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和歌山城天守閣再建６０周年記念事業
「第２回 和歌山城カブオーナーズミーティング」

２０１８．１０．８ 秋の巻🎶
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ギャラリー
平成３０年４月２２日
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４月２２日の「春の巻🎶」にご参加された方、
誠にありがとうございました。

ＳＮＳで次回開催が「１０年後かなぁ」「また来年も」とかおっしゃてる方も
多々いらっしゃいますが、第２回目はこの秋だぁぁぁっ！！

これが本番！！ ４月２２日の「春の巻🎶」はあくまで「プレ」！

６０年前の「１０月１日」に天守閣が完成した為！！
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戦争の惨禍によって失われた和歌山城天守閣は１９５８年

（昭和３３年）の「１０月１日」に市民の寄付によって再建され、
２０１８年の「１０月１日」で再建６０周年を迎えます。
和歌山市のシンボルとして親しまれている天守閣の歴史等を

市民・子どもたちに伝えることを通じてシビックプライドを醸成
していきます。

また、２０１８年に生誕６０周年をお迎えしたスーパーカブ
（本田技研工業株式会社）とともに６０周年を記念する企画です。
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スーパーカブとは・・・今さら説明不要と思いますが…念のため…

１９５８年（昭和３３年）のC100に始まるシリーズで、
世界最多量産のオートバイならびに輸送用機器である。
２０１７年には世界生産累計台数１億台を達成！！
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《そこでっ！！・・・》

「第２回 和歌山城カブオーナーズミーティング 秋の巻🎶」

☆日 程：１０月８日（祝日：体育の日）
雨天決行《荒天中止：現地集合現地解散》

☆時 間：１０：００～１６：００くらい
（出展者の皆様は９時３０分までに準備完了してください！

出展者の皆様、朝早くてすみません💦前日から出展準備するのもアリです。）

☆場 所：和歌山市 和歌山城 「砂の丸広場」（別紙参照）

☆参加費：参加無料！ 参加自由！ 事前エントリー不要！
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スーパーカブ（リトルカブ、ハンターカブ、クロスカブ等）で御来場頂いた方には
受付でもれなく「江口寿史氏描き下ろしの特別ステッカー」を進呈いたします!!

※お願い！！
わざと何回も出入りして何枚も手に入れるのはご容赦願います！！

２回目のご入場の際は「既に頂きました」等、お声がけしてください！！



６０ｔｈ

《注意っっ！！ 》

●公序良俗に反する違法改造車はご参加いただけません！！

●赤系統一色“で塗装された郵政カブ(ＭＤ５０/７０/９０、Ｃ１１０ＭＤ)、
及び郵政カブと見間違えるようなカスタム車両もご参加いただけません。

(車体色が”赤系統一色“でなければ、郵政カブもご参加可能です)

●また日本郵便(株)で使用していたと思われる郵政車両固有の装備を
取り付けた車両もご参加いただけません。

(色を塗り替えてある、または市販品は問題ありません)

どうかご了承ください。



《カブの定義について》

ホンダによる「カブの定義」は、当然のことながらエンジンからフレームに至るまで主要構成部品がホンダ製であることが前
提で、
１）４サイクル水平シリンダーエンジンであること。
２）アンダーボーンフレームであること。
となっております。
エンジンに関しては、自動遠心クラッチや空冷という条件設定はありません。
けれども、この定義によると、昔のスポーツカブがカブと見なされない等の不都合があります。

よって「和歌山城カブオーナーズミーティングにおけるカブとしての参加定義」は
１）４サイクル水平シリンダーエンジンであること。
２）アンダーボーンフレームであること。
３）ただしスポーツカブＣ１１０／Ｃ１１５、カブレーシングＣＲ１１０はカブとして認める。
４）公道走行に適さない危険な改造や公序良俗に反する改造を施したカブは、カブであっても参加の自粛をしていただく。
５）赤系統のＭＤ５０／７０／９０、もしくはそれに類似する仕様のカブは、カブであっても参加の自粛をしていただく。
６）「和歌山城カブオーナーズミーティング」への参加の是非は、和歌山城整備企画課が判断の権利を有する。
としております。
カブは長年の歴史を経て、あらゆるバリエーションモデルが存在します。
特に海外のホンダで生産されるカブは、ショートスパンで次々とモデルチェンジを繰り返しておりますので判断が難しいと思

