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            　　　　　　                              　　 ＧＲＡニュ－ス
　　　�# 『�# 不�# 思�# 議�# な�# 数�# 字�# 　�# タ�# イ�# ム�# 指�# 数�# 』

　　先日開催の'93最後のレッスンでは、実に半数近い３０名もの方が自己
　　コ－スレコ－ドを更新した程、大変に実りあるレッスンとなりました。
　　が、残念な事にその方々全てがタイム指数更新した訳ではありません。
　　コ－スを選ばず、例え初めてのコ－スでも実力を発揮出来る様でなくて
　　は、更新は難しのです。まして、タイム指数の基準(岡松氏)は走る度に
　　少しづつではありますが早くなっているから大変です。
　　さあ、'94.１月のレッスンでは頑張って飴をもらおうヨ！

■１月１６日／おしるこ付き・ジムカ－ナレッスン
　　　　会　場：　大阪自動車学校（大阪市鶴見区鶴見５－３－１０）
　　　　参加費：　３，０００円　（保険込み・昼食代別500円）
　 　　 テ－マ：　未　定
 　　　　 【予約期間　12/26～1/9・ﾊｶﾞｷ消印順優先】

■１月３０日／おしるこ付き・ジムカ－ナ特練
        会　場：　日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田38
                              ／国道171号線．日立建機工場角ﾉ信号東入ﾙ）
        参加費：　２，５００円   （保険込み・昼食代別500円）
          【予約期間　1/9～1/23・ﾊｶﾞｷ消印順優先】　

　◇参加予約はハガキに　1.氏名　2.GRA登録No.　3.住所　4.電話番号　5.希望
　　ｲﾍﾞﾝﾄ名と開催日　6.参加希望ｸﾗｽ（初級,中級,上級/ﾚｯｽﾝ･特練ﾉﾐ)　7.参加車
　　両名と排気量　8.ＧＲＡ活動へのﾒｯｾ-ｼﾞ　9.参加協力したいスタッフ名　
　　以上を記入の上、予約期間厳守でＧＲＡ事務局宛お申し込み下さい。
　　スタッフとしても協力される方を優先し、申し込み順（消印日）で予約を受理
　　します。
　◇当日受け付け枠も多少あり．専属ｱｼｽﾀﾝﾄｽﾀｯﾌとして参加される方は次回の参加
　　を優遇。また、関西地区外の方は予約定員外で受け付けます。

□その他

  ◇予約申し込みハガキは１人１件１枚のみで受け付けしてます。ご注意！
  ◇'94年度の年間イベント表は、'93年度と同様に２月末に全員の方にお届けします。
　　尚、２月には現在のところイベント開催の予定はありません。
  ◇ライダ－スクラブ誌２月号にＧＲＡ鈴鹿合宿特別レッスンの記事が掲載！注目！
  ◇ＧＲＡ名札は大切に．イベント参加に欠かせぬ必須アイテムの一つじゃ！

□その他のイベント
　　●1/23　ダンロップ杯ジムカ－ナ　関東地区ｼﾘ-ｽﾞ'93最終戦
                会場：　錦ヶ原自動車学校（埼玉県）

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ )
 　　651 神戸市中央区旗塚通り2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林　裕之
　　　　　　　 自宅 078-241-1747　(FAX兼用　PM 12:00 迄 OK!)
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　　　　�# 『�# 春�# も�# 間�# 近�# か�# な�# ？�# 』

　春までの三寒四温というけれど、昨日なんか外にいたら１.５℃だったりなんか
　して！　ほんといつになったら春は来てくれるのやら。
　それとごめん！　１月のレッスンなんかに来てくれた人には約束していた、あの
　１年間のスケジュ－ル表は完成しているけれど、まだ発送出来る迄になってなく
　て！だから、もう少し待っててほしい．
　猫の手が何本あってもいいからさ、いろんな事手伝ってくれる人を大募集!!

