■ 琴の浦春のぶらり食べ歩き＜琴浦町＞
・と き：平成 26 年 4 月 6 日（日）
・ところ：鳴り石の浜から神﨑神社
・㎞数：往復 4km
・参加予定人数：定員 100 人(当日受付有り)
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：NPO 法人未来
事務局（0858）-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第１７回さくらウォーキング＜南部町＞
・と き：平成 26 年 4 月 12 日（土）
・ところ：南部町
・㎞数：（A コース 10km,B コース 6 km,Ｃコース 3km）
・参加予定人数：定員 170 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：南部町健康福祉課
石賀（0859）-66-5524
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォーク ほうき＜伯耆町＞
～日本海と大山を望んで～
・と き：平成 26 年 4 月 12 日（土）
・ところ：西伯郡伯耆町大原 伯耆町総合スポーツ公園 周辺
・㎞数：（A コース 8km,B コース 4 km）
・参加予定人数：定員 120 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部支部
小椋（0859）-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■太平記ウォーク ＜琴浦町・大山町＞
・と き：平成 26 年 4 月 13 日（日）9 時から 17 時
・ところ：大山町 JR 御来屋駅周辺及び琴浦町船上山
・㎞数：（午前の部 5km、午後の部 3km）
・参加予定人数：定員 50 人(定員になり、応募締切終了)
・とりっぽ：利用なし

・問合せ： 琴浦町商工観光課
井中（0858）-55-7801
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ みなとウォーク＜境港市＞
（桜の名所を巡るコース）
・と き：平成 26 年 4 月 13 日（日）
・ところ：境港市
・㎞数：5,3km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可
・問合せ:境港市観光協会
福留（0859）47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォーク なんぶ＜南部町＞
～湖畔に広がる大自然の中を～
・と き：平成 26 年 4 月 20 日（日） 受付 午前９時～ ９：３０～１２：００頃（雨天決
行）
・ところ：西伯郡南部町下中谷 レイクサイドアリーナ発着
・㎞数：A コース 8km,B コース 4 km
・参加予定人数：定員 120 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部支部
小椋（0859）-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 境港市・ベタ踏み坂（江島大橋）を越えて大根島へ＜境港市＞
・と き：平成 26 年 4 月 23 日（水） 集合 午前９時
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：14km
・参加予定人数：定員 80 人
・とりっぽ：利用可
・問合せ:ウォーキングクラブ未来
矢野（0858）27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■ 第 3 回龍鳳閣グルメウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 26 年 4 月 27 日(日) 受付 午前８：３０～ 出発式９：００～
・ところ：龍鳳閣⇔今滝
・㎞数：A コース 7.3km,B コース 13.7km
・参加予定人数：定員 80 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：(一財)ゆりはま温泉公社
福原（0858）32-2622
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■船上山ダム湖一周ウォーキング＜琴浦町＞
・と き：平成２６年４月２７日（日）ＡＭ１０:１５～ＰＭ１２：００
・ところ：琴浦町
・㎞数：（①コース 約３．５km,②コース 約３．８km）
・参加予定人数：定員６０人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：琴浦町 農林水産課
太田（０８５８）-５５-７８０３
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 第３回ノルディックウォーク むきばんだ＜大山町＞
・と き：平成２６年４月２９日（火・祝） 受付９：３０～
・ところ：西伯郡大山町妻木 むきばんだ史跡公園
・㎞数：約４km/８km
・参加予定人数：定員１５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディックウォーク連盟 鳥取県西部支部
森田（０８５９）-３２-３６０１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■鳥取県ユニセフ協会 ラブウォーク＜倉吉市＞
・と き：平成２６年５月１０日（土）受付 午前１０：００～ 開会１０：１５～１２：００（少雨
決行）
・ところ：倉吉白壁土蔵群・赤瓦周辺
・㎞数：３km
・参加予定人数：定員５０人
・とりっぽ：利用可能

