
春になったら、きっと新しい出会いと楽しみにめぐり会える！
軽くなった体で、ジムカ－ナに出かけよう！ 申し込み受付中

■４月２９日／走行セッティング講習会（第２回）
会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田）
参加費： ２，５００円（昼食持参の事） 受付８：１０～８：３０

初心者の人にも大切なメンテナンスやセッティングを、みんなで一緒になっ
て体験しよう。きっとバイクの事がもっとわかるようになる！！
座学とセッティング走行およびタイム測定あり！【予約不要・時間厳守】

★整備とセッティングに使用する工具類は持参の事。
（ｴｱｹﾞ-ｼﾞとｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁもあれば持ってきてね!)

■５月５日／ベ－シックジムカ－ナ特別練習会
会 場： 寝屋川ドライビングスク－ル（大阪府寝屋川市太秦）
参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円）

☆初心者および初級者対象の練習会です。コ－スをどんどんと走り込んでいく
練習で、あなたも見違えるほどレベルアップします。！【要・予約】
【予約期間： ４／１４～４／２４】

■５月１１日／ＧＲＡ特別練習会（略称：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）
参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円）

走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】
【予約期間： ４／２１～５／１】

■５月１８日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン
会 場： 月の輪自動車教習所（滋賀県大津市月輪）
参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円）

【予約期間： ４／２８～５／８】

■６月１日／ベ－シックジムカ－ナレッスン
会 場： 寝屋川ドライビングスク－ル（大阪府寝屋川市太秦）
参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円）

☆初心者やジムカ－ナ初級者対象のジムカ－ナレッスンです。
ジムカ－ナを一緒に楽しんで、ライディングテクニックを向上させよう。
【予約期間： ５／１２～５／２２】

■６月８日／走行セッティング講座 （第３回）
会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田）
参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円）

☆君のバイクもきちんとセッティングすると、ライディングテクニックもぐん
とうまくなる！！【要・不要】

■６月１５日／ＧＲＡ特別練習会（略称：特練）
会 場： 月の輪自動車教習所（滋賀県大津市月輪）
参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円）

走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】
【予約期間： ５／２６～６／５】

■６月２９日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン
会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田）



レッスンテ－マを設け、レベルに合わせてキメ細かくあなたのライディング
をレッスン！！ 【要・予約】
【予約期間： ６／９～６／１９】

■７月６日／ＧＲＡ特別練習会（略称：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）
参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円）

走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】
【予約期間： ６／１６～６／２６】

◆予約はハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量
8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 9.希望するスタッフ名 以上を記入の上、
ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます)

◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。

■６月２１・２２日／鈴鹿特別合宿レッスン
会 場： 鈴鹿サ－キットランド 交通教育センタ－
参加費： 一般３１，０００円 ＨＡＲＴ会員２９，０００円

あの鈴鹿サ－キットランドのトレ－ニングセンタ－で行うレッスンです。
ＧＲＡ特製のレッスンメニュ－でライディングレベルを一気に向上させる
１泊２日コ－スの特別メニュ－。オンロ－ドの他にトライアルもあり

お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます）
ＧＲＡ事務局 代表 小林 裕之

〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１
TEL 078-843-8437
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       夏には基礎体力が必要だ！  バイクに乗るならなおさら必要だ！ 

       楽しみながら体力がつく、ジムカ－ナに出かけよう！ 申し込み受付中忘れていませんか？？ 

■ ７月２０日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン （ﾃ-ﾏ：アクセルワ－ク）  

       会  場：   日立ドライバ－ズスク－ル （京都府乙訓郡大山崎町 ） 

       参加費：   ３,０００円  （保険込み／昼食費別500円） 

☆ 大好評なあのレッスンがまたある！今回のテ－マはアクセルワ－クです。ライディング 

 を基礎からきちんと見つめ直すレッスンに来てね！ 【予約期間：  ６／３０～７／１０】  
 

■ ８月３日／レディ－スベ－シックジムカ－ナ 

        会 場：   日立ドライバ－ズスク－ル （京都府乙訓郡大山崎町） 

          参加費： ３，０００円 （保険込み／昼食費別500円） 

☆ 女性の為の女性だけで行うジムカ－ナレッスンです。女性なら誰でも参加可能です。 

  ジムカ－ナを一緒に楽しんで、うまくなろう！    【予約期間： ７／２１～７／３１】 
 

■ ８月２４日／走行セッティング講座 

          会  場：  日立ドライバ－ズスク－ル  （京都府乙訓郡大山崎町） 

          参加費：  ２,５００円  

★ 初心者の人にも大切なメンテナンスやセッティングを、みんなで一緒になって体験 

  しよう。きっとバイクの事がもっとわかるようになる！！ 

    座学とセッティング走行およびタイム測定あり！   【予約不要・受付時間厳守】 

     ★整備とセッティングに使用する工具類は持参の事。（ｴｱｹﾞ-ｼﾞとｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁも持参の事！！) 
 