われますので、上記の定義を参照していただくことをお薦めします。

カフェカブ運営事務局の方、すみません💦…まるパクリです💦…
１０月８日 第１０回カフェカブパーティーｉｎ九州 開催おめでとうございます！！

当日は同日開催となりますが、お手柔らかにお願い申し上げます。m(_ _)m
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《注意っっ！！ 》
会場（砂の丸広場）では、カブのエンジンをきって

カブを「ついて」移動してください…

…いや💦…じゃなくて…「つく」って
和歌山弁で「押す」という意味なんですぅ💦

…カブを「押して」移動してください…
すみません💦…これを言いたかっただけ… （´∀｀*）ｳﾌﾌ

ツンツン…
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《当日のタイムテーブル》
10:00～ 参加受付（参加無料！参加自由！事前エントリー不要！）
10:30～ ★午前の部

「うっぷす」（アイドル）のライブステージ
「朝倉未来（あさくら みく）」 （アイドル）のライブステージ
「モンキーパフォーマンス（猿回し）」
「鷹のフライングショー」
「全員で集合写真撮影」

1３：００～ ★午後の部
「６０秒ピッタリタイムアタック」
「うっぷす」（アイドル）のライブステージ
「朝倉未来（あさくら みく）」 （アイドル）のライブステージ
「モンキーパフォーマンス（猿回し） 」
「鷹のフライングショー」 (*^▽^*)もりだくさん！！
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《…アイドルさんについて… (⋈◍＞◡＜◍)。✧♡》
「朝倉未来（あさくら みく）」 「うっぷす」

うっぷす あ でぃじー
(Ｏｏｐｓ Ａ Ｄａｉｓｙ）

・桃色担当；百澤 恵利加・・・リーダー
・青色担当；いちのせ りん

・黄色担当；愛絵 れみ

ご来場！！
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《…６０秒ピッタリタイムアタックについて…》
カブにまたがり（エンジンかけない！！）、左手に「おかもち」「ざるそば」「その他」を
持っていただき６０Ｍを足で地面を蹴って進み、
６０秒に近い人から景品をゲットしていただくゲームです。（６０周年だから…💦）

「おかもち」 「ざるそば」 「その他」 （´∀｀*）ｳﾌﾌ

通常、人が６０秒（１分）歩くと約８０Ｍ進みます。
・・・つまり かなり遅いスピードです。
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「カブ」ミーティングなのに「モンキー」って…💦

※英語「カブ＝CUB」はクマ等肉食動物の子の意味。

いにしえからの大道芸「猿回し」を観て時代を感じよ！
（モンキーパフォーマンス）

お猿さんとの記念写真撮影会もあるよ！

《…当日は・・・》

ホンダ MONKEY
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歴代の紀州徳川将軍が愛した鷹狩を体感せよ！！

鷹のフライトショーをご覧いただけます。

※鷹の調子によります。
飛ばなかったらごめんなさい。

「カブ」ミーティングなのに「ホーク」って…💦 …「やかん」 … 「バブ」…「ポーク」…
※英語「カブ＝CUB」はクマ等肉食動物の子の意味。 (≧▽≦) プッ…

《…当日は・・・》

鷹との記念写真撮影会もあるよ！

ホンダ HAWK
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バ イ ク

「鉄馬」乗り達よ！
そろそろホンモノの「馬」に乗ってみないか？

これはイメージ写真

当日はアメリカンクォーターホースをご用意します。（あくまで仮！）
馬に乗って写真を撮ろう！！

（上記の写真のように走ったりしません…アブないので…(*´▽｀*)）

《…（仮）当日は・・・》



６０ｔｈ 「カブ」ミーティングなのに「ニンジャ」って…💦 …これを言いたかっただけ…
※英語「カブ＝CUB」はクマ等肉食動物の子の意味。 （´∀｀*）ｳﾌﾌ

おもてなし忍者！！
和歌山城のそびえる和歌山公園では、「おもてなし忍者」が公園内の随所にひそみ、皆さまのお城観光のお手
伝いをする機会をうかがっています。お城での記念撮影や案内が必要な方、困っている方がいれば、どこからと
もなく姿をあらわし、“忍法おもてなしの術”で、皆さまの楽しい思い出づくりに一役買わせていただきます。

《…年がら年中やってますが・・・》

カワサキ GPZ900R Ninja
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《…っちゅーことで…今のところ…》

バイクショップエムズ（和歌山市） グラフィット（和歌山市） バイカーズブティック（和歌山市） なにわ株主（大阪府）

《…のご出展（出店）決定！！（順不同、敬称略）》

QFB.

