神戸 MG カークラブ
第 175 回 定例ミーティング議事録

■開催日時：2016 年 9 月 10 日 20：00 - 22：00
■開催場所：千里阪急ホテル シャガール
■出席者： 岡野、新家、田近○、永谷、松岡

（アイウエオ順、敬称略、○：議事録作成）

１．会則変更
前回ミーティングで決まったクラブ名称の変更にともなう会則の変更内容を確認した。なお、改訂お
よび施行日は前回ミーティングの 2016 年 7 月 9 日とする。

＜改訂前＞
１．クラブの名称
クラブの和名称を「神戸 M.G.カークラブ」、英名称を「Kobe M.G. Car Club」、略称を「KMGCC」とする。

＜改訂後＞
１．クラブの名称
クラブの和名称を「神戸 MG カークラブ」、英名称を「Kobe MG Car Club」、略称を「KMGCC」とする。
＊改訂点：M.G.のドットを削除した

２．Meet the MG 2017 について
・開催日は 5/13（土）に決定済。企画は、記念品も含めて 9/24（土）の Web＆編集会議で討議する。
・Paul さんの後任の MGCC、Overseas Director の Peter Cook さんご夫妻が参加予定。
・松岡さんより記念品としてオリジナル・ティータオルの提案があり検討する。
＜ティータオルの一例＞

サイズ：約 47×76 cm
素材：綿 100%

３．30 周年記念事業
前回ミーティングでの決定を踏まえ、9 月 24 日の編集会議の際に細部をつめることになった。
最終的には、11 月の定例ミーティングで検討、年内に骨子を決めたい。

４．イベント結果報告
１）早朝ツーリング
コースセッター、松岡さん（初体験）、5 台の参加。
２）ミニチュアデレガンス
１１名が参加。

５．会報
第 86 号構成案（この議事録の最後のページを参照）

６．ホームページ
変更後の会則をアップお願いします（担当：岡野さん）

７．会計
・2016 年の会費未納者、8 名。会計の亀井さんより入金のお願いをして頂く。
・直近の残高：375,776 円

８．会員異動
１）入会予定
山田 雅英（やまだ よしひで）さん、奈良市在住、1967 年 MGB GT、申込書受理（9/10 付け）

９．直近のイベント
１）メンテ講座、BBQ
当初の日程が MG Day と日程が重なったため、日程を 10/22（土）に変更する（前回ミーティングで
決定済）。
会場はネスタリゾ－ト神戸（旧グリーンピア三木）が候補。グランピング（贅沢キャンピング）での宿
泊を検討する。日帰りも可。会場予約（担当：松岡さん）
＊予約できない場合は、11 月 19 日を代替日とする
メンテ講座：SU キャブの構造理解と良くあるトラブルの対処方法、グリスアップなどの基本メンテに
ついて（講師：岡野さん）
＜ミーティング後の追記＞
ネスタリゾート神戸、10 月 22 日に予約済。ただし、宿泊は 3 名 1 室一部屋と、4 名一室 1 部屋しか取
れなかった。日帰りの場合の公共交通機関、三宮行きバスの最終が 19 時 30 分のため、BBQ 開始は
16 時 30 分で予約済。

２）紅葉ツーリング（11 月 19 日）コースセッター未定

３）納会（12 月 29 日）
１０．関連クラブ等のイベント
１）レイクビワミーティング 10 月 2 日（1100 クラブ主催）
於：The Gran Resort 近江舞子
締め切り（9 月 4 日で既に終了）
神戸 MGCC 賞を出す予定（MTMG のワインオープナー＋αの予定（担当：松岡さん）

２）The MG Day in Karuizawa 10 月 15 日
軽井沢 ホテル鹿島の森
締め切り 9 月 18 日
協力団体として参加。神戸 MGCC 賞を出す予定。灘の銘酒の予定（担当：松岡さん）

３）その他
リエゾン クラシックカーフェスティバル 10 月 9 日
締め切り：9 月 20 日

参加費：11,000 円

参加資格：1980 年以前、レプリカ可

問い合わせ：078-857-0055
河内長野クラシックカーフェスティバル 11 月 20 日
締め切り：10 月 21 日

参加費：3,000 円

参加資格：概ね 1974 年以前、国籍不問

問い合わせ：新家さんまで

１１．その他
１）編集会議
9 月 10 日午後に予定していた会報＆Web 編集会議は 9 月 24 日夕方に延期する。17:00 スタートの
予定。会場は梅田界隈で探しており、後日連絡する（担当：大兼さん）

会報「Cream Crackers’」86 号（2016 年 10 月予定）構成案
2016.09.10

■表紙
「愛車とオーナー」シリーズ ：松岡さん

※引き続き写真を募集しています

■内容
○ Chairman’s Voice：松岡さん (受領済み)

○ Event Report
①新緑ツーリング (4/16)························································· 鈴木さん
②Meet the MG 2016 (5/28)··················································· 岡野さん
③早朝ツーリング (7/23)························································· 松岡さん (受領済み)
④ミニュチュアデレガンス (8/21) ········································· 末積さん (受領済み)

○ et cetera
①グリルバッジ ················································································ 西尾さん (受領済み)
②五階級制覇 ·················································································· 西尾さん (受領済み)
③ユーザー車検のすすめ··························································· 西尾さん (受領済み)
④YA/YB クイズ ·············································································· 西尾さん (受領済み)
⑤レーシングスーツ ······································································· 西尾さん (受領済み)
⑥英国自動車産業の概要·························································· 松岡さん (受領済み)
⑦若者の自動車離れ ··································································· 松岡さん (受領済み)
⑧春ピクニック(前夜祭) ································································ 田近さん (受領済み)

○ New Face
①鈴木さん
②牧野さん

○ C.C. FORUM：大兼
①直近のイベント＆ミーティング
②YA/YB クイズの答え

○ From Editor：大兼

以 上

