
■ 第 15回 さくらウォーキング＜南部町＞ 

・と き：平成 24年 4月 14日（土）9:00～ 

・ところ：総合福祉センターしあわせ 

・ ㎞数：3㎞/6㎞/10km 

・参加費：未定 

・詳 細：南部町観光協会 TEL:0859-66-3113 

■ 太平記ウオーク＜大山町・琴浦町＞ 

・と き：平成 24年 4月 15日（日）9:00～ 

・ところ：ＪＲ御来屋駅 

・ ㎞数：5㎞ 

・参加費：500円（おにぎり代、保険料含む 

・詳 細：大山町商工観光課 TEL:0859-53-3110 

琴浦町商工観光課 TEL:0858-55-7558 

■ 第 6回 境港市健康ウォーク大会＜境港市＞ 

・と き：平成 24年 4月 22日（日）9:00～ 

・ところ：境台場公園 

・ ㎞数：4㎞/10km 

・参加費：200円(18歳以下は無料) 

・詳 細：境港市教育委員会事務局生涯学習課 TEL:0859-47-1093 

■ ケータイで健康づくりウオーキング＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 4月 28日（土）9:00 受付 10:00～ 

・ところ：ゆアシス龍鳳閣 

・ ㎞数：5㎞/12km 

・参加費：500円 

・詳 細：NPO法人未来 TEL:0858-27-0120 

■ 船上山ダム湖一周ウォーキング＜琴浦町＞ 

・と き：平成 24年 4月 29日（日）10:15 受付 

・ところ：船上山少年自然の家前 

・ ㎞数：3,5㎞/3,8km 

・参加費：無料 

・詳 細：琴浦町役場 農林水産課 宮本 TEL:0858-55-1703 

・会場への行き方 

・大会当日について 



■ 初めてのノルディックウオーク in北栄町西高尾ダム＜北栄町＞ 

・と き：平成 24年 5月 3日（祝）9:30 受付 10:00～ 

・ところ：レークサイド大栄下、ダム管理棟前 

・ ㎞数：3㎞/7km 

・参加費：500円 

・詳 細：レークサイドノルディックウオーク実行委員会 

・TEL:080-3754-5200 

■ 初めてのノルディックウォーク in岩美＜岩美町＞ 

・と き：平成 24年 5月 19日（土）受付 9:00～ 

・ところ：岩美町浦富第一駐車場 

・ ㎞数：5㎞ 

・参加費：500円 

・詳 細：株式会社ウィードメディカル（担当門脇） TEL:0857-25-4668 

■ 第１回 エンジョイ ウオーキング大会＜米子市＞ 

・と き：平成 24年 5月 20日（日）受付 9:00～ 

・ところ：弓ケ浜公園（米子市両三柳） 

・ ㎞数：8㎞/4km 

・参加費：一般 700 円、小・中学生 300円、未就学児は無料 

・詳 細：米子ケヤキ通り振興会 TEL:0859-34-8811 

■ 第 3回浦富海岸ジオウォーク＜岩美町＞ 

・と き：平成 24年 5月 26日（土）8:30 受付 9:00 開会式 

・ところ：岩美町田後 田後港 

・ ㎞数：A 4.5㎞/B 3.4km/C 3.5km 

・参加費：1000円（記念品、昼食、抽選会含む） 

・詳 細：岩美町観光協会 TEL:0857-72-3481 

■ 東郷湖春の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 5月 27日（日）9:00 受付（12km）10:00 受付（7km） 

・ところ：中国庭園 燕趙園 

・ ㎞数：7㎞/12km 

・参加費：1000円 小・中学生 500円（昼食・保険込） 

・詳 細：東郷湖羽合臨海公園（あやめ池スポーツセンター） TEL:0858-32-2231 



■ 第 12回ＳＵＮ－ＩＮ 未来ウオーク＜倉吉市＞ 

・と き：平成 24年 6月 16日（土）・17日（日）6：30～ 

・ところ：倉吉未来中心 

・ ㎞数：5㎞/10 ㎞/20km/24km/30km/40km 

・参加費：1,500円(事前) 2,000円(当日) 

