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皆さん　新年明けましておめでとうございます。
ＧＲＡ発足２年目を迎えた昨年は参加人数も急増し、参加してるみんな
のレベルもどんどんとあがり、いろんな雑誌にも注目され様になる等、
本当に良い一年でした。
そして、今年はもっとジムカ－ナを楽しみ、もっともっとジムカ－ナの
世界を広げ、社会的にモ－タ－スポ－ツの一つとして認められる様に
ＧＲＡの活動内容を充実させ、この日本でジムカ－ナを育てあげる大事
な一年になります。その為には皆さんの積極的な協力が必要になります
が、今年もよろしくお願いします。
今年度の活動内容については後日改めてご連絡致します。

さて、正月太りした体の人、そろそろ引き締めてみませんか？
そう！もちろんジムカ－ナで!!　
今年も岡松さんの尽力とみんなの署名のお蔭で大阪自動車学校のコ－ス
がお借り出来る事が決まり、その上に老中・岡松氏と沼田さんのお蔭で
別の会場もお借り出来て、今月は２回も走れるのです。そしてその上、
なあんと!!おしるこが出ます。疲れて冷えた体におしるこが染みわたる！
期待してね。

　１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）
　
　１月３１日／ジムカ－ナ特別練習会（略称．ｼﾞﾑｶ-ﾅ特練）
　　会場：　日立ドライビングスク－ル（京都府乙訓郡大山崎町
　　　　　　　　鏡田３８／国道171･日立建機工場角ﾉ信号東入ﾙ）
　　参加費：２，５００円の予定（保険込み・昼食代別500円）
 
　◇上記ｲﾍﾞﾝﾄへの参加予約は必要ありません。但し、参加者多数
 　 の場合は参加制限がありますので、受付開始8時30分に大きく
 　 遅れない様にご注意下さい。
　◇印鑑、健康保険証、運転免許証は必ず持参の事。
　◇11月のﾊﾟ-ﾃｨの記事が「ﾚﾃﾞｨ-ｽﾊﾞｲｸ」誌･12月24日発売号,「
 　 U-BIKE」誌･1月7日発売号に､ｼﾞﾑｶ-ﾅの記事がｵ-ﾄﾊﾞｲ誌の2月号.
  　GRAの記事が「ﾗ･ﾓﾄ」誌1月号に掲載されています。必読！
　
 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代表   小林　裕之
 　　　          自宅 078-241-1747　(FAX兼用　PM 12:00 迄 OK!)
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ここのところ冷え込む日が続きましたが、皆さんは風邪なんかをひいて
ませんか？　もうそろそろ４月になります。一年で最も寒い季節はもう
通り過ぎましたヨ！ボヤボヤしていると暖房に慣れきったヤワな体のま
ま梅雨を迎え、カビを生やしたまま暑～い夏がやって来きてしまいますﾖ。
外を走ればきっと今しかない早春の薫りに気付く事でしょう。
さあ、今年もジムカ－ナの季節は始まっています。この一年を思いっき
りワクワクできるよう、一緒に遊びましょう！
さて、いろいろと注目される様になってきたＧＲＡ活動だけど、先に送
っている年間スケジュ－ル表を見てもわかるように、今年は去年よりも
ずっと盛り沢山のイベントがあるので、どんどん参加して楽しんで下さ
い。ただ、レッスンと特別練習会などは今年から予約制を始めたので、
その点は注意して下さいネ。
もっとジムカ－ナを楽しみ、新しいジムカ－ナを育てあげる為には、皆
さんの積極的な協力が必要になりますが、今年もよろしくお願いします。

そして４月のイベントは下記の通り３本立て。おしるこは出ないけれど、
出てきてね。

■４月４日／ジムカ－ナ特別練習会（略称．ｼﾞﾑｶ-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･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3/14～3/28・ﾊｶﾞｷ消印順】
■４月１１日／焼肉ピクニック(ﾂ-ﾘﾝｸﾞ)
    会場：　京都府笠置町　木津川河川敷
    参加費：２，５００円　　　【予約期間3/21～4/4】
           　　 【予約TEL可.GRA事務局ﾏﾀﾊ06-584-6475/越賀(ｺｼｶ)ﾍ】　
■４月１８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）
　                            【予約期間3/28～4/11・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/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　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）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。
　◇ﾊﾞｲｸﾎﾞ-ｲ４月号にＧＲＡレッスンの記事掲載中！　注目・必読！
　◇名古屋の上杉君と大沼さんが３／１４（日）めでたく挙式！！
　◇4/11兵庫県主催ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｸﾆｶﾙｽｸ-ﾙ開催、詳しくは兵庫県各警察署ﾍ
　
 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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桜の季節もとうに過ぎ、ライラックの花も散り、今はつつじの花咲く春
となっていますが、みんな変りはありませんか。
春だというのに、暖かく穏やかな日があまり長く続きませんね。それも
日曜日だというのに雨の日が多く、ついついバイクにも乗ってやる事が
少なくなり勝ちですが、うかうかしているときっと後悔しますよ。
そう！気がつくと紫陽花の花咲く梅雨の季節になっていた、なんてなら
ないようにして下さい。
さて、５月のＧＲＡのイベントは４月に較べると少ないけど、こんな月
にはどんどん他のイベントに参加してみよう。新しい出会いと発見がき
っとある筈。また、連休にロングツ－リングに出る人も多いと思うけど、
道中は充分に注意して無事に帰ってきて下さい。（開出さん、ﾂ-ﾘﾝｸﾞ中
のお便りありがとうございました。）
ＧＲＡでは５月はレッスンだけです。参加希望の方で積極的にスタッフ
参加もしたい方は書き添えて下さい。選考時に優先処理致します。