・問合せ：鳥取県ユニセフ協会
奥谷（０８５７）-３０-４５３５
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウォーキングクラブ未来例会＜鳥取市＞
鳥取市・野坂地区を歩こう
・と き：平成２６年５月１０日（土） 集合時間９時
・ところ：鳥取県鳥取市
・㎞数：約１１km
・参加予定人数：定員 80 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
矢野（０８５８）-２７-０１０１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■東郷池春の健康散策ウォーキング ＜湯梨浜町＞
・と き：平成 26 年 5 月 11 日（日） 12km/スタート９：３０～,
～

6 km/スタート１０：３０

・ところ：中国庭園 燕趙園発着 東郷池周回コース
・㎞数：①コース 12km,②コース 6 km
・参加予定人数：定員 300 人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ： 一般財団法人 鳥取県観光事業団 東郷湖羽合臨海公園
山口（0858）-32-2189
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■湖山池一周ウォーキングコース整備記念＜鳥取市＞
２０１４春の湖山池シーズンウォーク
・と き：平成２６年５月１１日（日） 受付 午前８：３０～ スタート９：３０
・ところ：湖山池周辺
・㎞数：（湖山池一周コース 約１５km）
（ナチュラルガーデン折り返しコース 約５km)
・参加予定人数：定員４００人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：湖山池シーズンウォーク実行委員会
（湖山池情報プラザ）

岡田・清水（０８５７）-３１-２９００
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第２回ほくえいサザンクロスウォーク大会＜北栄町＞
・と き：平成２６年５月１８日（日）ＡＭ８：３０～ＰＭ３：００
・ところ：北条オートキャンプ場
・㎞数：（北条地区の東西２０km、南北５km）
・参加予定人数：定員７０人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：北栄町健康てくてくクラブ
青木（０８５８）-３７-６０２２
■第５回浦富海岸ジオウォーク＜岩美町＞
・と き：平成２６年５月２４日（土） 受付 午前８：００～ 開会式８：３０ スタート９：００
・ところ：岩美町田後港
・㎞数：Ａコース 約４．５km/Ｂコース 約３．４km/Ｃコース 約３．６km
・参加予定人数：定員６００人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：浦富海岸ジオウォーク実行委員会
澤（０８５７）-７３-１４１６
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ みなとウォーク＜境港市＞
（弥生緑地・外江コース）
・と き：平成 26 年 5 月 25 日（日）
・ところ：境港市
・㎞数：6,1km,7,8km

集合９：４５

・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可
・問合せ:境港市観光協会
福留（0859）47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 殿ダム一周ウォーク＜国府町＞
・と き：平成２６年５月２５日（日）開会式 9：30
・ところ：鳥取市国府町楠城 楠城ふるさと広場
・㎞数：約８km

