
別紙２

9月7日
10：00～17：00

(土) マイカー点検フェア2013 イン 札幌
アリオ札幌

（１Fハーベストコートイベント広場）
札幌地方自動車整備振興会 【☎011-751-1411】

9月29日 (日) 2013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

函館地方自動車整備振興会 【☎0138-49-1411】

9月1日
10：00～14：00

(日)
2013「人と車のふれ愛フェスティバル
in くしろ」

釧路運輸支局 検査場構内 釧路地方自動車整備振興会 【☎0154-51-5216】

9月14日・15日 (土・日) 中古車フェア 国道39号線 ヤマダ電機前空き地 旭川地方自動車整備振興会 【☎0166-51-2157】

岩手県 9月14日・15日 (土・日) ＩＢＣまつり2013 岩手産業文化会館アピオ 岩手県自動車整備振興会 【☎019-637-2882】

9月1日 (日) 自動車点検ふれあいフェスティバル2013 青森運輸支局

9月22日 (日) 八戸自動車フェスティバル2013 八食センター

9月7日
10：00～15：00

(土) 「人とクルマのふれあいフェア2013」 東北運輸局 秋田運輸支局構内

9月7日・8日 (土・日) あきたエコ＆リサイクルフェスティバル アゴラ広場

9月21日
10：00～12：00

(土) 全国交通安全運動「交通安全ふれあい広場」 アゴラ広場

9月28日
10：00～16：00

(土) 自動車整備振興会長岡支所

9月29日
13：30～16：00

(日) 阿賀野市役所笹神支所駐車場

長野県 9月13日 (金) くるまと人のふれあいフェア イオン南松本店 長野県自動車整備振興会 【☎026-243-4839】

神奈川県 9月21日・22日 (土・日) マイカーステーション2013
新都市プラザ
（横浜駅東口 横浜そごうＢ2入口前）

神奈川県自動車整備振興会 【☎045-934-2311】

群馬県
9月7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 群馬県自動車整備振興会 【☎027-261-0221】

山梨県 9月14日 (土) 自動車点検整備推進運動・点検整備推進デー イトーヨーカドー甲府昭和店 山梨県自動車整備振興会 【☎055-262-4422】

9月7日
10：00～15：00

(土) カインズホーム スーパーセンター吉田店

9月14日
10：00～15：00

(土) 伊藤ショッピングプラザデュオ

9月28日
10：00～15：00

(土) プレ葉ウォーク浜北

9月14日・15日 (土・日) 道の駅「古今伝授の里やまと」

9月21日ＡＭ (土) 道の駅「そばの郷らっせいみさと」

9月21日ＰＭ (土) 道の駅「ラ・フォーレ福寿の里」

9月22日 (日) 道の駅「花街道付知」

カネスエ 東員店

イオンモール鈴鹿

亀山エコー（駐車場）

イオン津店（屋外駐車場）

イオン久居店

松阪ショッピングセンターマーム

イオンタウン伊勢ショッピングセンター
ララパーク（屋上駐車場）

アピタ伊賀上野店 東南入口駐車場

スーパーセンターオークワ名張店

紀北町多目的広場

主婦の店 熊野店

大阪府 9月23日 (祝)
2013おおさか交通安全ファミリー
フェスティバル

浜寺公園（堺市西区） 大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

9月1日
10：00～16：00

(日) 第9回桜井オートフェスタ ホームセンターコメリ桜井店駐車場

9月14日
13：00～15：30

(土) 宇陀地区安全運転管理者協会イベント 宇陀市文化会館南側駐車場広場

滋賀県 9月7日 (土) 無料マイカー点検デイ 彦根ビバシティ 滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】

和歌山県 9月7日 (土) マイカー点検祭り2013 御坊自動車会館 和歌山県自動車整備振興会 【☎073-422-2466】

イオン宇品ショッピングセンター

広島県自動車整備振興会
福山支所テストセンター

山口県 9月7日 (土) マイカーてんけん日 サンパークあじす 山口県自動車整備振興会 【☎083-924-8123】

香川県
9月6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） 香川県自動車整備振興会 【☎087-881-4321】