協力：本田技研工業株式会社
なにわ株主
紀州株主

ナナカンパニー（愛知県） はっぴいえんどプロジェクト（奈良県） イーグルモータース（京都府） KMツール（和歌山市）

KMツール
[MACSHOP和歌山店]
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http://news.bikebros.co.jp/event/news20170510-01/

《…そんでもって・・・》

つれもてしよら着付体験！
（ い っ し ょ に 着 付 体 験 し よ う ！ ）

甲冑着てカブに乗ろらよ！！
（ 甲 冑 着 て カ ブ に 乗 ろ う ！ ！）
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《…ほんでもって・・・》

時代衣装着付体験について

事前予約制です！
（有料）
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《…かぁ～らぁ～のぉ？～⤴・・・》

スーパーカブ つれもていこら 和歌山城
（ 一 緒 に 行 こ う ）

～秋深し！天高くクマ肥ゆる秋！ベニー園長もお待ちかね！～

※和歌山城の敷地内に動物園がございます。動物園もお楽しみください。
※英語「カブ＝CUB」はクマ等肉食動物の子の意味。

《ベニー園長からのメッセージ》
（ツキノワグマ）

・「和歌山城天守閣」再建６０周年 おめでとう！
・「ホンダスーパーカブ」生誕６０周年 おめでとう！
・和歌山ラーメン車庫前系の雄！

「丸京ラーメン」も、創業６０周年 おめでとう！
・和歌山のソウルフード！

「グリーンソフト」も、生誕６０周年 おめでとう！
・「和歌山ヤクルト販売」も、創業６０周年 おめでとう！
・マルマンの「図案スケッチブック」も、誕生６０周年 おめでとう！

・全国のカブ（子熊）達、和歌山城においな～よ！！
（お越しください）
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《…さぁ～らぁ～にぃぃぃっっ！！…》

１０月６日、７日に和歌山城で竹燈夜開催！！
前泊される方は和歌山城で秋の夜長をお楽しみください。

ちなみに９月３０日から１０月８日（当日）まで
天守閣入場無料！！

当日は じゃんじゃん天守閣に御入場ください！！
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《会場について…》

ココ！！

●…だから「ワカヤマ」だってば…
いい加減覚えた？カブミーティング２回目！！

「岡山」じゃなくて「和歌山」！！
(ﾉｼ＾ω＾)ﾉｼ☆ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ

●「近畿のオマケ」でもなく、「陸の孤島」でもなく、
「紀伊半島の西海岸」…つまり…「紀伊半島のカリフォルニア！！」

和歌山市には「日本のアマルフィ」と呼ばれる「雑賀崎」もあるよ。
(￣∇￣*)ゞｴﾍﾍ

●魚はうまいし、梅干しは体にいいし…
…んっ…もぐもぐ…みかん…うまっ！！ (≧▽≦)ｷｬッ！！
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和歌山城（和歌山公園）へのアクセスマップ

ココ！！

《…またまた、会場について…》
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自転車置場

テニス
コート

進入禁止

進入禁止

進入禁止
進入禁止

進入禁止
進入禁止

搬入出口
鳥居をくぐること！



６０ｔｈ

《注意！！ 》
●４輪の方
当日、出展（出店）者様以外のお車（４輪）は会場に入れません。
和歌山城の南側（不明門）駐車場、
岡公園の駐車場、その他駐車場を
ご利用ください。

●２輪の方
（カブでなくても可）は
前項の搬出入口からお入りください。
別途誘導します。

参加自由！参加費無料！
事前エントリー不要！

和歌山城周辺の駐車場をご利用ください
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出展（出店）ご希望の方は別紙のエクセルにご記入の上、
和歌山城整備企画課までお申し込みください。
（※飲食店は除きます）

なお、出展（出店）料は無料です。
ただし、 「６０秒ピッタリタイムアタック」の

景品（協賛品）をご協力ください。

注：テント、タープ等ございません。
ご出展（出店）者様の方で

ご用意（設置、撤去）お願いいたします。