・参加予定人数：定員１５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：（社）全日本ノルディックウォーク連盟 鳥取東部推進委員会
門脇（０８５７）-２５-４６６６
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■米子ケヤキ通り振興会 第３回エンジョイウォーキング大会＜米子市＞
・と き：平成２６年５月２５日（日）スタート９：３０
・ところ：米子市両三柳（弓ヶ浜公園）～皆生温泉海岸～国道４３１号両三柳
・㎞数：ケヤキコース 約８．７km/エンジョイコース 約４．５km
・参加予定人数：定員２５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：米子ケヤキ通り振興会
古賀（０８５９）-３４-８８１１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■健康ウォーク（魚喰う）＜湯梨浜町＞
・と き：平成２６年５月２５日（日） AM８：００～AM１１：００
・ところ：「サカナクワイ屋」泊貝がら広場横
・㎞数：約５km
・参加予定人数：定員２００人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：NPO 法人未来
柳川（０８５８）-２４-５７２５
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 第 14 回 SUN-IN 未来ウォーク＜倉吉市＞
・と き：平成 26 年 6 月 7 日（土）・8 日（日）の 2 日間
スタート 7:00/8：00/10：30（それぞれのコースで異なる）
・ところ：倉吉市（発着：倉吉パークスクエア）
・㎞数：40km/30km/22km/20km/10km/5km/3km
・参加予定人数：定員 2000 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：NPO 法人 未来
柳川（0858）-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■ 第１回大山歴史探訪ウォーク＜大山町＞
・と き：平成２６年６月１４日（土）スタート ９：３０
・ところ：大山博労座第４駐車場～大山一円を巡る。
・㎞数：A コース 約５km/ B コース 約６km
・参加予定人数：定員５００名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：新日本海新聞社事業課
米澤（０８５９）-３４-８８１３
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォーク ひの＜日野町＞
～日野川の清流と、せせらぎを聞きながらのウォークです～
・と き：平成 26 年 6 月 15 日（日）スタート 10：00
・ところ：日野郡日野町下榎 1183
日野町交流センター リバーサイドひの発着
・㎞数：A コース 8km/B コース 4km
・参加予定人数：定員 80 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部支部
森田（0859)-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウォーキングクラブ未来例会 倉吉・ホタル観賞ナイトウォーク＜関金町＞
・と き：平成 26 年 6 月 21 日（土）集合時間 18 時 30 分/スタート 19：00
・ところ：鳥取県倉吉市関金町近辺
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
矢野(0858)-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■ みなとウォーク＜境港市＞
（河童満喫コース）
・と き：平成 26 年 6 月 22 日（日） 集合９：４５
・ところ：境港市
・㎞数：6,5km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可
・問合せ:境港市観光協会
福留（0859）47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォークにちなん＜日南町＞
～癒しを求め・清流・森林・あぜ道～
・と き：平成 26 年 6 月 22 日（日） スタート 10：00
・ところ：日南町総合グランド 発着
・㎞数： A コース 8km/B コース 4km
・参加予定人数：定員 80 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部支部
森田（0859)-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■すいかウォーキング大会＜北栄町＞
・と き：平成２６年６月２９日（日）ＡＭ８：３０～ＰＭ１２：００
・ところ：旧鳥取県運転免許試験場跡駐車場
・㎞数：８km
・参加予定人数：定員２００人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：北栄町健康てくてくクラブ
青木（０８５８）-３７-６０２２
■みなとウォーク ＜境港市＞
(光祐寺・正福寺コース)
・と き：平成 26 年 7 月 13 日（日） 集合９：４５
・ところ：境港市
・㎞数：5.1km
・参加予定人数：定員 50 人

・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウォーキングクラブ未来例会 湯梨浜町・早朝ウォーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成２６年７月２１日（祝・月）集合 ６：００/スタート ６：１５
・ところ：鳥取県湯梨浜町南谷近辺
・㎞数：約１０km
・参加予定人数：定員５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
矢野（０８５８）-２７－０１０１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウォーキングクラブ未来例会 智頭町・智頭宿町なみを歩く＜智頭町＞
・と き：平成２６年７月２６日（土）集合 １０：００/スタート １０：１５
・ところ：鳥取県智頭町智頭宿
・㎞数：約５km・１２km の２コース
・参加予定人数：定員５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
矢野（０８５８）-２７－０１０１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ぐるっと湯梨浜 東郷湖一周ナイトハイク＜湯梨浜町＞
・と き：平成２６年８月９日（土）スタート 午後６：００
・ところ：東郷湖周辺
・㎞数：半周コース 約６km/一周コース 約１１km
・参加予定人数：定員１００名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：教育委員会事務局生涯学習・人権推進課
阪口（０８５８）-３５-５３６８
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウォーキングクラブ未来例会 江府町・江尾十七夜まつり＜江府町＞
・と き：平成 26 年 8 月 17 日（日）集合 14 時/スタート 14 時 15 分

・ところ：鳥取県江府町江尾
・㎞数： 10km
・参加予定人数：定員５０名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
矢野（０８５８）-２７－０１０１
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
（さかなの町コース）
・と き：平成 26 年 8 月 24 日（日） 集合 7：30（早朝ウォーク）
・ところ：境港市
・㎞数：3.8km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 2 回にちなん「水と森のウォーキング」＜日南町＞
日野川沿い～歩いて食べて心も元気～
・と き：平成 26 年 8 月 31 日（日）開会式 9:00/スタート：10：00
・ところ：日南町内（日野上地内）
・㎞数： 約 8km
・参加予定人数：定員 150 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：にちなん「水と森のウォーキング」実行委員会
田邊（0859）-82-1115
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■おおちだに健康ウォーク ＜鳥取市＞
・と き：平成 26 年 9 月 6 日（土）開会 9:30/スタート 10:00
・ところ：鳥取市上町 樗谿公園入口
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 150 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：(社)全日本ノルディックウォーク連盟