■５月１６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）
　                            【予約期間4/25～5/9・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/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.希望
　　者は希望するスタッフ名を　　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。
　◇ﾊﾞｲｸﾎﾞ-ｲ６月号(5/7発売)にｼﾞﾑｶ-ﾅ記事が３ﾍﾟ-ｼﾞ掲載開始．必読！
　　妖怪が誌面に登場！
　◇Ｕ-ﾊﾞｲｸ６月号(5/7発売)にＧＲＡｼﾞﾑｶ-ﾅﾚｯｽﾝの記事掲載．必読*2!!
　◆６月１９・２０日開催の鈴鹿サ－キットでの鈴鹿合宿レッスンの
　　予約受け付け中．希望者はお早めに！
　◇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！

□その他のイベント
    ○5/2　 KAZE ﾄﾗｲｶｰﾅ        2輪車安全振興会  03-3797-0787
    ○5/8   KAZE 親子ﾊﾞｲｸｽｸｰﾙ  2輪車安全振興会  03-3797-0787
    ○5/5   KAZE 関東大会第2戦 
    ○5/12  TSRA ｼﾞﾑｶｰﾅ&第2戦  ＴＳＲＡ(上杉ｸﾝ) 0567-25-8968
    ○5/23  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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梅雨開けの季節！　いよいよ夏・夏・夏・夏・夏ですね。
バイクは夏の代名詞の様に言う人もいるが、ホントは一年の内でも一番
乗るのがつらい真夏の渋滞と真夏の日中の練習！なのです。‥‥‥‥
第５回目のＧＲＡジムカ－ナパ－ティも先日無事に開催出来て、参加者
数も１１３名と過去最高で、内容も時間的に苦しい面もあったものの、
参加者全員の運営への積極的な参加もあって、大変に良い想い出の一日
になりました。参加された方々へは重ねてお礼申し上げます。また一緒
に遊びましょう！
さて、今後の主なスケジュ－ルの案内を致しますので、是非積極的に参
加を宜しくお願いします。又、パ－ティ参加者へはパ－ティ後記を後日
写真を添えてお届け致しますのでお楽しみに！

■８月８日／全日本ジムカ－ナ選手権シリ－ズ第６戦（４輪）
　　会場：　名阪スポ－ツランド（奈良、名阪国道２５号・小倉ｲﾝﾀ-降）
　　入場料必要，８／７は公式練習日，
　　…僕達のジムカ－ナに一番近いモ－タ－スポ－ツです。
　　　ライン取り、タイムのまとめ方、スポ－ツとしての熟成度、大会
　　　の運営・進行方法など大変参考になる筈、みんな見に行こう！
　　　詳しくは事務局：小林か越賀ﾏﾃﾞ(06-584-6475)

■８月２２日／兵庫県主催　ライディングフェスティバル（含:ｼﾞﾑｶ-ﾅ）
　　会場：　兵庫県免許試験所（明石市）  参加費：　無料
　  …行政機関が主催で行なう”ジムカ－ナ”大会。
      どんどんと盛んにして定着させる為にも、是非皆の参加が必要だ。
    　初参加希望者は事務局宛にＴＥＬの事．予約が必要！(８／９迄)

■９月１２日／ダンロップ杯入門ジムカ－ナ（企画・運営：ＧＲＡ）
    会場：　鈴鹿サ－キット　ジムカ－ナコ－ス  …詳しくは後日

【その他のニュ－ス】
　◇ﾊﾞｲｸﾎﾞ-ｲ９月号(8/6発売)にｼﾞﾑｶ-ﾅ記事が３ﾍﾟ-ｼﾞ掲載．必読！
　　妖怪・小林が誌面でジムカ－ナテクニックを解説！
    また、先日のジムカ－ナパ－ティの記事も掲載
　◆１０月２・３日開催の鈴鹿サ－キットでの鈴鹿合宿レッスンの予約
　　受け付け中．希望者はお早めに！