　という訳で、３月２０日には久し振りのジムカ－ナレッスンがあるヨ．
　皆な皆な　いっぱい来ておくれ！　でも、予約期間は今年から少しだけ変更され
　てるので注意！予約期間はイベント２０日前から１０日間になったからヨロシク．
        
■３月２０日／ジムカ－ナレッスン
　　　　会場　：　大阪自動車学校（大阪市鶴見区鶴見５－３－１０）
　　　　参加費：　３，０００円　（保険込み・昼食代別500円）
　 　　 テ－マ：　ブレ－キングについて 
　　　　　　　 　【予約期間2/28～3/10・ﾊｶﾞｷ消印順】
　◇参加予約はハガキに　1.氏名　2.GRA登録No.　3.住所　4.電話番号　5.希望
　　ｲﾍﾞﾝﾄ名と開催日　6.参加希望ｸﾗｽ（初級,中級,上級）　7.参加車両名と排気
　　量　8.ＧＲＡ活動へのﾒｯｾ-ｼﾞ　9.希望するスタッフ名　　以上を記入の上、
　　予約期間厳守でＧＲＡ事務局宛お申し込み下さい。ＧＲＡｽﾀｯﾌへの参加度と
　　申し込み順（消印日）、スタッフ希望で予約を受理します。
　◇当日受け付け枠も多少あり．専属ｱｼｽﾀﾝﾄｽﾀｯﾌとして参加される方は次回の参加
　　を優遇．関西地区外の方は予約定員外で受け付けます。

■３月６日／ＴＳＲＡジムカ－ナ大会第１戦
        主催  ：　(名古屋の!)ＴＳＲＡ
        会場　：　旭　自動車学校　(津島市)
        参加費：　２，０００円 
        受付け：　12:00　～　12:30　　当日参加受け付け　予約不要！！
        �# 賞�# 品・�# メ�# ッ�# チ�# ャ�# 多�# い�# ダ�# ギ�# ャ�# ！

　    ※申し込みはＴＳＲＡ事務局：上杉君へ　TEL ０５６７－２５－８９６８
　　　
□その他
  
　　◇予約申し込みハガキは１人１件のみで受け付けしてます。ご注意！
 　 ◇ＧＲＡ名札は大切に．イベント参加に欠かせぬ必須アイテムの一つじゃ！

□その他のイベント
　　　      ○3/13　  KSR 練習会(TOKYO)  ＫＳＲ           GRA事務局ﾍTEL 
            ○3/20    広島ｼﾞﾑｶ-ﾅｸﾗﾌﾞﾚｯｽﾝ ＨＧＣ           082-870-2352
            ○3/27　　ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ )
 　　651 神戸市中央区旗塚通り2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林　裕之
　　　　　　　 自宅 078-241-1747　(FAX兼用　PM 12:00 迄 OK!)
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                                                   ＧＲＡニュ－ス 

         �# 『�# 春�# よ �# 来�# い�# 』 

 

 春までの三寒四温というけれど、昨日なんか外にいたら１.５℃だったりなんか 

 して！ ほんといつになったら春は来てくれるのやら。 

 それとごめん！ １月のレッスンなんかに来てくれた人には約束していた、あの 

 １年間のスケジュ－ル表は完成しているけれど、まだ発送出来る迄になってなく 

 て！だから、もう少し待っててほしい． 

 猫の手が何本あってもいいからさ、いろんな事手伝ってくれる人を大募集!! 

 

 という訳で、３月２０日には久し振りのジムカ－ナレッスンがあるヨ． 

 皆な皆な いっぱい来ておくれ！ でも、予約期間は今年から少しだけ変更され 

 てるので注意！予約期間はイベント２０日前から１０日間になったからヨロシク． 

         

