
【別紙２】

9月5日
10：00～17：00

(土) マイカー点検フェア イン 札幌
アリオ札幌内　ハーベストコート
（札幌市東区北7条東9丁目2番20号）

札幌地方自動車整備振興会 【☎011-751-1411】

9月27日
10：00～

(日) 2015クルマふれ愛感謝デー
函館運輸支局構内トラック協会・自販連駐車場
（函館市西桔梗町555番地24）

函館地方自動車整備振興会 【☎0138-49-1411】

10月6日
15：00～16：30

(火) 自動車点検整備推進キャンペーン
イオン北見
（北見市北進町1丁目1-1）

北見地方自動車整備振興会 【☎0157-24-4544】

9月12日・13日
9:00～17：00

(土～日) 中古車フェア
国道39号線　ヤマダ電機前空き地
（旭川市大雪通2丁目17）

旭川地方自動車整備振興会 【☎0166-51-2157】

宮城県
10月9日

14：00～15：30
(金) 平成27年度マイカー無料点検 調整中 宮城県自動車整備振興会 【☎022-236-3322】

10月3日
10：00～16：00

(土)

10月4日
10：00～15：00

(日)

岩手県
9月12日・13日

9：30～
(土・日) ＩＢＣまつり2015

岩手産業文化センターアピオ
（滝沢市滝沢砂込389-20）

岩手県自動車整備振興会 【☎019-637-2882】

青森県
9月6日
10：00～

(日) 自動車点検ふれあいフェスティバル2015
青森運輸支局構内
（青森市大字浜田字豊田139-13）

青森県自動車整備振興会 【☎017-739-1801】

山形県
10月24日・25日
10：00～15：30

(土・日) マイカー無料点検フェスティバル2015
山形ビッグウイング
（山形市平久保100）

山形県自動車整備振興会 【☎023-686-4832】

9月5日・6日
10：00～16：00

(土・日)
第15回あきたエコ＆
　　　リサイクルフェスティバル

秋田駅前「アゴラ広場」
（秋田市中通2丁目6-1）

10月17日
10：00～15：00

(土)
自動車のかがく＆人とクルマのふれあい
フェア

秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市東通仲町4-1）

9月26日
10：00～16：00

(土) 　自動車ふれあい祭り
新潟県自動車整備振興会長岡支所
（長岡市摂田屋町外川2697）

9月27日
13：30～15：00

(日)
　平成27年度マイカー点検教室
　（昭和の車大集合）

阿賀野市役所笹神支所駐車場
（阿賀野市山崎77）

10月3日
13：30～16：00

(土) 　平成27年度マイカー点検教室
新潟県自動車整備教育会館
（新潟市中央区東出来島12-6）

10月20日
10：00～15：00

(火) 　自動車ふれあい相談所
上越ショッピングセンター　アコーレ
（上越市富岡3458）

長野県
9月26日

10：00～15：00
(土) クルマと人のふれあいフェア

西友須坂店
（須坂市大字須坂字金井原1539-1）

長野県自動車整備振興会 【☎026-243-4839】

10月4日
9：00～15：00

(日) セーフティcarにばる石川2015
石川県産業展示館3号館
（金沢市袋畠町南193）

10月11日
9：00～16：00

(日) 小松どんどんまつり
小松どんどんまつり会場
（ＪＲ小松駅前周辺）

富山県
9月5日

10：00～16：00
(土) 第33回自動車なんでも無料相談

「アピア」ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1Ｆ中央催事場
（富山市稲荷元町2丁目11－1）

富山県自動車整備振興会 【☎076-425-0882】

10月3日・4日 (土・日) すみだまつり 錦糸公園

10月10日 (土) みなと区民まつり 芝公園(増上寺)

