■JA グループ鳥取 健康寿命 100 歳プロジェクト＜湯梨浜町＞
～春の便りを感じる健康ウォーク～
・と き：平成 29 年 4 月 2 日（日）受付 9：00～ / 出発式 10：10
・ところ：湯梨浜町南谷「ウォーキングステーション カフェイッポ」
・㎞数：6km/10km
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：鳥取県農業協同組合中央会
担当：松田 0857-21-2611
・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・勝田神社詣で＜米子市＞
・と き：平成 29 年 4 月 5 日（水）集合 9：45 / スタート 10：00
・ところ：どらドラパーク内 東山体育館前（米子市東山町）
・㎞数：約 11km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 20 回さくらウォーキング＜南部町＞
・と き：平成 29 年 4 月 8 日（土）受付 8：45～ / スタート 9：50
・ところ：南部町法勝寺
・㎞数：①4km /②6km /③11km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：特定非営利活動法人 南部町総合型地域スポーツクラブ
担当：板 0859-66-5400
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（桜の名所そこかしこ ～春の陽気に誘われて～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 4 月 9 日（日）集合 9：40 / スタート 10：00
・ところ：境港市
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第１回さかいみなと砂浜ウォーク＜境港市＞
・と き：平成 29 年 4 月 16 日（日）受付 8：30～ / スタート 9：45
・ところ：境港公共アリーナ～弓ヶ浜～アジア博物館～弓ヶ浜～夢みなとタワー
・㎞数：7km
・参加予定人数：定員 500 名
・問合せ：境港美保ライオンズクラブ
事務局：0859-44-3277
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■蜘ヶ家山春の野草観察ウォーク＜北栄町＞
・と き：平成 29 年 4 月 16 日（日）受付 8：40～ / スタート 9：00
・ところ：(集合)大栄健康増進センター駐車場、(往復)蜘ヶ家山山菜の里
・㎞数：約 6km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：株式会社チュウブ
担当：藤井 0858-36-4568
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディックで歩こう殿ダム一周ウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 4 月 23 日（日）受付 9：00～ / スタート 10：00
・ところ：鳥取市国府町殿 46 番地 殿ダム交流館
・㎞数：8km
・参加予定人数：定員 150 名
・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
■船上山ダム湖一周ウォーキング＜琴浦町＞
・と き：平成 29 年 4 月 23 日（日）受付 10：00～ /スタート 10：30
・ところ：船上山ダム周辺
・㎞数：①コース 約 3.5km/②コース 約 3.8km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：琴浦町農林水産課
担当：平野 0858-55-7803
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■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＞
もう一度元気で歩こう。通常歩行困難者の歩行指導。
・と き：2017 年 5 月 3 日（水・祝）受付 午前 9 時～ /スタート 10 時 00 分頃
・ところ：むきばんだ史跡公園（西伯郡大山町妻木）※駐車場有
・㎞数：A コース 8km/ B コース 4km/ C コース 通常歩行困難者の歩行指導
・参加予定人数：定員 180 名
・問合せ：ノルディック・ウォーク 鳥取西部
担当：森田 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■森林公園とっとり出合いの森「いなばの森」森林浴ウォーキング大会＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 5 月 7 日（日）受付 9：00 / スタート 10：00
・ところ：とっとり出合いの森
・㎞数：約 3.5km/約 6km
・参加予定人数：定員 400 名
・問合せ：鳥取いなばライオンズクラブ
事務局：0857-22-6860
・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・名和神社から住雲寺(藤寺)へ＜大山町＞
・と き：平成 29 年 5 月 9 日（火）集合 午前 8 時 45 分 /スタート 9 時
・ところ：大山町名和総合運動公園
・㎞数：11km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（寄ってらっしゃい！中野港 ～祈大漁～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 5 月 13 日（土）集合 9：40 / スタート 10：00
・ところ：境港市
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■ユニセフ ラブウォーク in 鳥取＜湯梨浜町＞
・と き：2017 年 5 月 13 日（土）受付 9:30～ /スタート 10:20 ※少雨決行