■４月１７日／ジムカ－ナレッスン 

    会場 ： 大阪自動車学校（大阪市鶴見区鶴見５－３－１０） 

    参加費： ３，０００円 （保険込み・昼食代別 500円） 

     テ－マ： ブレ－キングについて  

         【予約期間 2/28～3/10・ﾊｶﾞｷ消印順】 

 ◇参加予約はハガキに 1.氏名 2.GRA登録 No. 3.住所 4.電話番号 5.希望 

  ｲﾍﾞﾝﾄ名と開催日 6.参加希望ｸﾗｽ（初級,中級,上級） 7.参加車両名と排気 

  量 8.ＧＲＡ活動へのﾒｯｾ-ｼﾞ 9.希望するスタッフ名  以上を記入の上、 

  予約期間厳守でＧＲＡ事務局宛お申し込み下さい。ＧＲＡｽﾀｯﾌへの参加度と 

  申し込み順（消印日）、スタッフ希望で予約を受理します。 

 ◇当日受け付け枠も多少あり．専属ｱｼｽﾀﾝﾄｽﾀｯﾌとして参加される方は次回の参加 

  を優遇．関西地区外の方は予約定員外で受け付けます。 

 

■５月５日／ＫＳＲ春期ジムカ－ナ大会 

        主催  ： ＫＳＲ 

        会場 ： 警視庁安全運転センタ－（世田谷区内 通称：キヌタ） 

    �# ※参加希望者はＧＲＡ事務局 小林 宛にご連絡下さい。  

    

□その他 

   

  ◇予約申し込みハガキは１人１件のみで受け付けしてます。ご注意！ 

   ◇ＧＲＡ名札は大切に．イベント参加に欠かせぬ必須アイテムの一つじゃ！ 

 

□その他のイベント 

         ○4/2   KSR 練習会(TOKYO)  ＫＳＲ           GRA事務局ﾍ TEL  

            ○4/24   HGC ｼﾞﾑｶ-ﾅﾚｯｽﾝ   ＨＧＣ(広島)    082-870-2352 

            ○4/24  ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427 

            ○5/1     ﾄﾗｲｶ-ﾅ in明石       二輪車安全振興会 03-3797-0787 

 

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ ) 

   651 神戸市中央区旗塚通り 2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林 裕之 

        自宅 078-241-1747 (FAX兼用 PM 12:00 迄 OK!) 

      



                                                   ＧＲＡニュ－ス 

        �# 『�# 春�# は �# 来�# た�# ！�# ！�# 』 

 

 雲ひとつ無い青空 五月晴れの青空 気持ちの良い季節になりました。 

  一年の内でも最良の季節かも知れませんね 

 さて、いよいよパ－ティも間近になりましたネ。 

 ６月のスケジュ－ルのご連絡とパ－ティのお知らせをします。 

 尚、登録会員への正式なパ－ティの案内は６月初旬にお届けいたしますので、 

 暫くお待ち下さい。 

 

■６月５日／ベ－シックジムカ－ナ （レッスン） 

    会 場： ＨＳＲプラザ大阪（大阪府茨木市上穂積１－３－７） 

    参加費： ２，５００円 （保険込み） 

         【予約期間 5/15～5/25】 

        対 象：  ジムカ－ナをこれから始める方 及び ＧＲＡタイム指数が 

                  １２０００以上の方を主な対象とします。 

    メニュ－：マンツ－マンに近い指導と充分な走り込みを行ないます。 

      

 ◇参加予約はハガキに 1.氏名 2.GRA登録 No.  3.住所 4.電話番号 5.希望 

  ｲﾍﾞﾝﾄ名と開催日 6.参加車両名と排気量 7.ＧＲＡ活動へのﾒｯｾ-ｼﾞ 以上を 

  記入の上、�#@い�#@ま�#@す�#@ぐＧＲＡ事務局宛お申し込み下さい。 

 

■６月１２日／ＧＲＡ恒例ボ－リング大会 

        主 催： ＧＲＡ 

        会 場： 桜橋ボウル（大阪市北区梅田２－４－２ �#@６�#@Ｆ） 

    申込先： 姫野浩一（幹事）まで ＴＥＬまたはＦＡＸにて申し込む 

                  TEL & FAX ･ ０６－３５４－３７４４ （連絡は 23:00迄に） 

    参加費： ２，０００円（１名） 

         （その後の２次会参加費は ３，０００円です） 

        〆 切：  ６月７日まで 先着順 ３０名 

 