鳥取東部推進委員会
担当：門脇 (0857)-25-4666
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウオーキングクラブ未来例会 ＜若桜町・八頭町＞
若桜町・ウオークしてから、若桜鉄道にのりましょう！
・と き：平成 26 年 9 月 7 日（日） 集合時間 10 時/スタート 10 時 15 分
・ところ：鳥取県若桜町・八頭町
・㎞数： 11km/18km の 2 コース
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
矢野 （0858）-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 2014 夏の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞
～吉岡温泉・湖山池・白兎～
・と き：平成 26 年 9 月 13 日（土）開会式 9 時 15 分/スタート 9 時 30 分
・ところ：湖山池周辺（鳥取市）
・㎞数：13km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：湖山池シーズンウォーク実行委員会（湖山池情報プラザ）
岡田・清水(0857)-31-2900
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 琴浦町誕生 10 周年記念事業「琴浦グルメ de めぐるウォーク」＜琴浦町＞
・と き：平成 26 年 9 月 23 日（火・祝日）受付 9：00～
・ところ：主会場 琴浦町東伯総合公園
・スタート：4km・10km/10:20～10:30 7km/10:30～10:40
・㎞数：4km・7km・10km の 3 コース
・参加予定人数：定員 1,000 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：琴浦町誕生 10 周年記念事業実行委員会
ウォーキング大会専門部会
井中（0858）-55-7801
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■倉吉市・関金廃線跡コース ＜倉吉市＞
・と き：平成 26 年 9 月 27 日(土) 集合時間 9:30/スタート 11:00
・ところ：鳥取県倉吉市
・㎞数：19km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウォーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
（弥生緑地・大港神社コース）
・と き：平成 26 年 9 月 28 日（日） 集合９：４５
・ところ：境港市
・㎞数：5.3km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■西いなばフットパスウォーク（全国フットパスサミット in 鹿野プレ大会）＜気高・鹿
野・青谷町＞
・と き：平成 26 年 10 月 5 日（日）A コース/9:15 B コース/9:45 ※少雨決行（荒天中
止）
・ところ：鳥取市西いなば地域（気高・鹿野・青谷町）
・㎞数： 約 8.7km/約 7.4km の 2 コース
・参加予定人数：定員 150 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」
新沼(0857)-38-0030
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ① 大会案内チラシ②

