示
発表 コースマーシャルの交替 スタッフの交替を

`テ

ないます:
ウォームアップは,用 の場所で順次行なうが その出走クラスの者
以外は禁止される。またインターバルタイムとなり次第ウォームアッ
プを開始する.
:1測は主として光電管を使用する.

コースマーシャルは専属スタッフ以外の人の担当とし tl定 したク
ラスが終ると次のクラスのマーシャルとして参加して下さい。

このパーティでは受付時よリワクワク表彰業 で音楽を流し続けま
す。また希望者には持参したカセットテープをその人のスタート時
に流すサービスもイテないます。但しテープは出の頭出しと氏名がは
っきりと記入してあるものに限り、希望者多数の場合にはこのサー
ビスはできない事もありますので ご了承下さい。

ゲーム 1はコースを覚えて慣れる為に ゲーム2は バイクでもぅと
遊ぶ為にイテないます。充分に楽しむ為にゲームリーダーの指示に従
い どんどん参加して下さい。景品あり

'
タイムトライアルで各クラスでベスト3(ヒ ート1・ ヒート2間 わ
ず)の タイムを出した人は順位発表と共に拍手て祝福をします。
またブレゼントを任意で選ベ メッセージと一緒にブレゼント内容
を公開します。 (写真撮影有り)
それ以外の人は

'レ

t・ント係のリードで 全員ブレゼントを持って
帰れます.

企画責任 及び お問い合わせ

上記の通り''ツムカーナ バーティ"の 企画 関催を行ないますが なにふん31め
ての事でもあり、成功と今後の発展は皆様方のご協力 と支援がなければ決してあ
りえません。今回の企画でも大変多くの方々からHItの ご提供、ご意見 アイデア
のご教示 機材制作のご脇力などがあり充実した内容とする事が出来ました.こ こ
にGRAを 代表して改めてお礼申し上げます。
何卒 今後ともに崚かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
尚 ご質問 お問い合わせ ご意見などがありましたら 是非ご連絡願います。

企画責IE著

連 綺 先

GRA代 表   小林 裕之

651  神戸市中央区故塚通り2-2-10
T:L 078-241-1747

(～24時 まで可〉

06-347-1141(会 ll)
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みなさん :少しづつ晏きも増し、いよいよ夏が近づいて来ました。いかが

お過ごしてしようか。

さて来る7月 14日 (日)l・大阪自動車学校にてORA企 画ジムカーナバー

ティをIH催します.

Q ツムカーナ バーテイつて何?

A ''バ イクを使つてみんなでワイフイ楽しくやろう!''そんな奢えから

生まれたゲームのジムカーナです。

今までと一味ちがったバイク港びな党えてあなたもバイク運

"り

にヽなり

ませんか。

NEWS! 束束のバイク迪0人 来る!

ジムカーナや織習会の盛んな東京からバイク違すの逮人が大阪に適びに

来られます。東京もんのたりも見てやろう。

PREZENT' それだけじゃあない !

自分の持って来たブレゼントが他の人の実品に、他の人のプレゼントが

自分の貨品になってしまう !

中に何が入つてる0か 識0わ からない:?″ ワクワク表彰式"

他におやつが景品、みんながチャンスの'ス ペシヤルゲームステージ "

バーティの終りの
″
忘走会 ?″ など楽しいこといつばい !

'よ し、やるぞ'という人も、'ち ょつとのぞいてみようかな'という人も、

みんなが来て! 一人一ヽ かヒーロー&ヒロインになって、楽しい夏の一日

をすごしましょツ.

〔招特文 :″  SUPAKO)



きて先日送りましたジムカ～ナバーティ招待状は届きましたか? その招特状の

2枚 日 間催要項に記されている・服='と "ブ レゼント''の項目ですが、冗談

ではありませんヨ.

エッ?!そ うですよ。 絶対に守って下さいね。

O霰 装    ライディングする時の■表て合計 10C『 以上の赤の部分がはっ

きりと見える0.

係のテェックが入ります。借り物はダメ 赤いものがない人には、

係から親切にベナルティーがもらえます。

0ブ レゼン  ヽ 市価 1,000円 から 1,500円 で 「二人の時に使う物」が

条件 :  そしてメッセージカードとラツビング付き

これはずぇったい、絶対に忘IIIではなりませぬぞ :

"中味は

'に

しようか''とお悩みのあなた。何でもいいじゃないで

すか。メツセージカードのメツセージを強||ここじつけてしまえば?

…※ この話はここだけの目ですよ 企画発案者に国かれたりした

らマズイから

それに2人といっても親子や兄弟、姉妹といろいろありますよ。

ワクワク表彰式では、プレゼントをもらった人賞者がその場でみんな

にブレゼントとメッセージを公開してもらいます。はたして何が出て

くるかとても楽しみ?

そして当然みんなプレゼントを持って帰れるからまた楽しみ!

〈 ジ ム カ ー ナ  ′` 一 テ イ
ー
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それから もし雨が降っても瀬 テしますよ!!

タイヤもへらないし、たいいち家にいてもヒマてしょ.

"雨  ・ 結棒 ・ 決行 
″

〔招特文 :by SUPAKO)