■７月１７日／第７回ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ 

        会 場：  大阪自動車学校 

        参加費： ２，５００円  （他プレゼント必要） 

        テ－マ：  �# 『�# 真�# 夏�# の�# パ�# リ�# ダ�# カ�# 』 

        その他： 登録会員へは申込用紙、参加規定、車両レギュレ－ション等を 

         ６月初旬にお届けします。申し込みはその後に受け付けます。 

                  登録会員以外で参加希望の方は事務局へご連絡下さい。 

□その他   

  ◇予約申し込みハガキは１人１件のみで受け付けしてます。ご注意！ 

   ◇ＧＲＡ名札は大切に．イベント参加に欠かせぬ必須アイテムの一つじゃ！ 

 

□その他のイベント 

         ○6/4   KSR 練習会(TOKYO)  ＫＳＲ           GRA事務局ﾍ TEL  

            ○6/26  ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427 

            ○7/3     GRA 特別練習会 

 

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ ) 

   651 神戸市中央区旗塚通り 2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林 裕之 

        自宅 078-241-1747 (FAX兼用 PM 12:00 迄 OK!) 

  

  



                                               ＧＲＡニュ－ス 

 

�# 「�# 錆�# ！�# バ�# イ�# ク�# と�# 腕�# を�# 錆�# さ�# せ�# な�# い�# で�# ！�# 」 

 

梅雨も真最中！ 雨が好きな人って あんましいないよね。 

でも、天気予報の傘マ－クや降水確率を聞いただけで乗る気を無くして 

たらバイクがかわいそう！少し磨いた腕も錆てしまう！ 

今年の梅雨な雨が少ないのだ！だからチャンスがあればどんどんと外に 

走りにいこうヨ！！ 

『真夏のパリダカ』ジムカ－ナパ－ティももう間近。 

その他イベント盛り沢山だ どんどん走り込ろうヨ 

 

■７月３日／ジムカ－ナ特練 

    会場： 日立ドライバ－ズスク－ル 

    予約： 期限はもう間近   希望者はすぐに申し込んで！ 

 

■７月１７日／第７回ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ『真夏のパリダカ』 

    会場： 大阪自動車学校 

    予約： ６月２６日   どんどん皆なを誘って来て下さいネ 

 

■８月７日／第２回ＧＲＡベ－シックジムカ－ナ 

  会場： ＨＳＲプラザ大阪 

  予約： まだだからもう少し待って（７月１８日～７月２８日） 

 

■８月１４・１５日／鈴鹿合宿練習会 

  会場： 鈴鹿サ－キットランド 交通教育センタ－ 

  特徴： 日本で最もハイレベルで設備の整った運転訓練センタ－ 

      好きな貸出し車両を好きなだけ使って、とことん練習する 

      １泊２日のＧＲＡ専用レッスンメニュ－合宿だ 

      みんなここでうまくなった！！（コバ法王もよく参加！） 

    費用： HART会員:２８，０００円  一般:３０，０００円  

    予約は現在受け付け中！  みんな来てみて 

 

�# パ�# －�# テ�# ィ�# 及�# び�# 特�# 練�# の�# 申�# し�# 込�# み�# お�# 早�# め�# に 

 

 

【その他のニュ－ス】 

 ◇ﾊﾞｲｸﾎﾞ-ｲ８月号(7/6発売)に妖怪・小林がジムカ－ナテクニックを解説！ 

  ◇吉田君、無事に退院 

 ◇８／２１開催と案内していた”兵庫県ライディングフェスティバル”は 

  １０月９日に延期されました。 

  ◇6/26 ｼﾞﾑｶ-ﾅﾊﾟ-ﾃｨのﾐｨ-ﾃﾝｸﾞ開催。希望者はどしどし参加下さい。  

 

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ ) 

   651 神戸市中央区旗塚通り 2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林 裕之 

              自宅 078-241-1747 (FAX兼用 PM 12:00 迄 OK!) 
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                                                   ＧＲＡニュ－ス 

  �# 『�# 秋 �# ジ�# ム�# カ�# ー�# ナ�# 天�# 高�# く�# 超�# え�# る�# 季�# 節�# だ�# よ

�# ！�# 』 

 