◆予約はハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 

9.希望するスタッフ名 以上を記入の上、 ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

 ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます)  
 

  ■８月９・１０日／鈴鹿特別合宿レッスン   （今回は定員20名） 

          会 場： 鈴鹿サ－キットランド 交通教育センタ－ 

          参加費：  一般３１，０００円  ＨＡＲＴ会員２９，０００円 

        あの鈴鹿サ－キットランドのトレ－ニングセンタ－で行うレッスンです。 ＧＲＡ特製の 

        レッスンメニュ－でライディングレベルを一気に向上させる１泊２日コ－スの特別メニュ－。 

        オンロ－ドの他にトライアルもあり 

  ■８月１６日／ジムカ－ナグランプリ第２戦／長野ＧＰ 

          会 場： アルピコ自動車学校中央 （長野県塩尻市内） 

          参加費： ３，０００円（保険費用含む） 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 るジムカ－ナグランプリの第２戦は長野です。みんな長野で会いましょう！！ 

■ ８月３１日／ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ （第１４回） 

          会 場： 月の輪自動車教習所（滋賀県大津市月輪） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

☆ 一日をバイクとジムカ－ナで遊んで楽しめるパ－ティ感覚のイベントです。 

詳しくは後日案内を送ります。来てね！ 

 
 

 

           お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

                ＧＲＡ事務局  代表 小林 裕之 

                   〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１ 

               TEL 078-843-8437        
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          夏には基礎体力が必要だ！  バイクに乗るならなおさら必要だ！ 

          楽しみながら体力がつく、ジムカ－ナに出かけよう！ 申し込み受付中 

 

  ■９月１４日／ベ－シック特別練習会 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

     初心者および初級者対象の練習会。走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】 

                                 【予約期間： ８／２５～９／４】 

 

■ ９月２１日／走行セッティング講座 

         会  場：  日立ドライバ－ズスク－ル  （京都府乙訓郡大山崎町） 

         参加費：  ２,５００円  

★ 初心者の人にも大切なメンテナンスやセッティングを、みんなで一緒になって体験しよう。 

  きっとバイクの事がもっとわかるようになる！！ 

    座学とセッティング走行およびタイム測定あり！【予約不要・受付時間厳守】 

    ★整備とセッティングに使用する工具類は持参の事。 

        （ｴｱｹﾞ-ｼﾞとｽﾄｯﾌ゚ ｳｫｯﾁもあれば持ってきてね!) 

 

  ■８月３日／レディ－スベ－シックジムカ－ナ 

        会 場：   日立ドライバ－ズスク－ル （京都府乙訓郡大山崎町） 

          参加費： ３，０００円 （保険込み／昼食費別500円） 

   ☆女性の初心者やジムカ－ナ初級者対象のジムカ－ナレッスンです。 

    ジムカ－ナを一緒に楽しんで、ライディングテクニックを向上させよう。 

       【予約期間： ７／２１～７／３１】 

 

  ■８月９・１０日／鈴鹿特別合宿レッスン 

          会 場： 鈴鹿サ－キットランド 交通教育センタ－ 

          参加費：  一般３１，０００円  ＨＡＲＴ会員２９，０００円 

        あの鈴鹿サ－キットランドのトレ－ニングセンタ－で行うレッスンです。 

        ＧＲＡ特製のレッスンメニュ－でライディングレベルを一気に向上させる 

        １泊２日コ－スの特別メニュ－。オンロ－ドの他にトライアルもあり 

 

  ■８月１６日／ジムカ－ナグランプリ第２戦／長野ＧＰ 

          会 場： アルピコ自動車学校中央 （長野県塩尻市内） 

          参加費： ３，０００円（保険費用含む） 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

ルジムカ－ナグランプリの第２戦は長野です。みんな長野で会いましょう！！ 

 