・詳 細：未来ウオーク実行委員会 TEL：0858-22-8999 

■ すいかウオーク＜北栄町＞ 

・と き：平成 24年 6月 24日（日） 8:00 受付 8:30 出発 

・ところ：由良町内 旧 運転免許センター跡 駐車場集合 

・ ㎞数：10㎞（往復） 

・詳 細：北栄健康てくてくクラブ TEL：0858-37-6022 

■ 第 2回 湖山池一周ジオウォーキング＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 6月 24日（日）9:00 受付 9:45 出発式 

・ところ：湖山池情報プラザ（鳥取市高住 754-17） 

・ ㎞数：7㎞/14km 

・参加費：500円（保険料含む） 

・詳 細：湖山池情報プラザ TEL:0857-31-2900 

■ 龍鳳閣・まちなみグルメウォーキング＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 7月 8日（日）9:00 受付 9:30 スタート 

・ところ：ゆアシス龍鳳閣 

・ ㎞数：10km 

・参加費：1,500円（保険料・昼食含む） 

・詳 細：ゆアシス龍鳳閣 TEL:0858-32-2622 

■ コナンオブジェ探訪ウオーク＜北栄町＞ 

・と き：平成 24年 8月 5日（日） 8:00 受付 8:30 出発 

・ところ：由良宿内 旧 運転免許センター跡 駐車場集合 

・ ㎞数：5㎞ 

・詳 細：北栄健康てくてくクラブ TEL：0858-37-6022 

■ 湯梨浜ナイトハイク 2012＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 8月 18日（土）17:30 受付 18:00 出発 

・ところ：夢広場横カヌー艇庫 

・ ㎞数：6㎞/12km 



・参加費：100円（幼児は無料） 

・詳 細：湯梨浜町役場生涯学習・人権推進課 TEL:0858-35-5367 

■ 初めてのノルディック・ウォーク in樗谷公園＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 9月 8日（土）9:00 受付 

・ところ：樗谷公園 

・ ㎞数：8㎞ 

・参加費：500円 

・詳 細：（株）ウィードメディカル 0857-25-4666 

平日 9時～17時）FAX/0857-25-4668 

■ 第 2回美水の郷古代ロマンウォーク＜大山町・米子市＞ 

・と き：平成 24年 9月 22日（土）9:00 受付 9:30～ 

・ところ：むきばんだ史跡公園 

・ ㎞数：7.5㎞/16km 

・参加費：事前申込 1000円、当日 1500円 

・詳 細：美水の郷古代ロマンウオーク運営委員会 TEL:0859-37-2311 

■ 第 1回境港さかな・妖怪ウォーク＜境港市＞ 

・と き：平成 24年 9月 30日（日） 

12.8㎞コース 9:30 受付 6.6km コース 10:30 受付 

・ところ：ＪＲ境港駅前広場 

・ ㎞数：6.6㎞/12.8km 

・参加費：事前申込 一般 1,000円 小・中学生 500円（当日 1,500円、1,000円） 

・詳 細：境港さかな・妖怪ウォーク実行委員会 TEL:0859-47-3880 

・ＨＰ：http://www.sakaiminato.net/ 

■ 第 3回城下町鹿野そばの花ウォーク＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 9月 30日（日） 

・ところ：鳥取市鹿野町鹿野地内 

・ ㎞数：3,7㎞/6,5km 

・参加費：小学生 500 円/中学生以上 1000円/親子ペア 1200円 

・詳 細：鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」 TEL:0857-38-0030 

■ しろうさぎウォーク（ノルディック・ウォーク大会）＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 10月 6日(土) 受付 9:00 受付 開会式 9:30 スタート 10:00 

・ところ：鳥取県立福祉人材研修センター 



・ ㎞数：約 8㎞（白兎神社まで歩く） 

・参加費：500円/(保険料含む) ノルディックポール無料貸出 

・とりっぽ：利用可 

・詳 細：(株)ウィードメディカル TEL：0857-25-4666 

・主 催：福祉用具フェア実行委員会 詳しくはこちら 

■ 第 4回みんなで達成！地球一周 4万キロウオーク 

(cafe ippo から歩く秋の東郷湖、歴史ロマンウオーク＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 10月 13日（土） 

・ところ：cafe ippo(湯梨浜町南谷) 