 ９月のスケジュールも大変多かったけど、いよいよ気温も下がり１０月になる 

 この１０月もまたまた本当にメニュー盛り沢山な季節だ！！！ 

 よ－くこのハガキを見て、どしどしとイベントに出て、ジムカーナの季節に乗り 

 遅れないように充分に気をつけておくれ！！！！ 

 では、イベント会場でお会いしましょう。 

 

■９月２５日／ＴＳＲＡジムカ－ナ大会 

    会 場： 旭自動車学校（愛知県津島市内） 

    参加費： ２，５００円 （保険込み・昼食代別 500円） 

  ※申し込み・お問い合わせはＴＳＲＡ事務局へ TEL 0567-25-8968 

      

■１０月１・２日／鈴鹿特別合宿レッスン 

        会 場： 鈴鹿サーキット内 交通教育センター 

        参加費： ３０，０００円  （HART会員は２８，０００円） 

        テ－マ：  スム－ズに走る 

      【予約期間：  ８／２９～９／８】 

 

 ◇参加予約はハガキに 1.氏名 2.GRA登録 No.  3.住所 4.電話番号 5.希望 

  ｲﾍﾞﾝﾄ名と開催日 6.参加希望ｸﾗｽ(初級､中級､上級) 7.参加車両名と排気量  

  8.ＧＲＡ活動へのﾒｯｾ-ｼﾞ 9.希望するスタッフ名  以上を記入の上、ＧＲＡ 

   事務局宛お申し込み下さい。 

 

■９月１５日／ホンダ主催・入門ジムカ－ナ大会 【運営･企画：�#@Ｇ�#@Ｒ�#@Ａ！】  

    会 場： 法隆寺自動車教習所 （奈良県生駒郡安堵町西安堵４７４） 

    参加費： ３，０００円 （HART会員は 500 円引き） 

    申込先： ホンダ二輪近畿 担当者:新谷さん TEL 06 ｰ 700 ｰ 8600 

    ※ﾍﾞ-ｼｯｸｼﾞﾑｶ-ﾅ用ｺ-ｽ貸出し等で大変お世話になってます。皆な協力してネ！ 

 

■８月２１日／全日本ジムカ－ナ選手権 第７戦（４輪） 

        会 場：  名阪スポ－ツランド （奈良県山辺郡山添村大字切幡） 

    ※ジムカ－ナは４輪ではずっとメジャ－なスポ－ツだ。ここには僕達の未来の 

   為に参考になる事がたくさんある。みんなで勉強に行こう！！詳ｼｸﾊ小林へ 

 

□その他   

  ◇予約申し込みハガキは１人１件のみで受け付けしてます。ご注意！ 

   ◇ＧＲＡ名札は大切に．イベント参加に欠かせぬ必須アイテムの一つじゃ！ 

 

□その他のイベント 

         ○8/21    HGC ｼﾞﾑｶ-ﾅﾚｯｽﾝ      広島ｼﾞﾑｶ-ﾅｸﾗﾌﾞ   082-870-2352 

      ○9/3     KSR 練習会(東京)  ＫＳＲ           GRA事務局ﾍ TEL  

            ○9/11    100％ﾗｲﾄﾞ IN ﾛﾝｸﾞﾋﾞ-ﾁ ｼﾞﾑｶ-ﾅ大会      0466-45-8899 

      ○9/11    都民ｼﾞﾑｶ-ﾅ大会     都民自動車教習所 03-3922-6230 

      ○9/18  ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ･ｵ-ﾄﾊﾞｲ杯 第 3戦(於:埼玉)    03-3232-7500 

            ○9/25  TSRA ｼﾞﾑｶ-ﾅ第 2戦  ＴＳＲＡ         0567-25-8968 

      ○9/25  ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427 

 

 お問い合わせは (TEL ﾏﾀﾊ FAX ｵﾖﾋﾞ ｵﾊｶﾞｷﾆﾃｳｹﾂｹﾏｽ ) 

   651 神戸市中央区旗塚通り 2-2-10  ＧＲＡ事務局   小林 裕之 

        自宅 078-241-1747 (FAX兼用 PM 12:00 迄 OK!) 

       

  