・ところ：東郷湖 あやめ池 ～ 出雲山展望台(往復)
・㎞数：往復約 5km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：鳥取県ユニセフ協会
担当：奥谷 0858-71-0970
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■うらどめ健康ウォーク＜岩美町＞
・と き：平成 29 年 5 月 14 日（日）受付 9：00～ / スタート 10：00
・ところ：岩美町総合運動場(岩美郡岩美町高山 302) 第２駐車場
・㎞数：9km
・参加予定人数：定員 150 名
・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
■東郷池春の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 29 年 5 月 20 日（土）
・ところ：中国庭園燕趙園を発着地とした東郷池周回コース
距離、時間：
①コース約 12km 受付開始 9:00、スタート 9:30
②コース約 7km 受付開始 10:00、スタート 10:30
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：東郷湖羽合臨海公園
担当：山口 0858-32-2189
・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 6 回エンジョイウォーキング大会＜米子市＞
・と き：2017 年 5 月 21 日（日）受付 8：15～ / 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：約 8.7km /約 4.5km
・参加予定人数：定員 500 名
・問合せ：米子ケヤキ通り振興会
担当：門脇 0859-34-8811
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第 8 回浦富海岸ジオウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 5 月 27 日（土）受付 8:00～ /スタート 8:45
・ところ：岩美町浦富海岸（田後港発着）
・㎞数：A コース約 4.5km/B コース約 5.7km/C コース約 3.6km
・参加予定人数：定員 600 名
・問合せ：浦富海岸ジオウォーク実行委員会
担当：松岡 0857-73-1416
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■2017 春の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 5 月 28 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 /③コース約 3km
・参加予定人数：定員 500 名
・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
■第１７回 ＳＵＮ-ＩＮ未来ウオーク＜倉吉市・三朝、湯梨浜、北栄、琴浦町＞
・と き：２０１７年６月３日（土）・４日（日）のツーデーマーチ ※雨天決行
・ところ：鳥取県倉吉市（主会場：倉吉パークスクエア内、倉吉未来中心）
(※受付開始時刻、スタート時間はコースにより異なる。)全１１コース
【１日目】
40km 受付 7:00/スタート 7:30
20km 受付 8:00/スタート 9:00
10、7、5、3km 受付 9:00/スタート 10:30
【2 日目】
30km 受付 7:00/スタート 7:30
20km 受付 7:00/スタート 8:30
10、5、3km 受付 8:30/スタート 10:00
参加予定人数：定員 5,000 名
問合せ先：未来ウオーク実行委員会（NPO 法人未来 内）
事務局：0858-27-0101 （専用携帯：090-9730-1089）
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第４回大山歴史探訪ウオーク＜大山町＞
・と き：平成 29 年 6 月 10 日（土）受付 8：30～ /開会式 9：00（※開会式終了後ス
タート）
・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 600 名
・問合せ：大山歴史探訪ウオーク実行委員会
担当：米澤 0859-34-8813
・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＞
・と き：平成 29 年 6 月 10 日（土）受付 9:00～ /スタート 9:30 ※少雨決行
・ところ：平成の名水百選 地蔵滝の泉周辺（伯耆町丸山）
・㎞数：約 6.5km
・参加予定人数：定員 70 名
・問合せ：伯耆町役場 健康対策課健康増進室
担当：北垣 0859-68-5536
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ノルディック・ウォーク さかいみなと＜境港市＞
～江島大橋から大山・中海に浮かぶ大根島を見渡してのウォーク～
・と き：2017 年 6 月 17 日（土）受付 午前 9 時～ /スタート 10 時 00 分頃
・ところ：境港市 竜ヶ山公園（境港市三軒屋町）※駐車場有
・㎞数：A コース 8km/B コース 4km/C コース 以前のように元気に歩くように成りた
い人の歩行指導
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：ノルディック・ウォーク 鳥取西部
担当：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 三朝町・ホタルナイトウオーク＜三朝町＞
・と き：平成 29 年 6 月 17 日（土）集合 午後 5 時 45 分 /スタート 18 時
・ところ：三朝町ふるさと健康むら（三朝町横手 15-1）
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来