10月10日・11日 (土・日) 足立区民まつり　A-FESTA2015 荒川河川敷

10月10日・11日 (土・日) 中野フェスタ 中野四季の森公園

10月11日 (日) 江戸川区民まつり 篠崎公園

10月16日～18日(金・土・日) 葛飾産業フェア 葛飾テクノプラザ

10月17日・18日 (土・日) 江東区民まつり 木場公園

10月17日・18日 (土・日) 板橋区民まつり 板橋第一中学校

10月17日 (土) 市民まつり 小金井公園

10月18日 (日) 練馬まつり 豊島園

10月18日 (日) 市民まつり 清瀬駅北口　けやき通り

10月24日 (土) 技能祭 多摩職業能力開発センター

10月24日・25日 (土・日) いなぎ市民まつり 稲城中央公園

10月31日・1日 (土・日) 武蔵村山デェダラ祭り 真如苑プロジェクト用地

10月31日・1日 (土・日) 東やまと産業祭り 中小企業大学校東京光

10月31日・1日 (土・日) 青梅産業観光まつり 青梅永山公園

神奈川県
9月12日・13日
10：00～17：00

(土・日) マイカーステーション2015
新都市プラザ
（横浜新都市ビル地下2階）

神奈川県自動車整備振興会 【☎045-934-2311】

埼玉県
10月25日

10：00～14：00
(日) 自動車点検まつり

埼玉運輸支局
（さいたま市西区大字中釘2154-2）

埼玉県自動車整備振興会 【☎048-624-1221】

群馬県
9月5日

10：00～15：00
(土)

自動車点検整備推進デー
（てんけんまつり）

群馬運輸支局構内
（前橋市上泉町399-1）

群馬県自動車整備振興会 【☎027-261-0221】

千葉県
10月3日

10：00～15：00
(土) 自動車点検フェスティバル2015

イオンモール船橋（ドクターランド前駐車場）
（船橋市山手1-1-8）

千葉県自動車整備振興会 【☎043-241-7254】

平成２７年度点検整備推進関係イベント開催予定【９月～１０月開催分】

問合せ

※実施日・会場等は予告なく変更する場合がございます。
　詳細につきましては自動車整備振興会にお問い合わせ下さい。

都道府県

秋田県自動車整備振興会

石川県

東京都

【☎076-291-2001】

開催予定日 会場名

北海道

イベント名

新潟県

福島県
四季の里「秋まつり2015」
（くるまの点検フェア）

『四季の里』
（福島市荒井字上鷺西1番地の１）

福島県自動車整備振興会 【☎024-546-3451】

東京都自動車整備振興会

【☎018-823-6546】

新潟県自動車整備振興会

【☎03-5365-2311】

石川県自動車整備振興会

【☎025-285-2301】

秋田県
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問合せ都道府県 開催予定日 会場名イベント名

栃木県
10月3日

9：30～16：00
(土) エコ・もりフェア2015

栃木県子ども総合科学館
（宇都宮市西川田町567）

栃木県自動車整備振興会 【☎028-659-4370】

山梨県
9月19日

10：00～16：00
(土) 自動車点検整備推進デー

イトーヨーカドー甲府昭和店　駐車場
（中巨摩郡昭和町西条13-1）

山梨県自動車整備振興会 【☎055-262-4422】

9月27日
10：00～15：00

(日)
北支部
点検整備促進啓発活動

あいち自動車学校（ふれあい交通博）
（名古屋市北区成願寺1−6−50）

10月10日
10：00～16：00

(土)
犬山支部
点検整備促進啓発活動

犬山市南部公民館（犬山市産業振興祭）
（犬山市羽黒摺墨11）

10月10日・11日
11：00～15：00

(土・日)
蟹江支部
点検整備促進啓発活動

蟹江町役場（蟹江町民まつり）
（海部郡蟹江町学戸3丁目1）

10月11日
10：00～14：00

(日)
緑支部
点検整備促進啓発活動

庄内緑地公園（区民まつり）
（名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527）

10月18日
10：00～15：00

(日)
北支部
点検整備促進啓発活動

北区役所（きた・きたフェスタ）
（名古屋市北区清水四丁目17番1号）

10月18日
10：00～16：00

(日)
豊橋支部
点検整備促進啓発活動

児童遊園地内（豊橋まつり）
（豊橋市今橋町3）

10月24日
12：30～14：00

(土)
中村支部
点検整備促進啓発活動

中村公園（中村区民まつり）
（名古屋市中村区中村町木下屋敷）

10月24日
10：00～16：00

(土)
稲沢支部
点検整備促進啓発活動

稲沢市勤労福祉会館（福祉まつり）
（稲沢市朝府町5‐1）

10月25日
10：00～15：00

(日)
渥美支部
点検整備促進啓発活動

田原市文化会館（田原市民まつり）
（田原市田原町汐見5番地）

10月25日
10：00～15：00

(日)
中川支部
点検整備促進啓発活動

富田公園（区民まつり）
（名古屋市中川区富田町大字春田川原割）

9月26日
10：00～15：00

(土) マイカー無料点検
アピタ掛川店
（掛川市大池2826番地）

10月17日
10：00～17：00

(土)

