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パ ー テ ィ開 催 要頂
第 16回 GRAジ ムカーすパーティ・
『かめパ〜』の開催要項は下記の通りです。

●開催要項
(日 )
: 1998年 8月 30日
開 催 日
・―
ー
主 催 者
: GRA(ヅ ムカすライタ スアツシI― ション)
月の輪自動車教習所
:
開催協力
月の輪自動車教習所 (滋 賀県大津市月輪)
開催場所
:
参 加 費
: 2,500円
パーティテーマ : かめパ〜

パーティカラー :
青 (詳 しくは別ページに記載)
プレゼン トテーマ :涼 し<ゆ つた りと過 ごせる品 (詳 しくは別ページに記載)
走行B寺 には安全性に配慮した装備の事。
装備 ・服装
:
(ヘ ルメット、グロープは着用、長袖、長ズボンまたは
プロテクター類を身につけ、くるぶしの露出しないブーツ
またはシュース 指先などの露出しないグロープを走行時
には着用の事)

● 申 し込み方 法
下記の内容をハガキに書いてGRA事 務局宛に郵送して<だ さい。

1.氏 名 2.GRA登 録番号 (初 参力Bの 方は不要です) 3.郵 便番号 &住 所
4.電 話番号 5.参 加イベン ト名 (か めパ〜と記入) 6.参 加車両名
7.希 望スタッフ名 (初 参加の方は記入不要です) 8.パ ーテイヘのメッセージや
意気込みな ど

●申 し込み期限

8月

ヱ 日 (金 )̲〜

8月 20日

(木 )()肖 印有効 )

帥武鍮21憮 ミ
6‑9‑9‑201
躙 町
GRA事 務局
TEL 07 8‑843‑843了
FAX 07 8‑843‑8444(い

(平 日昼間は留守番電話、夜 は 12時 まで可 )

つでも OK!)

● 参 考 資 料 (パ ーテ ィで必要な主な スタッフ名は下記の通 りです。)
会場関連・・ 本部設営係、電気工事係、会場確認係
受付関連・・ 受付係、会計4系 、弁当係、 ゼ ッケ ン係、名本L係 、車検 4系
コース関連・ コース作成係、 コース保全係
1系 、タイム集計係、中間タイム計測係、最高速度計測係、
競技関連・・ タイム計漫」
車両誘導1系 、マー シャル係、
演出関連 ・・ 司会1系 、 PA担 当、解説 D」 係、表彰係、ゲ ーム係、 プレゼ ン ト1系 、会場装飾係、
広報関連 ・・ 撮影係、 リリー ス作成係、 パーテ イ後記作成担当
その他 ・・ 運営統括責任者、 進行担当

D」
「

̀

かめパ〜 つてな に ?
GRA発 足以来 年に 2回 づつ行な つている
GRAジ ムカ ーすパ ーテ ィ"で す。
速さに関係無く誰でも参加 して楽 しめる、

人とオー トバイとジムカーすが好きな人達のお祭りで、
今回で 16回 目の開催となります。
参加する人や運営方法 も日頃のレッスンや練習会と同じ<、 いつものメンバ ーやジ
ムカーナ初参加の人達と一緒に協力しあって運営します。ただ、 いつもと違うのは
みんなで楽 しむ"と いう事を一番の目標にして開催 している事です。
だから、楽 しむ心と気持ちに余裕のある素敵な人が集まるイベ ン トなのです。
そしてパーテ ィでは みんなで楽 しむ"気 持ちを盛 り上げるために、次の 4つ の特
徴ある演出を行な つていますので、楽 しみたい方はどんどん参加 して下さい。

● ジムカ ー す コ ー スが お も しろ い
ジムカーナコースはパーティテーマ (今 回は『かめパ〜』
)に 因んだコース名をつけ、
コース上の各セクシヨンも特徴のある形状と名称で覚えやす<愛 着さえもわきます。
また、コ=ス では最高速度や中FB5タ イムの計測も行ないますので、更に盛り上がります。
!

●パーティカラーがシンポルカラー
ジムカーすパーテ ィでは、パ ーテイ毎に一つの色をパーテ ィカラー として指定 し、
その色を使 つての装飾や服装などの飾り付けを行ない、会場を華やかなイメージに
演出しています。 (パ ーテ イカラーについて、別ペー ジでより詳 し<説 明 してあります)

●ゲームやプ レゼン ト交換会もある
グームやプレゼン ト交換会は、オー トバイで走る楽 しさだけではなく、他の人と
一緒lLな つて遊んだりする楽 しさを味わうために行なつています。特にプレゼン ト
交換会は、新しい出会いのチャンスがつくる他に、たとえ賞品がもらえなかつた人
でも必ず何かがもらえるように !と いう思いを込めて行ないます。
(プ レゼン トとゲームについても、BUペ ージでより詳し<説 明 してあります)

●賞品がいっばい

!