・ ㎞数：2km 

・参加費：500円/人(保険料・レンタルポール代含む) ※高校生以下無料 

・とりっぽ：利用可 

・詳 細：シューズショップコマツ TEL:0858-26-5343 

■ 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 24年 10月 13日（土） 

・ところ：鳥取市白兎 

・ ㎞数：5km10km,16km,22km 

・参加費：大人 1000 円 高校生以下無料 

・詳 細：山陰海岸ジオパーク西地区実行委員会 TEL：0857-21-2526 

■ 世界へと続く朱印船貿易の道「鹿野往来 亀井ウォーク」＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 10月 14日（土）8:30～ 

・ところ：鳥の劇場グランド（旧鹿野小学校） 

・ ㎞数：7㎞/14km 

・参加費：中学生以上 500円、小学生 200円 

・詳 細：鹿野往来交流館「童里夢」 TEL:0857-38-0030 

■ 第 1回ノルディック・ウォークむきばんだ 

～よみがえる古代・健康・若さ～＜大山町・米子市＞ 

・と き：平成 24年 10月 14日（日）受付 9:00〜 

・ところ：むきばんだ史跡公園 

・ ㎞数：8km/4km 

・参加費：1000円 

・詳 細：全日本ノルディック・ウォーク連盟鳥取県西部推進委員会 TEL:0859-32-

3601 



■ 第 47回青谷町ハイキング～潮風ゆうゆうこばしまウォーキング～＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 10月 14日（日）受付 8:30～ 

・ところ：青谷ようこそ館 

・ ㎞数：7km 

・参加費：500円（小学生以下無料、但し保護者同伴） 

・詳 細：潮風ゆうゆうこばしまウォーキング実行委員会 TEL:0857-85-0014 

■ 東郷湖秋の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 10月 14日（日）(12km)9:00 受付 (7km)10:00 受付 

・ところ：中国庭園 燕趙園横芝広場 

・ ㎞数：7㎞/12km 

・参加費：大人 1000 円 小・中学生 500円(昼食代・保険込み) 

・詳 細：東郷湖羽合臨海公園(あやめ池スポーツセンター) TEL:0858-32-2189 

■ 参勤交代の道、史跡を歩こう！ 歴史の道 因幡街道「志戸坂峠越」ウオーク＜智

頭＞ 

・と き：平成 24年 10月 20日 

・ところ：西栗倉コンベンションホール 

・ ㎞数：約 10㎞ 

・参加費：500円/小学生以上 200円 

・詳 細：智頭町観光協会 

TEL：0858-76-1111  FAX:0858-76-1112  E-mail:c-kaoko@abeam.ocn.ne.jp 

■ 船上山 森の感謝祭 船上山ダム一周ウォーキング＜琴浦町＞ 

・と き：平成 24年 10月 21日（日）10:30 受付 

・ところ：船上山少年自然の家前 

・ ㎞数：3.8km 

・参加費：無料【当日受付） 

・詳 細：詳しくはこちら 琴浦町役場 農林水産課 TEL:0858-55-7803 

■ 第 13回鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭「健康ウオーク＆ノルディック」＜鳥

取市＞ 

・と き：平成 24年 10月 21日（日）9:00 受付 9:30～ 

・ところ：コカ・コーラ ウェスト スポーツパーク陸上競技場前 

・ ㎞数：5㎞/10km 

・参加費：200円 

・詳 細：鳥取県ウォーキング協会 TEL:0858-22-8999 



■ みささ健康ウォーク～ノルディックウォーク～＜三朝町＞ 

・と き：平成 24年 10月 21日（日）10：00～ 

・ところ：三朝町役場 

・ ㎞数：3㎞ 

・参加費：未定 

・詳 細：三朝町健康福祉課 岩山 TEL：0858-43-1111 

■ 乗って、歩いて、見て、学ぼう＜八頭町＞ 

・と き：平成 24年 10月 21日（日）受付 11:30～ 

・ところ：若桜鉄道沿線(隼駅集合) 

・ ㎞数：3,7㎞/6,5km 

・参加費：７６０円 (若桜鉄道のファミリー切符料金) 

・詳 細：隼駅を守る会 TEL：72-0085(船岡公民館) 

■ 伯耆町 さわやか歩キングの集い＜伯耆町＞ 

・と き：平成 24年 10月 27日（土）9:00 開会式 

・ところ：添谷展望駐車場周辺 

・ ㎞数：6km 

・参加費：500円 

・詳 細：伯耆町健康対策課健康増進室 TEL:0859-68-5536 

■ 創立 100周年記念 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 24年 10月 27日（土）少雨結構 受付 8：30～ 開会式 9：15～ 