□その他のイベント
    ○8/1　 KAZE ﾌﾟﾚｼﾞﾑｶ-ﾅ     2輪車安全振興会  03-3797-0787
    ○8/8   広島ｼﾞﾑｶ-ﾅﾚｯｽﾝ　
    ○8/23  ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427
    ○9/5   KAZE関東大会
　
 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!)
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　　　アスファルトを暑く焦がす恒星の炎の輻射も水蒸気雲に遮られ
　　　ヘルメットの中を降り濡らす発汗作用の堆積も少なく
　　　タイヤにまとわりつく酸化水素の群れが目立った過去１／２の夏
　　　今は出遅れた蝉たちの樹上空高くに青く威張りかえり
　　　握るグロ－ブの指さえ気持ち良いたなびくような残り１／２の夏
　　　どうぞ実りの季節につながる日々となりますように

７月のパ－ティ以来久し振りのＧＲＡイベントがまたあります。９月は特に様々な
イベントがあってどれに出ても満足度が高い！久し振りのレッスンもあるし、今回
初開催のダンロップ杯の大会もある。どうぞ元気な顔をまた見せて下さい。

■９月１９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：バンクについて    【予約期間8/29～9/12・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/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.希望者は希望するスタッフ名を　
　　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。

■９月１２日／ダンロップ杯入門ジムカ－ナ〈運営・企画：ＧＲＡ〉
   　　 会場　：鈴鹿サ－キットランド・ジムカ－ナ場
   　　 参加費：５，０００円  （HART会員は500円OFF）
   　　 申込先：ウィングスポ－ツＲＹＵ(TEL 07442-5-0411) 
□その他のニュ－ス
  ◆１０月２・３日開催の鈴鹿サ－キットでの鈴鹿合宿レッスンの予約受け付け中！
　　希望者はお早めに！
  ◆堀越君が９月１２日めでたく結婚式を！皆さんからも祝福の言葉を！
　◇ﾊﾞｲｸﾎﾞ-ｲ１０月号(9/7発売)にｼﾞﾑｶ-ﾅﾊﾟ-ﾃｨ記事と妖怪ﾗｲﾃｸ最終回が掲載．必読！
　　ﾚﾃﾞｨ-ｽﾊﾞｲｸ１０月号にもﾊﾟ-ﾃｨ記事掲載
　◇本村･仮面ﾗｲﾀﾞ-仕様NS50盗難に！目立ち過ぎて誰も乗れないのに？
  ◇9/11･12のﾂ-ﾘﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟは残念ですが今回は中止とさせて戴きます．
　◇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！

□その他のイベント
  　  ○9/5　 KAZE 関東大会第3戦                  03-5269-2558
　　　○9/5　 KAZE ﾄﾗｲｶｰﾅ        2輪車安全振興会  03-3797-0787
   　 ○9/15  ｽﾎﾟﾗｲﾚｯｽﾝin福山    広島ｼﾞﾑｶ-ﾅｸﾗﾌﾞ   082-854-3998
   　 ○9/23　TSRA ｼﾞﾑｶｰﾅ&第3戦  ＴＳＲＡ(上杉ｸﾝ) 0567-25-8968
   　 ○9/26  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 
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    前線も前線、最前線  雷雨の中、集まった人数１１０名 

    走りに走った青い海  雨のパ－ティは大盛況でした。 

 

  ホント！ あの低く垂れこめた黒い雲 激しく路面に跳ね躍る雨粒 

  そんな中にいたのに 全然雨がいやじゃなかったし、気にならなかった． 

  それ程に、心が一日中ワクワクしてたパ－ティでした！ 

  今までで一番！！ 楽しかった ホント！ 

  また一緒に走ろうネ 

 

■１２月１９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：本番前のマインドコントロ－ルについて  

        【予約期間 11/28～12/12・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/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.希望者は希望するスタッフ名を  

  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。 

 

■１２月４・５日／鈴鹿合宿特別練習会・今年度の最終回 

        会場 ：鈴鹿サ－キット 交通教育センタ－ 

        参加費：３０，０００円（HART会員は 2,000引き）  

    ※少し定員枠に余裕があります。今年最後の鈴鹿、走りたい方はお早めに申し込み 

   を！ 又、ホンダ車に限り持ち込みが可能！ 

 

■１２月１１日／ＧＲＡ’９３忘年会！ 

        会場  ：大阪・梅田        時間 ：PM６：００～ 

        参加費：男性／4,000円， 女性／3,500円 が基本 

    ※詳しくは越賀君へ TEL 06-584-6475 

 

□その他 

   

  ◇今回のパ－ティ後記は２週間以内には届けます。参加した人は絶対に楽しみにして 

    待っているようにナ！ 

 ◇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 

   ○12/26  ﾓﾄﾒｶｼﾞﾑｶｰﾅ         モトメカ         078-575-9427 

      ○12/26   KSR 練習会(TOKYO)  ＫＳＲ           GRA事務局ﾍ TEL  

 

 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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