パーテ ィには国内の 2輪 関連の有力企業さまから、協賛品提供 という形でのご協賛
を頂戴 しており、そ してこれらの品々と私達 GRAで 用意 した品をあわせて、賞品
としてパーティ参加者へお渡 ししています。
(ご 協賛会社の一 覧を別 ペー ジに掲載 して あります。ご覧下さい)

追伸 :『 かめパ〜』の名称の由来

テ ーマ カラ ーの 青 "を 元にパ ーテ ィの名称であるパ ーテ ィテ ーマを決め るため、
青 に関係するいろいろな言葉を苦労 しなが ら考えていた時、思いついた言葉が

青がめ "・ 青海がめ "で した。そ して、亀だつたら親 しみも感じ易いので
キ ャラクタ ーにもかめを採用 し、かめとパーテ ィを合わせて作 りあげた言葉
をバ ーテ ィテーマにしたのです。

バーティカラー? プレゼント?
パーテ ィの最も大きな楽 しみの一つです。
そ して みんなで楽 しむ"た めにも必要な事です。
そう、一人で楽 しむだけでは本当の楽 しさはや つて来ません。
ほかの人を楽 しませる出と一体感が、本当の楽 しさを0平 61の です。
ジムカーナパ ーティでは、指定する一つの色で服装や会場 の装飾などの飾 り付けを行ない、
会場を華やかなイメージに演出して います。
ノ1ニ テ ィ用には 10色 の色を順番 に使 つていて、今回のパ ーテ イカラーは 青 "と な つてい
ます。 青"の パ ーテ ィは今回で 2回 目の開催ですが、因みに初回の 青のパ ーテ ィ"の パ
ーテ ィテ ーマは 航海 "で した。そ して、その日は急な風雨で文字通リコースが海のように
な つて しまうエピソー ドもありま したが、さて今回は ?

パ ー テ ィカ ラ ー は 青

:服 装

に 青 色 を

!

「 青」色を含む服装で参加 して下さい。ブルーのGバ ン・Gシ ャツは当然 OK!
青のバンダすを首や腕 に巻くだけでもOK!髪 を青 <染 めて来てもOK!そ のうえ奇抜な
服装でみんなを楽 しませたり、センスの良い服装やオー トバイまでコーデ ィネイ トして
みんなをウットリさせた人には特別賞を用意 しています
前回のパーテイの例をここで紹介しましょう。前回のパーテイテーマは『 ピンペ ンパーティ』
でテーマカラーは「 ピンク」
、キャラクターはベ ンギンという設定で開催 しましたが、全員
集合の記念撮影をすると見事ピンク・ ピンクの群れで した。特に頑張つて賞をもらつた人の
中には、 ピンクのペ ンギンの着ぐるみを自作して着たままで走 つて しまった人や、 ピンクの
パニーガールで応援に来て <れ た人もいたのです。大半の人は こんな奇抜な服装はしません
でしたが、パーテ ィのための服装を準備する9寺 にピンク色の事を何度となく考えていた事と、
一日見たら決して忘れられない彼らの格好とで、参カロした人には一生忘れられない一日にな
つた事は間違いありません。
そして今回のパーテ ィは「青」です。青を身につけて一生の想い出を作りに来て下さい。
お助けグッズ"を サポー トします)
(「 青」を用意できなか つた場合、当日会場内で
!

プ レ ゼ ン ト品 の 選 び 方
プレゼン ト交換会でみんなでプレゼン トしあうのを楽しむために、下記のプレゼン ト条件に
合う内容の品を、楽しみながらB吉 には悩みながら選んで来てください。
プ レゼ ン ト条 件 】
【
その 1・ プレゼン トテーマは「 涼 し<ゆ つた りと過ごせる品」です。
市販価格が 1,500円 位で、その品があると涼 しさを感じて気持ちがゆつたりとな
るのに役立つ品を選んできて下さい。
その 2・ メッセージカー ドにメッセージを書き込んで下さい。
あなたの名前を書く必要はありません。その品をプレゼン トとして選んだ理由とか、
相手の方へのねざらいなどを、ラブレター並にきれいな字で書き込んで下さい。
その 3・ プレゼン トとカー ドをきれいにラッピング
心を込めて選んだ品とメッセージカー ドをまとめてラッピング
してください。
青の包装紙やかめのプリン ト柄の包装だ つたら最高ですね
!