10月18日
10：00～16：00

(日)

9月12日・13日
10：00～15：00

(土・日)
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「古今伝授の里やまと」

道の駅「古今伝授の里やまと」
（郡上市大和町剣164）

9月26日
9：30～11：00

(土)
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「そばの郷らっせいみさと」

道の駅「そばの郷らっせいみさと」
（恵那市三郷町佐々良木1461-1）

9月26日
13：30～15：00

(土)
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」

道の駅「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」
（恵那市上矢作町3566-1）

10月3日
10：00～16：00

(土) マイカー点検キャンペーンinアピタ北方店
アピタ北方店
（本巣市北方町平成二丁目3番地）

10月17日・18日
10：00～16：00

(土・日)
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「美濃白川ピアチェーレ」

道の駅「美濃白川ピアチェーレ」
（加茂郡白河町河東）

10月24日
10：00～16：00

(土)
マイカー点検キャンペーンin道の駅
「池田温泉」

道の駅「池田温泉」
（揖斐郡池田町片山1953-1）

10月31日
10：00～16：00

(土)
マイカー点検キャンペーン
inアピタ美濃加茂店

アピタ美濃加茂店
（美濃加茂市野笹町2丁目5番65号）

カネスエ東員店
（員弁郡東員町大字山田2930-1）

イオンモール鈴鹿
（鈴鹿市庄野羽山4-1-2）

亀山エコー
（亀山市東御幸町222）

イオン津店
（津市桜橋3-446）

イオン久居店
（津市久居明神町2660）

松阪ショッピングセンターマーム
（松阪市船江町1392-3）

イオンタウン伊勢ショッピングセンター
ララパーク（伊勢市小木町538）

アピタ伊賀上野店
（伊賀市服部町1788）

スーパーセンターオークワ名張店
（名張市夏見251-1）

主婦の店　せぎやま店
（尾鷲市瀬木山町11-57）

主婦の店　熊野店
（熊野市有馬町5280）

10月3日
10：00～16：00

(土)
スーパーサンシ　こもの繁盛店
（三重郡菰野町宿野363）

福井県
10月24日

9：30～16：00
(土) エコ100kmチャレンジ＆マイカー点検

ニューサンピア敦賀
（敦賀市呉羽町2番地）

福井県自動車整備振興会 【☎0776-34-3434】

大阪府
10月31日

13：00～16：00
(土) エコ運転術＆マイカー点検教室

大阪府自動車整備振興会
（大阪市住之江区南港東3-5-6）

大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

9月22日
10：00～17：00

(火) 秋の交通安全フェスタinいたみ2015
阪神自動車学院
（伊丹市）

10月3日・4日
10：00～21：00

(土・日) 尼ソニック
阪神　尼崎駅北　中央公園
（尼崎市）

10月10日
10：00～15：00

(土) なだふれあい秋祭り
都賀川公園
（神戸市灘区）

10月10日・11日
10：00～17：00

(土・日) 第3回洲本arukanka
洲本市
（洲本市本町4）

10月11日
10：00～16：00

(日) マイカー点検フェアinナナファーム須磨
ナナファーム須磨
(神戸市須磨区)

奈良県
9月6日

10：00～16：00
(日) さくらいオートフェスタ

コメリホームセンター桜井店西側駐車場
（桜井市大字上之庄162-3）

奈良県自動車整備振興会 【☎0743-59-5050】

【☎052-882-3834】

愛知県自動車整備振興会

【☎054-263-0123】

愛知県

ツインメッセ静岡
（静岡市駿河区曲金3-1-10）

ふじのくに交通安全県民フェア

マイカー無料点検三重県

9月5日
10：00～16：00

三重県自動車整備振興会

兵庫県自動車整備振興会 【☎078-441-1601】

【☎059-226-5215】

静岡県自動車整備振興会

岐阜県 岐阜県自動車整備振興会 【☎058-279-3721】

愛知県自動車整備振興会

【☎052-882-3834】

兵庫県

(土)