■ ８月３１日／ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ （第１４回） 

          会 場： 月の輪自動車教習所（滋賀県大津市月輪） 

 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

☆ 一日をバイクとジムカ－ナで遊んで楽しめるパ－ティ感覚のイベントです。 

初心者からベテランまで必ず入賞や表彰のチャンスがあり、それ以外にも思い出をたくさん 

残せます。詳しくは事務局宛までお問い合わせを！【要・予約】 

       【予約期間： ７／２１～８／１４】 

 

◆予約はハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量 

    8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 9.希望するスタッフ名 以上を記入の上、 
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      ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。 

 

 

           お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

                ＧＲＡ事務局     〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１ 

                               TEL 078-843-8437     
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                西に東に  全国 夏本番 ！   今月も元気に走ろう 

 

 ■８月２４日／走行セッティング講座 

         会  場：  日立ドライバ－ズスク－ル （京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

         参加費：  ２,５００円  

★ 初心者の人にも大切なメンテナンスやセッティングを、一緒になって体験しよう。 きっと 

バイクの事がもっとわかるようになる！！ 座学とセッティング走行およびタイム測定あり！ 

      ★整備とセッティングに使用する工具類は持参の事。   【予約不要・受付時間厳守】 

             （ｴｱｹﾞ-ｼﾞ・ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁも持参の事！!)   

      

 ■９月１４日／ベ－シック特別練習会 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

     初心者および初級者対象の練習会。走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】 

                                  【予約期間： ８／２５～９／４】 

 

◆予約は ハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ  

7. 希望するスタッフ名 以上を記入の上、 ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

 

  ■９月１４日／ジムカ－ナグランプリ第３戦／広島ＧＰ 

          会 場： 広島中央自動車学校 （広島県広島市内） 

          参加費： ３，０００円（昼食代込み） 

          申込先：  広島ジムカ－ナクラブ   tel  ０８２－８７２－３７３２  

  

 ■９月２８日／ジムカ－ナグランプリ第４戦／九州ＧＰ 

       会  場：  久留米市交通公園（福岡県久留米市内） 

       参加費：  ３,０００円（保険費用込み） 昼食別 ５００円 

       申込先：  チ－ムコスモス   tel  ０９２－７１２－１８０５ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 るジムカ－ナグランプリです。 

 

長野ＧＰ 迫る！ 8月１６日 ・・  申込は 大至急  

                                    TEL ＆ FAX …  ０２６３－３９－２２６７    

ジャングルジムカ－ナ （第14回ｼﾞﾑｶ-ﾅﾊﾟ-ﾃｨ） も 間近！ 

 

           お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

                ＧＲＡ事務局     〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１ 

                               TEL 078-843-8437       
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 ■９月１４日／ベ－シック特別練習会 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

     初心者および初級者対象の練習会。走り込んでテクニックレベルを向上！！【要・予約】 

                                  【予約期間： ８／２５～９／４】 

  

■９月２１日／走行セッティング講座 

         会  場：  月の輪自動車教習所  （滋賀県大津市月輪） 

         参加費：  ２,５００円  

★ 初心者の人にも大切なメンテナンスやセッティングを、みんなで一緒になって体験しよう。 

  きっとバイクの事がもっとわかるようになる！！ 

    座学とセッティング走行およびタイム測定あり！【予約不要・受付時間厳守】 

    ★整備とセッティングに使用する工具類は持参の事。 

        （ｴｱｹﾞ-ｼﾞとｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁもあれば持ってきてね!) 

 

■１０月１２日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

         会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

           参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円） 

☆ レッスンテ－マを設け、レベルに合わせてキメ細かくあなたのライディング  

 をレッスン！！           【要・予約】 

       【予約期間： ９／２２～１０／２】 

 

◆予約はハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量 

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

      ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。 

 

 

  ■９月１４日／ジムカ－ナグランプリ第３戦／広島ＧＰ 

          会 場： 広島中央自動車学校 （広島県広島市内） 

          参加費： ３，０００円（昼食代込み） 

          申込先：  広島ジムカ－ナクラブ   tel  ０８２－８７２－３７３２  

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 ルジムカ－ナグランプリの第３戦は広島です。 

  

