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　　今年はジムカ－ナＧＰも無事に終ったけど、のんびりしている君！
　　寒くなってもジムカ－ナは盛りだくさん！！
　　みんなで一緒になって、ホットに走ろうヨ�# ！

■１２月１６日／忘年会 （会場：大阪市北区）
　　　参加希望者は　越賀君へ連絡を　TEL & FAX ０７５－３８１－０６０６

■１２月１７日／今年最後のジムカ－ナレッスン　　
　　　  会　場：　日立ドライバ－ズスク－ル（京都府乙訓郡）
        参加費：　３，０００円　【予約期間：１１／２７～１２／７】 

■１月１４日／おしるこ付きジムカ－ナレッスン
        会　場：  日立ドライバ－ズスク－ル
        参加費：  ３，０００円  【予約期間：１２／２４～１／５】

■１月２０・２１日／鈴鹿特別合宿練習会（新春鈴鹿大特訓！！）
        会　場：  鈴鹿サ－キットランド内　交通教育センタ－
        参加費（予定）：３０，０００円　（HART会員は２８，０００円）
        内　容：  車両は総て貸し出し、スラロ－ム（ﾊﾟｲﾛﾝ&ｺ-ｽ）をメインに
                  トライアルかダ－トスラロ－ムを行なうGRA特別メニュ－！
                  新年一番パワ－アップしよう！（１泊４食付き・定員25名）

■１月２８日／おしるこ付きジムカ－ナ特別練習会
        会　場：  日立ドライバ－ズスク－ル
        参加費：  ２，５００円　【予約期間：１／８～１／１８】　

　　レッスン及び特練の参加希望者は　ハガキに　1.氏名　　2.GRA登録No.
　  3.住所  　4.電話番号  5.参加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 　　8.GRAへのﾒｯｾｰｼﾞ　9.希望するｽﾀｯﾌ職名  
　　以上を記入の上お申し込み下さい。予約者多数の場合は参加内容やGRA活動
　　への貢献度によって受理選定します。

※　鈴鹿合宿は参加希望の連絡を、なんらかの手段で事務局へお知らせ下さい。

 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 )
 　　657 神戸市灘区楠丘町6-9-9-201  ＧＲＡ事務局   小林　裕之
      　　　　 自　宅 TEL 078-843-8437　(PM 12:00 迄 OK!)
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  遅めの春が来て、もう５月になったね！  

   ５月は一年の中で、一番過ごしやすい時期だ！ 

  でも、のんびりしていると梅雨がやってくる！！！ 

  さあさあ、今のうちにはしろうよ！！  

 

 

■５月２６日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン 

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

        参加費：  ３，０００円 （保険込み・昼食代別 500円）  

    ※【申し込み期間：５／６～５／１６】 

 

 

 ◇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。（先着順・参加内容に応じて受け付けます） 

  ◇申し込みハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。 

 

 

■５月１１日／ジムカ－ナグランプリ第２戦（香川） 前日練習会 

        会 場： ＨＳＲプラザ坂出 

        主催者： ＫＧＢ    TEL&FAX  ０８７７－２４－１８６５ 

     ※'96ジムカ－ナグランプリ第２戦は香川だ！ 大会当日の予約は終了してい 

    るけど、前日(5/11)の練習会には参加出来る！！  みんなで走ろう！ 

        参加希望者は  ＫＧＢ（事務局：宇野）へ！！ 

 

■６月２２・２３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－ 

     ※ 鈴鹿の優れた施設を使って、２日間走る事だけに専念できるゾ 

        初心者から上級者まで走れる。今回はトライアルもメニュ－にある 

        レベルアップの特効薬だ。 バイクは貸し出し制。 

 

その他のイベント 

■５月１２日／広島ジムカ－ナクラブ・練習会 

    会 場： 広島中央自動車学校 

  ※申込み・お問合わせは 広島ジムカ－ナクラブ事務局へ TEL&FAX 082-233-3052 

 

□５月１９日／ダンロップ杯ジムカ－ナ関東大会・第２戦 

        会 場：  埼玉県大宮市内 

    ※申込み・お問合わせは  ホンダ二輪新宿Ｂ！へ TEL 03-3232-7500 

 

 

   ○5/4     ﾊﾞﾄﾗｯｸｽ杯九州大会  ＨＳＲ九州       096-293-1370 

   ○5/6     ＫＳＲ春期大会 

 

※６月１６日開催予定で準備していた『北陸ＧＰ』は順延となりました。今後に 

 ご期待下さい。 

 

 

 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 ) 

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

                TEL 078-843-8437 (PM 12:00 迄 OK!) 
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　朝夕がめっきりと涼しくなり、体調を崩しやすい季節となっています。
　私も早速風邪をひいてしまって　シ・ン・ド・イ　思いしています。
　健康には充分に気をつけて、残り少ないイベントに元気に参加して下さい。

■１１月１０日／ＧＲＡ特別練習会（略称：特練）
      どんどん走り込める練習・特練も今年あと２回だけ！
      寒くなってしまわない内に走って、タイム指数アップだ！！
        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　（保健込み・昼食代別 500円）　
    ※【申し込み期間：１０／２１～１０／３１】

■１２月１日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン
      今年２回目の寝屋川ドライビングスク－ルでの一般レッスンだ。
　　　いつもと違ったコ－スでの練習もレベルアップには大切だよ！
        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・昼食代別 500円）　
    ※【申し込み期間：１１／１１～１１／２１】

　　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。（先着順・参加内容に応じて受け付けます）
  ◇申し込みハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。