静岡県
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問合せ都道府県 開催予定日 会場名イベント名

9月5日
10：00～16：00

(土) 無料マイカー点検デイ 彦根ビバシティ

9月26日～27日
9：30～15：00

(土・日) オクトーバフェスト&ジャズフェスin野洲 野洲駅南口

9月26日
10：00～15：00

(土) 長浜ロードトレイン祭inBIWA 奥びわスポーツの森

10月18日
9：30～16：00

(日) 甲賀支部点検フェアー かふか夢の森

10月18日
10：00～

(日) 2015クルマジャンボリー 和歌山運輸支局（和歌山市湊1106-4）

10月24日
10：00～

(土) 2015マイカー点検イベント
田辺自動車整備協同組合朝来検査場
（西牟婁郡上富田町朝来岩崎）

広島県自動車整備振興会テストセンター
（広島市西区観音新町四丁目13-13-3）

広島県自動車整備振興会福山支所テストセンター
（福山市南今津町43番地）

10月18日
9：30～16：00

(日) 第28回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばる
広島運輸支局構内
（広島市西区観音新町四丁目13-13-2）

10月25日
9：00～16：00

(日) 第8回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばるｉｎ福山
福山自動車検査登録事務所構内
（福山市南今津町44番地）

9月27日
9：30～16：30

(日) 第10回倉敷ナンバー祭
ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ連島店大駐車場
（倉敷市連島町鶴新田1140-1）

10月18日
10：00～12：00

(日) 第19回ﾊｰﾄﾌﾙﾏｲｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
岡山運輸支局構内
（岡山市北区富吉5301-5）

山口県
9月5日

10：00～16：00
(土) マイカーてんけん日

サンパークあじす
（山口市阿知須4825-1）

山口県自動車整備振興会 【☎083-924-8123】

9月4日
11：00～12：00

(金) 新点検推進キャンペーン
大川オアシス
（さぬき市津田町鶴羽2326-12）

9月21日
10：00～12：00

(月)
「平成２７年秋の全国交通安全運動」
実施に伴う交通安全キャンペーン

ゆめタウン高松
（高松市三条町608-1）

高知県
9月22日

10：00～15：00
(祝) 第25回交通安全ひろば

高知市中央公園
（高知市帯屋町）

高知県自動車整備振興会 【☎088-866-7300】

10月18日
10：00～14：00

(日)
ゆめタウン遠賀
（遠賀郡遠賀町松の本1-1-1）

10月18日
9：00～11：00

(日)
こうげ武楽里
（築上郡上毛町下唐原1625）

大分県
9月23日

10：30～11：45
(祝)

親子でマイカー点検教室＆トリニータ観戦
ツアー（募集締切 8月31日迄）

大分銀行ドーム
（大分市横尾1351）

大分県自動車整備振興会 【☎097-551-3311】

9月5日
（終業時間）

(土) 各会員工場

9月5日
10：00～15：00

(土)
道の駅「大和」
（佐賀市）

熊本県
10月17日

10：00～15：30
(土) 第16回自動車まつり

熊本運輸支局構内
（熊本市東区東町4丁目14-35）

熊本県自動車整備振興会 【☎096-369-1441】

【☎073-422-2466】

岡山県 岡山県自動車整備振興会 【☎086-272-5267】

マイカーてんけん日

広島県自動車整備振興会 【☎082-231-9201】

滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】

和歌山県自動車整備振興会

広島県

9月5日
10：00～15：00

(土)

香川県

滋賀県

和歌山県

香川県自動車整備振興会

マイカー無料点検福岡県 福岡県自動車整備振興会 【☎092-641-3171】

佐賀県 佐賀県自動車整備振興会 【☎0952-30-8181】マイカー無料点検デー

【☎087-881-4321】
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