■山陰海岸ジオパーク 110km ウォーク in 因幡・但馬＜鳥取市＞
・と き：平成 26 年 10 月 11 日(土) 5km、10km コース スタート 10:00/20km コース
スタート 8:30
・ところ：兵庫県新温泉町居組～鳥取県鳥取市浜坂
・㎞数：5km/10km/20km の 3 コース
・参加予定人数：定員 650 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：山陰海岸ジオウォーク西地区実行委員会
担当：西村 0857-21-2884
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ゆりはま天女おもてなしウォーク＜湯梨浜町＞※雨天決行
・と き：平成 26 年 10 月 18 日(土) A,B コース スタート 9:30/C コース スタート 11:00
・ところ：湯梨浜町 道の駅 燕趙園
・㎞数：5km/8.8km/12km の 3 コース
・参加予定人数：定員 1,000 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ゆりはま天女おもてなしウォーク実行委員会
NPO 法人未来 内 未来ウォーク実行委員会
事務局 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■関西マスターズスポーツフェスティバル＜北栄町＞
第１５回鳥取県スポーツレクレーション祭（健康ウォーク/ノルディックウォーク同日開
催！）
・と き：平成 26 年 10 月 19 日（日） 受付 9:00～/開会式 9:30/タート 9:45
・ところ：北栄町（青山剛昌ふるさと館～お台場公園～ながいも畑など）
・㎞数：8km コース
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取県ウオーキング協会
全日本ノルディック連盟鳥取県支部（NPO 法人未来 内）
事務局 0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■2014 日韓ピースウォーキング開催！！PEACE Walking＜鳥取県～韓国＞
実施期間：平成 26 年 9 月 6 日 (土)～平成 26 年 10 月 24 日(金)までの間
実施場所：鳥取県（日本）と江原道庁（韓国）
≪国内ウォーク≫
開催日時 平成 26 年 9 月 6 日 (土)鳥取県庁⇒白兎道の駅（13.0km） 受付 午前
8:30～/スタート 午前 9:30
開催日時 平成 26 年 9 月 7 日 (日)白兎道の駅⇒燕趙園 （28.2km） 受付 午前
8:30～/スタート 午前 9:00
開催日時 平成 26 年 9 月 13 日(土)燕趙園⇒鳴り石カフェ（29.0km） 受付 午前
8:30～/スタート 午前 9:00
開催日時 平成 26 年 9 月 27 日(土)鳴り石カフェ⇒淀江庁舎(24.4km) 受付 午前
8:30～/スタート 午前 9:00
開催日時 平成 26 年 10 月 4 日(土)淀江庁舎⇒境港駅 （25.9km）
受付 午前
8:30～/スタート 午前 9:00
≪韓国ウォーク ～韓国縦断～≫
・開催日：平成 26 年 10 月 22 日(水)～24 日(金)の 3 日間
開催地：春川市（チュンチョン）、原州市（ウォンジュ）
☆江原道（カンオンドウ）コース 各日 30.0km
参加予定人数：定員 50 名
とりっぽ：利用可能（国内ウォークコースに限る）
スタンプラリー：協力可能
問合せ先：事務局 NPO 法人未来
TEL＆FAX 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 伯耆町 さわやか歩(ある)キングの集い＜伯耆町＞※少雨決行
・と き：平成 26 年 10 月 25 日（土）集合・受付・開会式 8:30/スタート 9:00
・ところ：越敷山周辺コース（集合：伯耆町保健福祉センター）
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 70 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：健康対策課 健康増進室
三島 0859-68-5536
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■賀露しおかぜウォーク＜鳥取市＞ ※少雨決行
・と き：平成 26 年 10 月 25 日（土）受付 9:00～/スタート 10:00
・ところ：鳥取市南隅 715 （株）ウイードメディカル
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 150 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：(社)全日本ノルディックウォーク連盟
鳥取東部推進委員会
担当：門脇 0857-30-6464
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
（さかなの町コース）
・と き：平成 26 年 10 月 26 日（日） 集合９：４５
・ところ：境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■八上姫ウォーキング大会 in 鳥取市南商工会まつり＜鳥取市＞
・と き：平成 26 年 10 月 26 日（日）受付 9:00～ /スタート 9:40
・ところ：鳥取市河原町
・㎞数：3km/7.5km の 2 コース
・参加予定人数：定員 200 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取市南商工会
浦木 0858-85-1160
（※申し込み期限を延長し、当日まで受け付けします！）
・詳しくはコチラ：①大会案内チラシ、②大会案内チラシ

■ふれあいフェスタひえづノルディック・ウォーク講習会＜日吉津村＞
・と き：平成 26 年 11 月 2 日（日）スタート 10:00
・ところ：日吉津村内（日吉津村農業者トレーニングセンター発着）
・㎞数：約 4km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：日吉津村健康づくり推進協議会
担当：段塚 0859-27-5952
(※雨天時は、認定大会は中止として体育館内での講習会とする。)
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■JA グループ鳥取 健康寿命 100 歳プロジェクト＜鳥取市＞
実りの秋を楽しむ健康ウォーク
・と き：平成 26 年 11 月 3 日（月・祝）※雨天決行 スタート 10:10
・ところ：鳥取砂丘周辺コース（5km、10km）
・㎞数：5km/10km の 2 コース
・参加予定人数：定員 500 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取県農業協同組合中央会
担当：奥田 0857-21-2611
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 21 回よなごしんきん ふれあい健康ウォーク＜米子市＞
・と き：平成 26 年 11 月 3 日（月・祝）※少雨決行 スタート 10:20
・ところ：どらドラパーク米子陸上競技場～福市遺跡公園（往復）
・㎞数：往復約 8km
・参加予定人数：定員 400 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：米子信用金庫
担当：小川 0859-33-1247
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 49 回青谷町ハイキング＜青谷町＞
～不動山 3 滝めぐり こばしまウォーキング～
・と き：平成 26 年 11 月 3 日（月・祝日）スタート 9:15
・ところ：かちべ伝承館 発着
・㎞数：約 7km