 ■９月２８日／ジムカ－ナグランプリ第４戦／九州ＧＰ 

       会  場：  久留米市交通公園（福岡県久留米市内） 

       参加費：  ３,０００円（保険費用込み） 昼食別 ５００円 

       申込先：  チ－ムコスモス   tel  ０９２－７１２－１８０５ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 ルジムカ－ナグランプリの第４戦は福岡です。 

  

■１０月２６日／ジムカ－ナグランプリ第５戦／愛知ＧＰ 

          会 場： 旭自動車学校（愛知県津島市内） 

          参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円） 

          申込先：  ＴＳＲＡ    tel   ０５６７－２５－８９６８ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 



 -  - 

 

2 

 ルジムカ－ナグランプリの第５戦は愛知です。 

 

           お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

                ＧＲＡ事務局     〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１ 

                               TEL 078-843-8437      
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           エンジンの熱気も 心地よい季節だ ！   今月も元気に走ろう 

 

 ■１０月１２日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

         会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

           参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円） 

☆ レッスンテ－マを設け、レベルに合わせてキメ細かくあなたのライディング  

をレッスン！！   【要・予約】       【予約期間： ９／２２～１０／２】 

 ■１０月１９日／トライアスジムカ－ナ 

         会  場：  月の輪自動車教習所  （滋賀県大津市月輪） 

         参加費：  ２,５００円  

★ ジムカ－ナのおもしろさが目一杯味わえるイベント。超低速コ－スから高速コ－スまで全く 

 味付けの異なる３つのコ－スを、それぞれ２ヒ－トづつ走行。得意なコ－スと不得意な 

 コ－スが手に取るようにわかる。上達した人には特別賞あり！！！                                    

                 【要・予約】       【予約期間： ９／２９～１０／９】 

 ■１１月２日／ベ－シックジムカ－ナ 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別500円） 

★ 初心者および初級者対象のレッスン。参加者のレベルに合わせて優しく指導。街中のＵタ－ン 

 にも自信を、バイクに慣れてない人には楽しさを持って帰ってもらいます。 

                      【要・予約】     【予約期間： １０／１３～１０／２３】 

 

◆予約は ハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ  

7. 希望するスタッフ名 以上を記入の上、 ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

 

  ■９月２８日／ジムカ－ナグランプリ第４戦／九州ＧＰ 

       会  場：  久留米市交通公園（福岡県久留米市内） 

       参加費：  ３,０００円（保険費用込み） 昼食別 ５００円 

       申込先：  チ－ムコスモス   tel  ０９２－７１２－１８０５ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 るジムカ－ナグランプリです。 

■１０月２６日／ジムカ－ナグランプリ第５戦／愛知ＧＰ 

          会 場： 旭自動車学校（愛知県津島市内） 

          参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円） 

          申込先：  ＴＳＲＡ    tel   ０５６７－２５－８９６８ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深め 

 るジムカ－ナグランプリの第５戦は愛知です。 

 

※九州ＧＰ 迫る！ ９月２８日 ・・  申込は 大至急  

※ ９／２１開催予定の[走行ｾｯﾃｨﾝｸﾞ講座]は中止となり、その代替として１０／１９に[トライアス 

   ジムカ－ナ]   を開催致します。 

           お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

                ＧＲＡ事務局     〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１ 

                               TEL 078-843-8437      
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秋 ・ 秋 ・ あき！ 
今乗らないで、いつ乗る？  ジムカ－ナの季節！！ 

 

■１０月１９日／トライアスジムカ－ナ 

        会  場：  月の輪自動車教習所  （滋賀県大津市月輪） 

          参加費：  ２,５００円  保険込み／昼食費別 500円） 

★ ジムカ－ナのおもしろさが目一杯味わえるイベント。超低速コ－スから高速コ－スまで全く味付けの異なる 

３つのコ－スを、それぞれ２ヒ－トずつ走行。得意なコ－スと不得意なコ－スが手に取るようにわかる。 

最も上達した人には特製シティバックが賞品に！！  【要・予約】       【予約期間： ９／２９～１０／９】 

■１１月２日／ベ－シックジムカ－ナ 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別 500円） 

★ 初心者および初級者対象のレッスン。参加者のレベルに合わせて優しく指導。街中のＵタ－ンにも自信を、 

 バイクに慣れてない人には楽しさを持って帰ってもらえます。 

                                                 【要・予約】     【予約期間： １０／１３～１０／２３】 

■１１月１６日／ＧＲＡ特別練習会 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別 500円） 

★ 目一杯走って走って走り込んで、どんどんとうまくなろうヨ！！ 

                                               【要・予約】      【予約期間： １０／２７～１１／７】 

■１１月２３日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費：  ３,０００円（保険込み／昼食費別 500円） （テ－マはコ－ナリング） 