・ところ：倉吉パークスクエア（ふれあい広場） 

・ ㎞数：健脚コース 12㎞/散歩コース 6km 

・参加費：無料（傷害保険・豚汁のサービス、完歩証有） 

・詳 細：倉吉信用金庫 本部・営業推進部「健康ウォーク係」TEL：0858-22-1111 

FAX：0858-22-5607 

■ らっきょうの花ウォーク（ノルディック・ウォーク）＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 10月 27日（土）9：00～ 

・ところ：鳥取砂丘オアシス広場 

・ ㎞数：7km 

・参加費：500円 

・詳 細：全日本ノルディック・ウォーク連盟鳥取県東部推進委員会 TEL:0857-25-

4666 



■ 第 19回よなごしんきんふれあい健康ウオーク＜米子市＞ 

・と き：平成 24年 11月 3日（土) 受付 9:30～ 

・ところ：どらドラパーク米子東山補助グランド 

・ ㎞数：8km 

・参加費：無料 

・とりっぽ：利用可 

・詳 細：新日本海新聞 西部本社 広告課 TEL:0859-34-8813 

■ 森林公園とっとり出会いの森「いなばの森」森林浴ウオーキング大会＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 11月 3日 

・ところ：森林公園とっとり出会いの森 

・ ㎞数：初心者コース 2.4㎞ 健脚コース 4.2km 

・参加費：500円 

・詳 細：鳥取県鳥取市川端２丁目１２５ 

TEL：0857-22-6860 FAX:0857-23-4908 E-mail:inaba-cl@hal.ne.jp 詳しくはこちら 

■ ふれあいフェスタひえづ健康ウオーク＜日吉津村＞ 

・と き：平成 24年 1１月４日（日）受付 10：15 

・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 3,2㎞ 

・参加費：無料 

・詳 細：日吉津村役場 福祉保健課 TEL:０８５９－２７－５９５２ 

■ 第 5回金持開運ウォーキング＜日野町＞ 

・と き：平成 24年 11月 10日（土）9:00 受付 

・ところ：滝山公園 

・ ㎞数：5㎞/8.5km/15.5 ㎞ 

・参加費：一般 1000 円、高校生以下 500円 

・詳 細：日野町観光協会 TEL:0859-72-0481 

■ 第 5回 ふるさと気高ウォーキング大会＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 11月 10日（土） 

・ところ：鳥取市気高町浜村地内 

・ ㎞数：3.5㎞ 

・参加費： 

・とりっぽ：利用可 

・詳 細：鳥取市体育協会気高支部 TEL:0857-82-1411 



■ 三徳山ウォーク＜三朝＞ 

・と き：平成 24年 11月 10日（土）受付 8:30～8:50 

・ところ：三朝町俵原地内(県営俵原牧場周辺) 

・ ㎞数：約 5km,10km 

・参加費：500円(保険第等)＊当日受付にてお支払いください。 

・詳 細：三徳山を守る会事務局 TEL:0858-43-3510 Fax:0858-43-0647 詳しくはこち

ら 

■ 天体界道ウォーキング大会 復活神社～開運神社へ＜日南町＞ 

・と き：平成 24年 11月 11日（日）集合 9:00～ スタート 10:00 

・ところ：旧福栄小学校前 

・ ㎞数：7.2km 

・参加費：500円 

・詳 細：福栄町づくり協議会 TEL:0859-83-0454 詳しくはこちら 

■ 第一回全日本ノルディック・ウォーク全国大会 in鳥取湯梨浜大会 ＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 11月 11日（土）受付 9:30～ 10:30 スタート 

・ところ：中国庭園 燕趙園 鳥取県東伯郡湯梨浜町引地 565-1 

・ ㎞数：12km 5km 

・参加費：大人 500 円(保険料込み) 

・詳 細：NPO法人未来 0858-22-9791 

■ とっとり EKINAN ウォーキング＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 11月 18日（日）受付 8:30～ 

