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【②大阪会場】

【③東京会場】

日

時：

2000年2月27日（日）

10：00〜15：00頃

会

場：

大阪産業大学短期大学部（大阪府大東市） ※都合により変更の場合あり

内

容：

製作講習・研究発表を主とする

日

時：

2000年3月5日（日）

会

場：

未定（東京都内）

内

容：

製作講習・研究発表を主とする

10：00〜15：00頃

※②大阪会場・③東京会場については、詳細が決定し次第、ご案内いたします。

○●

A HAPPY NEW MILLENNIUM !…2000年夏へ新たなるカウントダウン開始 ●○

※全会場において、 2000年 5月3日（水 ）・4日（木）開催の《2000ワールド・エコノ・ムーブ》に関す
る内容も扱いますので、参加希望の方、関心のある方は、ぜひご参加ください。

いよいよ新しいミレニアム（千年紀）がスタートしました。華やかなカウントダウン・イベントに酔いしれ

※関連メーカーには、パンフレット配布や現物展示コーナー，相談・商談コーナーを設置いたします。
ぜひご参加ください。

ながら、またおごそかに除夜の鐘の音を聞きながら、そして悲しいかなY2K対応で夜通し働きながら（こんな
人が一番多かったのかも‥(;＞ _＜ ;)ﾋﾞｪｪﾝ‥）などなど、皆様それぞれ新時代の幕開けを迎えられたことでし
ょう。幸いY2K問題も大事には至らず、ここ秋田も昨年の大雪とは打って変わって暖かい日が続き、時代は滑
らかに進み始めたような気がします。この 2000年が皆様にとって実り多い

レギュレーションの改定について
2000年大会のレギュレーションの公式発表は1月下旬を予定しております。
レギュレーション，また今後も引き続きWSR/JISC通信などの情報をご希望の方は、資料送付先（チーム名，

一年でありますよう心よりお祈り申しあげます。
さて、記念すべきミレニアム大会の開催要項が決定いたしました。資金

氏名，〒，住所，TEL），大会名（WSBR/WSR/JISC）を明記し、ハガキ・FAX・E‑mailで事務局までご連絡くださ

面では昨年同様厳しい状況が続きますが、皆様の中に芽生えた「自分達で

い。現在、毎回情報をお届けしている皆様も、リスト更新のため、お手数ですが必ず登録を行ってください。
（ご

出来ることは自分達で」「お金をかけずに楽しもう」精神をフルに発揮する

連絡がない場合は情報の提供を終了させていただきます。）

《手作り大会》へと進めてまいりたいと思います。今後とも「クリーンエ

とりあえず予告として・・・主な改定点は次のとおりです。

ネルギーの探究」を提唱し続けるWSR/JISC両大会に対しまして、参加者の

【ＷＳＢＲ】

バッテリー重量

ニッケル・水素

皆様、関係諸機関・団体の一層のご支援、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【ＷＳＲ】

○フリークラス

開 催 期 日：

2000年7月22日（土）〜23日（日）

2000 ワールド・ソーラーバイシクル・レース

2000年7月28日（金）〜30日（日）

2000 ワールド・ソーラーカー・ラリー
＆

【ＪＩＳＣ】

開 催 場 所：

秋田県大潟村『大潟村ソーラースポーツライン』

☆

エントリー受付期間：

2000年4月1日〜5月31日（必着）

４.６㎏ に改定

３３㎏

→

４３㎏ に改定

○全クラス

鉛バッテリー（市販品）をすべて密閉型(ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)とする。

○全クラス

鉛バッテリー（市販品）をすべて密閉型(ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)とする。

◎フリークラスの新設

第２回全日本学生ｿｰﾗｰｶｰﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

☆

→

バッテリー重量

ニッケル・水素
☆

３．５㎏

◎競技のスタート時間は、参加台数、運営面を考慮した上で後日決定・通知します。

2000年7月、好奇心と探求心を胸一杯に抱えた皆様と、ここ大潟村でお会いできるのを楽しみにしています。
さあ、2000年大会へ向けカウントダウン開始です。

○カテゴリーＢ

（現在レギュレーション策定委員会にて検討中）

レギュレーション公式発表後の変更や注意事項については、公式通知及びこのWSR/JISC通信で通知しますの
で、これらの文書には必ず目を通してください。また、レギュレーションに関するご質問は、当事務局で受け
付けます。必ず文書（郵送・ FAX・ E-mail）でお願いします。内容によっては、一旦レギュレーション設定委
員会等に諮った上で回答する場合もあり、お時間をいただくこともありますことをご了承ください。

研究発表・製作講習会のお知らせ
製作技術の向上と底辺拡大を目的に開催している恒例の「ソーラーバイシクル・ソーラーカー製作講習会」
ですが、今年は更に内容の充実を図り、参加チームの研究・体験発表を盛り込んだ「ソーラーバイシクル・ソ
ーラーカー研究発表・製作講習会」として、新たに大阪を加えた３会場で開催いたします。製作のイロハから
実体験を通じて感じたより身近な課題や研究成果まで、活発な意見交換や情報収集が可能です。また、同じ夢
を持つ仲間との交流の輪を広げ、更なる技術交換のネットワークづくりにまで発展していくことが期待できま

★2000 ワールド・エコノ・ムーブ

今年で第５回目を迎える電気自動車の省エネレース《2000 ワールド・エコノ・ムーブ》が、来る５月
３日（水）
・４日（木）
、大潟村ソーラースポーツラインで開催されます。手のひらサイズのバッテリー
（12V3A×４個）のみをエネルギー源とし、２時間でどれだけの距離を走行できるかを競うレースです。
お問い合わせは、「ワールド・エコノ・ムーブ実行委員会事務局」まで。

す。皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
【①秋田会場】

日

時：

2000年1月30日（日）

場

所：

大潟村役場

内

容：

製作講習を主とする

10：00〜15：00頃

会議室

〒010‑0921

秋田県秋田市大町２丁目２−９

TEL／FAX

０１８−８６６−４３３４

モードスタジオＱ内

（TEL 0185‑45‑2111）

参加料：

無料（昼食は各自でご準備ください。）

申込み：

1月27日（木）までに当事務局までご連絡ください 。
（ﾊｶﾞｷ・FAX・E‑mail）
もちろん当日参加もOK！

開催要項決まる★

発

行：

『ワールド・ソーラーカー・ラリー実行委員会事務局』『全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ実行委員会事務局』
〒 010-0494 秋田県南秋田郡大潟村字中央１−１ 大潟村役場ソーラー課内
TEL 0185-45-2111 FAX 0185-45-2162 E-mail wsr@ogata.or.jp または jisc@ogata.or.jp
ホ ーム ペー ジ htt p:// www .ogata.or.jp/ （ 大潟村ホ ームページ 内 ）
2000 年 1 月 13 日 発 行
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