・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取市教育委員会青谷町分室
担当：森 0857-85-0014
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 7 回金持開運ウォーキング＜日野町＞受付 8:30～
・と き：平成 26 年 11 月 8 日（土）スタート：A・C コース/10：00 B コース/10：30
・ところ：日野町中菅 滝山公園駐車場集合
日野町中菅 滝山公園～日野町金持 金持神社
・㎞数：A コース/14.4km B コース/8.5km C コース/5.9km
・参加予定人数：定員 170 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：金持開運ウォーキング実行委員会
事務局（0859）-72-0481
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第２回 ノルディック・ウォーク さかいみなと＜境港市＞ ※雨天決行
～台場公園から水木しげるロード、境水道沿いをめぐる～
・と き：2014 年 11 月 9 日（日）スタート 9:30
・ところ：境港市台場公園 発着
・㎞数：4km/8km の 2 コース
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部支部
事務局 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ 健康づくりクイズウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 26 年 11 月 9 日（日）受付 12:30～/開会式 13:30/スタート 14:00
・ところ：鳥取県庁、樗谷公園周辺等
・㎞数：3km/5km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取県東部福祉保健事務所
山田 0857-22-5695
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ①、大会案内チラシ②

■東郷池秋の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 26 年 11 月 9 日（日）スタート 6km 10:30/12km 9:30
・ところ：東郷湖羽合臨海公園（東郷池周回コース）
・㎞数：6km、12km の 2 コースの 2 コース
・参加予定人数：定員 300 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：一般財団法人 鳥取県観光事業団 東郷湖羽合臨海公園
担当：山口 0858-32-2189
■ ほくえい秋の味覚ウォーク ２０１４＜北栄町＞
・と き：平成２６年１１月１５日（土）スタート ９：１５
・ところ：北栄町内
・㎞数：約８km
・参加予定人数：定員 70 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：北栄町観光協会
山本（０８５８）-３７-５８７４
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 17 回 くらしん・くらしん経営者協議会 健康ウォーク＜倉吉市＞
・と き：平成 26 年 11 月 15 日（土）スタート 9:30
・ところ：倉吉パークスクエアー「ふれあい広場」発着
・㎞数：6km/12km の 2 コース
・参加予定人数：定員 250 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：倉吉信用金庫
担当：西村 0858-22-1111
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 3 回 SUN-IN 未来 100km ウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：2014 年 11 月 15 日（土）～11 月 16 日（日） 受付 11:00～/スタート 12:00
・ところ：湯梨浜町 道の駅 燕趙園発着 （制限時間：24 時間）
・㎞数：100km コース
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：NPO 法人未来（未来ウオーク実行委員会）

事務局（0858)-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 2 回おもてなしげんきウォーク in ゆりはま＜湯梨浜町＞(※雨天決行)
・と き：平成 26 年 11 月 16 日（日）受付 8:30～/スタート 10：00
・ところ：東郷湖一周
・㎞数：A コース 12km/B コース 5km
・参加予定人数：定員 300 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：湯梨浜町商工会
担当：小林 0858-32-0854
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 5 回福栄天体界道ウォーキング大会＜日南町＞(※雨天決行)
・と き：平成 26 年 11 月 16 日（日）受付 9:00～/スタート 10：00
・ところ：旧 福栄小学校
・㎞数：約 7km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：福栄まちづくり協議会
担当：長谷川 0859-83-0454
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 6 回境港さかな・妖怪ウォーク＜境港市＞
・と き：平成 26 年 11 月 16 日（日）スタート 13.6km コース/10：00 5.2km コース/11：
00
・ところ：境港市（集合・解散場所 境台場公園）
・㎞数：5.2km/13.6km の 2 コース
・参加予定人数：定員 600 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港さかな・妖怪ウォーク実行委員会
担当：福留 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウオーキングクラブ未来例会 ＜日野町＞
～日野町・金持神社へお参り～ 集合時間 10:00/スタート 10:15 頃
・と き：平成 26 年 11 月 22 日（土）