■１１月２４日／ＧＲＡジムカ－ナパ－ティ（秋の平安ＧＰ）
　　　　　　　　　　　　　　　兼・ジムカ－ナグランプリ第６戦（京都ＧＰ）
      お待たせしました！いよいよ秋のジムカ－ナパ－ティがもう間近！！
　　　今回のテ－マカラ－は『紫』で、いにしえの都・平安京をテ－マにした会場装
　　　飾や音楽（？）、そしてコ－スのセクション名やゲ－ム内容、さらには心とき
　　　めくプレゼントや賞品で優雅にまとめてみました。
　　　一日を平安の雰囲気と紫で染まりながら、いつもと少し違ったジムカ－ナを一
　　　緒にゆったりと楽しんでみませんか？
　　　また当日はジムカ－ナＧＰの最終戦も兼ねていて、各クラス共に年間ランキン
　　　グ上位の豪華賞品を狙い、熱い心のバトルがほとばしるエキサイティングな一
　　　日になる確立１００％！
　　　さあ、申し込みを！！！  申し込み方法の分からない人は直接事務局までﾖﾛｼｸ！

■１２月７・８日／ＧＲＡ鈴鹿合宿特別練習会　（鈴鹿特練・'96最終回）
      恒例となっている鈴鹿サ－キットランド内の練習コ－スと車両を使い、ＧＲＡ
　　　独自メニュ－で行なう『ジムカ－ナ短期集中レベルアップ特別コ－ス』です。
　    さあさあ、今年最後のビッグチャンスをものにしよう！！
        会　場：　鈴鹿サ－キットランド内交通教育センタ－
        参加費：　ＨＡＲＴ会員は２８，０００円、一般は３０，０００円　
      ※申し込みは　ＧＲＡ事務局へ　ＴＥＬ、ＦＡＸ　または　おハガキで！

その他イベント
    □１１月１７日／関東ダンロップ杯第５戦
        ※申込み・お問合わせは　ホンダ二輪新宿Ｂ！へ　TEL 03-3232-7500
    □１１月２４日／ホンダﾞ二輪香川ジムカ－ナ大会第４戦
        ※申込み・お問合わせは  ホンダ二輪香川へ    TEL 0878-82-1182
    ■１２月１４日・忘年会 　 そして   ■１２月１５日・特別練習会　ダヨ！
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 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 )
 　　657 神戸市灘区楠丘町6-9-9-201    ＧＲＡ事務局   小林　裕之
   　　      TEL 078-843-8437 (PM 12:00 迄 OK!)    
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　いよいよ今年最後のビッグイベント・『ジムカ－ナパ－ティ』はもう間も無く。
　いろいろと忙しくしていると思うけれど、ジムカ－ナをいろんな形で楽しむ
　ＧＲＡメニュ－は１２月も盛りだくさん！
　年末まで目一杯走って楽しもう！

■１２月１日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン
      今年２回目の寝屋川ドライビングスク－ルでの一般レッスンだ。
　　　いつもと違ったコ－スでの練習もレベルアップには大切だよ！
        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・昼食代別 500円）　
    ※【申し込み期間：１１／１１～１１／２１】申し込み急げ！！

■１２月１５日／ＧＲＡ特別練習会（略称：特練）
      今年最後の特練だ！あの月の輪のコ－スをどんどん走り込んで、今年
　　　最後のタイム指数アップを狙ってみるのも悪くない！
        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　（保健込み・昼食代別 500円）　
　  ※【申し込み期間：１１／２５～１２／５】

■１２月２２日／ＧＲＡジムカ－ナレッスン
      今年最後のまとめのレッスンだ。今回のレッスンテ－マは「心で
      コ－スレコ－ド」。マインドコントロ－ルでレッスンコ－スの自己
　　　記録を更新しよう！！
        会　場：　日立ドライバ－ズスク－ル
        参加費：  ３，０００円（保健込み・昼食代別 500円）
    ※【申し込み期間：１２／２～１２／１２】

　　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。（先着順・参加内容に応じて受け付けます）
  ◇申し込みハガキは、１人１件１枚でお送り下さい。

■１２月７・８日／ＧＲＡ鈴鹿合宿特別練習会　（鈴鹿特練・'96最終回）
      恒例となっている鈴鹿サ－キットランド内の練習コ－スと車両を使い、ＧＲＡ
　　　独自メニュ－で行なう『ジムカ－ナ短期集中レベルアップ特別コ－ス』です。
　    さあさあ、今年最後のビッグチャンスをものにしよう！！
        会　場：　鈴鹿サ－キットランド内交通教育センタ－
        参加費：　ＨＡＲＴ会員は２８，０００円、一般は３０，０００円　
      ※申し込みは　ＧＲＡ事務局へ　ＴＥＬ、ＦＡＸ　または　おハガキで！

■１２月１４日／ＧＲＡ忘年会（１２／１４　PM７：００より）
      今年を締めくくる（？）イベント・忘年会！お楽しみの人、くつろいで話を
　　　したい方、飲み友達を増やしたい人はみんな参加してね。
        申込先：　幹事人・松崎カズマ（ﾔﾏﾌﾞｼ）へ
                    ＴＥＬ・ＦＡＸ　０７２４－２３－６０５０　
        会　費：　男性／４，０００円　　女性／３，５００円（予定金額）　
        申込期限 ：　１２月７日まで

 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 )
 　　657 神戸市灘区楠丘町6-9-9-201    ＧＲＡ事務局   小林　裕之
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