☆ レッスンテ－マを設け、レベルに合わせてキメ細かくあなたのライディングをレッスン！！                    

                                          【要・予約】      【予約期間： １１／３～１１／１３】 
         

◆ 予約は ハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 9.希望するスタッフ名 以上を必ず記入の上、

   ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

    

■１０月２６日／ジムカ－ナグランプリ第５戦／愛知ＧＰ 

          会 場： 旭自動車学校（愛知県津島市内） 

          参加費： ３，０００円（保険込み／昼食費別500円） 

          申込先：  ＴＳＲＡ    tel   ０５６７－２５－８９６８ 

★ 全国を転戦してシリ－ズポイントを争うと共に、ジムカ－ナライダ－の親睦と友好を深めるジムカ－ナグランプリ 

   の第５戦は愛知です。 

 ■１１月３０日／ジムカ－ナグランプリ最終戦／琵琶湖ＧＰ 

       会  場：  月の輪自動車教習所 （滋賀県大津市月輪） 

       参加費：  ３,０００円（保険費用込み） 昼食別 ５００円 

       申込先：  ＧＲＡ事務局 

 ‘97ジムカ－ナグランプリもいよいよ最終戦だ！全国から仲間がたくさん集まる！！今年最後のビッグイベント 

 で みんなも楽しもう！！ 

  

    お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

       ＧＲＡ事務局   〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１    TEL 078-843-8437    

タイム指数が小さい者は走りのリ－ダ－、 参加回数の多い者は運営のリ－ダ－に！ 
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秋ふかし  隣は何に乗る人ぞ 
バイクは違っても  ジムカ－ナの楽しさは変わらない！！ 

  

■１１月１６日／ＧＲＡ特別練習会 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費： ２，５００円（保険込み／昼食費別 500円） 

★ 一人づつドキドキしながら走るのが基本のジムカ－ナだけど、みんなと一緒にワクワクしながら走るのもとても

楽しい！！ 初心者もインストラクタ－付きで楽しめる。 さあ！目一杯走り込んで、どんどんうまくなろう！ 

 予約・急いで！！        【要・予約】      【予約期間： １０／２７～１１／７】（消印有効）  

■１１月２３日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費：  ３,０００円（保険込み／昼食費別 500円） （レッスンテ－マはコ－ナリング） 

☆ 今、とても人気の高いのがこのレッスンだ！ ライディングテクニック別のレッスンテ－マを設定し、座学と実走

行レッスンを通じてあなたのライディングもレベルアップ確実！！ 

 初心者・初級者も大歓迎！        【要・予約】      【予約期間： １１／３～１１／１３】（消印有効） 
 

■１２月６・７日／鈴鹿特別合宿レッスン  （今回は定員20名） 

          会 場： 鈴鹿サ－キットランド 交通教育センタ－ 

          参加費：  ＨＡＲＴ会員 ２９，０００円      一般 ３１，０００円  

★ ジムカ－ナ走行をたっぷり満喫できる２日間。あの鈴鹿サ－キットランドのトレ－ニングセンタ－で行うレッス

ンで、貸し出し車輌でＧＲＡ特別メニュ－でライディングレベルを向上。スラロ－ムコ－ス走行は合計約９時間。

体験トライアルもあり。（中・上級者向け）【要・予約】 【予約期間： １１／３～１１／２５】（消印有効） 

 

■１２月１４日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

       ★内容は１１／２３開催のレッスンと同様    【要・予約】  【予約期間： １１／２５～１２／４】（消印有効） 

  

◆ 予約は ハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 9.希望するスタッフ名 以上を必ず記入の上、

   ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

    