高知県 9月22日 (日) 第23回交通安全ひろば 高知市中央公園 高知県自動車整備振興会 【☎088-866-7300】

新潟県

北海道

都道府県 開催予定日 問合せ

「あなたのクルマ無料点検」
「クルマ整備相談」

【☎017-739-1801】

秋田県

平成２５年度点検整備推進関係イベント開催予定【９月開催分】

三重県自動車整備振興会

※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。

三重県

イベント名

岐阜県

青森県 青森県自動車整備振興会

【☎025-285-2301】

会場名

広島県自動車整備振興会

【☎054-263-0123】

岐阜県自動車整備振興会

静岡県自動車整備振興会

新潟県自動車整備振興会

秋田県自動車整備振興会 【☎018-823-6546】

マイカー点検フェスティバル2013

9月7日
10：00～16：00

(土) マイカー無料点検コーナー

静岡県

マイカー点検キャンペーンin道の駅

広島県 9月7日

奈良県自動車整備振興会 【☎0743-59-5050】

【☎059-226-5215】

【☎058-279-3721】

(土) 全国一斉マイカー点検日 【☎082-231-9201】

奈良県
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山形県 10月26日・27日 (土・日) マイカー点検フェスティバル2013 山形ビッグウイング 山形県自動車整備振興会 【☎023-686-4832】

10月5日
10：00～12：00

(土) 小千谷市民学習センター楽集館

新潟県自動車整備教育会館

朝日みどりの里多目的広場

五泉市村松公民館

三条市体育文化センター

ＪＡ新潟みらいドリームホール

柏崎地区交通センター

自動車整備振興会上越分室

西頸城運送㈱

自動車整備振興会佐渡分室

10月12日 (土) 燕市吉田産業会館

10月6日 (日) セーフティＣＡＲにばる2013 石川県産業展示館3号館

10月13日 (日) 小松どんどん祭 ＪＲ小松駅前 特設会場

第31回自動車なんでも無料相談会
アピアショッピングセンター
1Ｆ中央催事場

マイカー無料点検
アピアショッピングセンター
スロープ下駐車場

埼玉県 10月19日 (土) 自動車点検まつり 春日部自動車検査登録事務所 埼玉県自動車整備振興会 【☎048-624-1221】

栃木県 10月5日 (土) エコ・もりフェア2013 わくわくグランディ科学ランド 栃木県自動車整備振興会 【☎028-659-4370】

10月19日
10：00～17：00

(土)

10月20日
10：00～16：00

(日)

10月5日 (土) マイカー点検キャンペーンinアピタ アピタ北方店

10月12日・13日 (土・日) マイカー点検キャンペーンin道の駅 道の駅「美濃白川ピアチェーレ」

10月26日 (土) マイカー点検キャンペーンinアピタ アピタ美濃加茂店

10月5日 (土) スーパーサンシ こもの繁盛店

10月26日 (土) 志摩商工会館（西側駐車場）

10月20日 (日) 大正区民まつり 千島公園（大阪市大正区）

10月27日 (日) 四条畷市民のつどい 四条畷西中学校他

京都府 10月19日 (土) てんけんくんフェスティバル2013 in KYOTO 京都運輸支局 京都府自動車整備振興会 【☎075-691-6462】

10月13日 (日) ふれあい運動公園

10月14日 (日) 栗東市役所横 中央公園

クルマジャンボリー 和歌山運輸支局

マイカー点検イベント 田辺自動車整備協同組合朝来車検場

広島県 10月20日 (日) 第26回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばる 広島運輸支局構内 広島県自動車整備振興会 【☎082-231-9201】

岡山県 10月20日 (日) 2013ハートフルマイカーフェスティバル 岡山運輸支局構内 岡山県自動車整備振興会 【☎086-272-5267】

佐賀県 10月27日 (日) トラックの日 鳥栖スタジアム（イベント広場） 佐賀県自動車整備振興会 【☎0952-30-8181】

熊本県 10月12日 (土) 第14回自動車まつり 熊本運輸支局検査場構内 熊本県自動車整備振興会 【☎096-369-1441】

静岡県 ふじのくに交通安全県民フェア ツインメッセ静岡 静岡県自動車整備振興会 【☎054-263-0123】

新潟県
「あなたのクルマ無料点検」
「クルマ整備相談」

新潟県自動車整備振興会 【☎025-285-2301】
10月5日

13：30～16：00
(土)

岐阜県 岐阜県自動車整備振興会 【☎058-279-3721】

大阪府 大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

【☎059-226-5215】三重県 マイカー無料点検コーナー 三重県自動車整備振興会

平成２５年度点検整備推進関係イベント開催予定【１０月開催分】
※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 開催予定日 イベント名 会場名 問合せ

石川県 石川県自動車整備振興会 【☎076-291-2001】

富山県
10月5日

10：00～16：00
(土) 富山県自動車整備振興会 【☎076-425-0882】

和歌山県 10月20日 (日) 和歌山県自動車整備振興会 【☎073-422-2466】

滋賀県 滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】無料マイカー点検デイ
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