・ところ：鳥取駅南地区 

・ ㎞数：5km 

・参加費：大人 1000 円 こども(小・中・高校生)500円 

・詳 細：鳥取駅南振興会 TEL：070-5675-1063 詳しくはこちら 

■ 湖山池一周シーズンウォーク＜鳥取市＞ 

・と き：平成 24年 11月 18日（土）受付 9:00～ 雨天決行 

・ところ：湖山池情報プラザ 鳥取市高住 754-17 

・ ㎞数：約 15km ハーフ約 7km 

・参加費：大人 500 円(保険料込み) 小学生以下 300円(保険料込み) 

・詳 細：湖山池情報プラザ TEL:0857-31-2900 詳しくはこちら 



■ ノルディックで歩こ！若桜の清流ウォーク＜若桜＞ 

・と き：平成 24年 11月 24日（土） 

・ところ：ゆうゆうわかさ ふれあい広場 

・ ㎞数：8km 

・参加費：大人 500 円(保険料含む) 

・とりっぽ：利用可 

・詳 細：(有)ウィードメディカル TEL：0857-25-4666 詳しくはこちら 

■ 奥大山ぶな林ウォーク＜江府町＞ 

・と き：平成 24年 11月 27日（火）受付 9:30～ 開会式 10:00～ 

・ところ：休暇村奥大山 鳥取県日野郡江府町御机 709-1 

・ ㎞数：約 3.2km 

・参加費：無料 

・詳 細：奥大山ぶな林ウォーク実行委員会 TEL:080-3754-5201 

■ Last Walking fes 歩き納め＆大感謝祭ウオーク＜湯梨浜町＞ 

・と き：平成 24年 12月 29日（土）受付 13:30～ スタート 14:15～ 

・ところ：Cafe ippo (東伯郡湯梨浜町大字南谷 573) 

・ ㎞数：12ｋｍ 

・参加費：500円 (ポールレンタル別途 300円) 

・詳 細：Cafe ippo TEL：0858-35-6161 

・とりっぽ利用大会 

■ 初詣・神社めぐりウオーク＜倉吉市＞ 

・と き：平成２５年 1月 10日（木）集合時間 8:30～ 

・ところ：シビックセンターたからや(倉吉市宮川町 188-9) 

・ ㎞数：10ｋｍ 

・参加費：200円 

・詳 細：ウォーキングクラブ未来 矢野 TEL:090-9544-6016   TEL:0858-22-8999 

・とりっぽ利用大会 

 

 

 



■ ノルディック・スノーウォーク だいせん ～雪原で冬も元気にポールウォーク～＜

大山町＞ 

・と き：平成２５年 1月 27日（日）受付 9:00～ スタート 9:30～ 

・ところ：大山寺とやま旅館 鳥取県西伯郡大山町大山 18 

・ ㎞数：6km 4ｋｍ 

・参加費：1500円 (昼食・保険代含む) 小学生以下 1000円 スノーシュー貸出料

1000円 

・とりっぽ：利用 

・詳 細：全日本ノルディック・ウォーク連盟 鳥取県西部推進委員会 TEL:0859-52-

3601 FAX:0859-32-3618 

■琴浦こて絵散策ウォーク 

・と き：平成 25年 2月 21日（木）集合 9:00   スタート 9：15 

・ところ：安田小学校(鳥取県東伯郡琴浦町箆津３１８) 

・ ㎞数：約 11km 

・参加費：200円 

・参加予定人数：50人 

・とりっぽ：利用 

・その他：集合場所確認のため必ず事前に申し込みください。 

※安田小学校の場所が分からない方は 

  シビックセンターたからや(倉吉市宮川町 188-9)に 8:30集合でご一緒します。 

問合せ：ウォーキングクラブ未来 矢野 TEL：090-9544-6016 

■名和名所めぐりウオーク 

・と き：平成 25年 3月 14日（木）たからや駐車場集合 8:30   御来屋漁港現地集合

9:30  スタート 9：45 

・ところ：御来屋漁港(鳥取県西伯郡大山町御来屋２９−４) 

・ ㎞数：約 10km 

・参加費：200円 

・参加予定人数：50人 

・とりっぽ：利用 

・その他：集合場所確認のため必ず事前に申し込みください。 

※御来屋漁港の場所が分からない方は 

シビックセンターたからや(倉吉市宮川町 188-9)に 8:30集合でご一緒します。 

問合せ：ウォーキングクラブ未来 矢野 TEL：090-9544-6016 