■１１月３０日／ジムカ－ナグランプリ最終戦／琵琶湖ＧＰ 

       会  場：  月の輪自動車教習所 （滋賀県大津市月輪） 

       参加費：  ３,０００円（保険費用込み） 昼食別 ５００円 

       申込先：  ＧＲＡ事務局   （上記の予約方法と同様にハガキでお申し込み下さい） 

★ たくさんの仲間と出会えた‘97ジムカ－ナグランプリもいよいよ最終戦だ！ その仲間が全国から集まってくれる今

年最後のビッグイベント（沖縄からも参加予定！）  みんなで晩秋の一日を楽しもう！ 

 過去１年以内にグランプリへの参加実績がある方へは、後日詳しい案内をお届けします。 

                                         【要・予約】  【予約期間： １１／１０～１１／２０】（消印有効） 

その他イベントのご案内 

         １１／９       コスモス 練習会                       チ－ム コスモス      TEL０９２－８４６－７３３３ 

         １１／１６     ダンロップ杯 関東大会 最終戦          ホンダ二輪新宿Ｂ！   TEL０３－３２３２－７５００ 

         １１／２４     ＨＧＣ ジムカ－ナカ－ニバル            ＨＧＣ              TEL０８２－８７２－３７３２ 

         １２／７       ＴＳＲＡ 東海ジムカ－ナ 第４戦         ＴＳＲＡ            TEL０５６７－２５－８９６８ 

 

    お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

       ＧＲＡ事務局   〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１    TEL 078-843-8437    

GRAは参加者全員での運営が基本です。  運営にも積極的に参加される方を歓迎します！ 
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クリスマス サンタにバイクをプレゼント 
誰でもバイクを楽しめるスポ－ツ  それがジムカ－ナ ！！ 

 

■１２月１４日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

          会 場： 日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町鏡田） 

          参加費：  ３,０００円（保険込み／昼食費別 500円） （レッスンテ－マはハンドル操作） 

☆ 今、とても人気の高くて申し込み者が多いのがこのレッスンだ！ ライディングテクニック別のレッスンテ－マを

設定し、座学と実走行レッスンを通じてあなたのライディングもレベルアップ確実！！ 

初心者・初級者も大歓迎！ 【要・予約】      【予約期間： １１／２４～１２／４】（当日消印有効） 

 

■１２月２１日／ＧＲＡ特別練習会 （略称：特練） 

        会  場：  月の輪自動車教習所  （滋賀県大津市月輪） 

          参加費：  ２,５００円  保険込み／昼食費別 500円） 

★ ジムカ－ナの醍醐味が十分に味わえる練習会。テクニックレベル毎にグル－プに分かれて、練習コ－スを連なっ

て一緒に走り込む練習。他の人の走りと比べる事ができるので、自分の得意なところと不得意なところがすぐに

わかり、上達のきっかけが掴める練習会。初心者および初級者には、インストラクタ－がやさしく指導！ 

     【要・予約】       【予約期間： １２／１ ～ １２／１１】（当日消印有効） 
  

◆ 予約は ハガキに 1.氏名 2.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） 7.参加車両と排気量  8.ＧＲＡ活動へのメッセ－ジ 9.希望するスタッフ名 以上を必ず記入の上、

   ＧＲＡ事務局宛に申し込み下さい。 

    ◇申込ハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。(先着順・参加内容に応じて受付けます) 

    

■１２月１３日／ＧＲＡ年末恒例 特別（？）忘年会 

       会  場：  大阪市北区・梅田  

       参加費：  男性４,０００円． 女性 ３，５００円  （不足分については ワリカン精算） 

       申込先：  ＧＲＡ事務局  または 幹事 ・ 長田 満彦  へ  ＴＥＬ または ＦＡＸ で 大至急 

                       長田 満彦  TEL・FAX  ０７８－４５３－７８３５ 

★ 毎年数々 のドラマを生むこの忘年会 に興味のある方は、申し込み期限が１２月６日になっていますので、   問

い合わせおよび予約は上記の 名幹事・長田 まで ご連絡下さい。 

 

その他イベントのご案内 

         １２／７       ＴＳＲＡ 東海ジムカ－ナ 第４戦         ＴＳＲＡ            TEL０５６７－２５－８９６８ 

 

■  １９９８年１・２月度のイベントスケジュ－ルは、決定次第このＧＲＡニュ－スでご案内します。 

■  １９９８年度の年間スケジュ－ル表は、来年２月下旬にお届けの予定です。 

  

    お問い合わせは（電話･ＦＡＸまたはお葉書で受け付けます） 

       ＧＲＡ事務局   〒657 神戸市灘区楠丘町６－９－９－２０１    TEL 078-843-8437     

 

タイム指数がまだまだ大きいと思っている キミ！ どんどんイベントに出よう！！ 

奨学アメのもらえるチャンスがいっぱいだ！！！ 