・ところ：鳥取県日野郡日野町
・㎞数：11km
・参加予定人数：定員 80 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■2014 秋の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞ (※少雨決行)
・と き：平成 26 年 11 月 23 日（日）受付 8:30～/スタート 9:30
・ところ：湖山池周辺（鳥取市）
・㎞数：①コース 約 15km/②コース 約 8km
・参加予定人数：定員 300 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：湖山池シーズンウォーク実行委員会
担当：岡田・清水 0857-31-2900
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ みなとウォーク＜境港市＞
（弥生緑地・外江コース）
・と き：平成 26 年 11 月 30 日（日）
・ところ：境港市
・㎞数：6,1km,7,8km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可
・問合せ:境港市観光協会
福留（0859）47-3880

集合９：４５

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウオーキングクラブ未来例会
米子市・法勝寺廃線跡ウオーク＜米子市＞
・と き：平成 26 年 12 月 7 日（日）集合時間 10 時
・ところ：鳥取県米子市
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 80 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ:ウオーキングクラブ未来

担当：矢野(0858)-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ ウオーキングクラブ未来例会
湯梨浜町・歩き納めウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 26 年 12 月 14 日（日）集合時間 9 時
・ところ：鳥取県湯梨浜町
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 80 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ:ウオーキングクラブ未来
担当：矢野(0858)-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
(光祐寺・正福寺コース)
・と き：平成 26 年 12 月 21 日（日） 集合 9：45
・ところ：境港市
・㎞数：5.1km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
（弥生緑地・大港神社コース）
・と き：平成 27 年 1 月 25 日（日） 集合 9：45
・ところ：境港市
・㎞数：5.3km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■ ウオーキングクラブ未来例会
琴浦町・旧街道を歩く＜琴浦町＞
・と き：平成 27 年 1 月 25 日（日）集合時間 10 時
・ところ：鳥取県琴浦町
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ:ウオーキングクラブ未来
担当：矢野(0858)-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 3 回 ノルディック・スノーウォークますみず＜伯耆町＞
・と き：平成 27 年 2 月 21 日（土） 受付 9：00～
・ところ：鳥取県西伯郡伯耆町桝水 桝水高原
・㎞数：桝水高原周辺 6km・4km
・参加予定人数：定員 60 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取西部支部
森田 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク ＜境港市＞
（さかなの町コース）
・と き：平成 27 年 2 月 22 日（日） 集合 9：45
・ところ：境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：境港市観光協会
福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウオーキングクラブ未来例会
大山町・旧大山町をウオーク＜大山町＞
・と き：平成 27 年 2 月 22 日（日） 集合時間 10 時/スタート 10:15 頃
・ところ：鳥取県大山町
・㎞数：13km

・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
矢野 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ みなとウォーク＜境港市＞
（河童満喫コース）
・と き：平成 27 年 3 月 22 日（日）
・ところ：境港市
・㎞数：6,5km
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用可

集合 9：45

・問合せ:境港市観光協会
福留（0859）47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォーク 米子大会 in 淀江運動公園＜淀江町＞
・と き：平成 27 年 3 月 28 日(土) 受付開始 9:00/スタート：9:30 頃（※少雨決行）
・ところ：淀江運動公園
・㎞数：A コース 7.5km/B コース 4.2km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取西部支部
森田 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウオーキングクラブ未来例会 湯梨浜町・東郷湖一周ウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 3 月 29 日（日） 集合時間 10 時/スタート 10:15 頃
・ところ：鳥取県湯梨浜町南谷
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