担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（初夏の彩 ～花々を愛でながら～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 6 月 18 日（日）集合 9：40 / スタート 10：00
・ところ：鳥取県境港市(集合：竜ヶ山公園)
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■すいかウオーク＜北栄町＞
・と き：平成 29 年 6 月 25 日（日）受付 8:30～ /スタート 9:00
・ところ：鳥取県東伯郡北栄町 出会いの広場発着
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：北栄町教育委員会
担当：谷口 0858-37-5871
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■東郷湖ドキドキビンゴウォーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 29 年 7 月 8 日（土）受付 9:00～ /スタート 10:00
・ところ：中国庭園 燕趙園
・㎞数：8km/12km
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：ゆアシス東郷龍鳳閣
担当：永田 0858-32-2622 （※6/9(金)から受付開始）
・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 八頭町・船岡竹林公園へ＜八頭町＞
・と き：平成 29 年 7 月 15 日（土）集合 午前 8 時 45 分 /スタート 9 時
・ところ：船岡竹林公園（八頭郡八頭町西谷 564-1）
・㎞数：10km / 13km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来

担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（夏だ！祭だ！～お陽さまの恵みに感謝～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 7 月 16 日(日)【※早朝ウォーク】集合 7：40 / スタート 8：00
・ところ：鳥取県境港市(集合：竜ヶ山公園)
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 10 回 城下町しかのぶらり蓮ウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 7 月 17 日（月・祝）受付 8:00～ /スタート 8:45
・ところ：鹿野町農業者トレーニングセンター（集合・解散場所）
・㎞数：4.2195km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：城下町しかのぶらり蓮ウォーク実行委員会
担当：事務局 鳥取市西商工会 井上 0857-84-2402
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止】■みなとウォーク（夕涼み、そろそろ 5 時だよ！（全員）集合）＜境港市
＞
・と き：平成 29 年 8 月 5 日（土）集合 16:40～ /スタート 17:00 ※夕方ウォーク
・ところ：境港市
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止のお知らせ】
開催を予定しておりましたが、猛暑のため大会は中止とさせていただきます。
何卒ご理解ください。

■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 29 年 8 月 5 日（土）受付 午後 5:00～ /スタート 午後 6:00
・ところ：ハワイ夢広場（湯梨浜町大字南谷 567）
・㎞数：約 6km / 約 12km
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：教育委員会事務局生涯学習・人権推進課
担当：尾川 0858-35-5367
・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 智頭町・恋山形駅へ＜智頭町＞
・と き：平成 29 年 8 月 6 日（日）集合 午前 8 時 45 分 /スタート 9 時
・ところ：智頭宿町民グラウンド駐車場（智頭町智頭 746-7）
・㎞数：11km / 13km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 5 回にちなん水と森のウォーキング＜日南町＞
・と き：平成 29 年 8 月 27 日（日）受付 8:45～ /開会式 9:15～（終了後スタート）
・ところ：日南町内（石見地内）
・㎞数：約 5.5km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：にちなん「水と森のウォーキング」実行委員会
担当：出口 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 29 年 9 月 2 日（土）受付 9:00～ /スタート 10:00
・ところ：鳥取市上町 樗谿公園入口
・㎞数：8km
・参加予定人数：定員 150 名
・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

■第２回開運を切りひらく『内海中・小沢見・酒津・鹿野ロングトレイル』＜鹿野町＞
・と き：平成 29 年 9 月 2 日（土）受付 午前 7：30～ /スタート 9：15
・ところ：内海中～鹿野
・㎞数：約 18km
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：ロングトレイル実行委員会
担当：蔵本 0857-38-0030
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（ようこそ ここ(境港)へ！クッククック）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 9 月 9 日（土）集合 7:40～ /スタート 8:00
・ところ：境港市
・㎞数：6km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■～普段から歩こう！ウォーキングキャンペーン キックオフイベント～＜鳥取市＞
ＧＬＡＭＰＩＮＧ ＣＡＦＥ ＷＡＬＫＩＮＧ ウォーキングフェスタ in 湖山池
・と き：2017 年 9 月 9 日（土）受付 8:00～ / 出発式 9:15 / スタート 9:45
・ところ：コカ・コーラウエストパーク 鳥取県民体育館・親水広場（鳥取県鳥取市布勢
146-1）
・㎞数：5km / 17km
・参加予定人数：定員 1,000 名
・問合せ：ウォーキング立県 19 のまちを歩こう実行委員会 事務局（NPO 法人未来）
事務局：0858-24-5725
（※申込方法は、氏名・年齢・住所・電話番号・コースの必要事項をご明記のうえ メー
ル、
電話・ＦＡＸで受付ています。）
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

【※梨狩りウオークは申し込み人数が定員に達したため、受付を終了しました！】
■鳥取県スポーツレクレーション祭り健康ウオーク「樹上完熟梨狩りウオーク」＜湯梨
浜町＞
・と き：平成 29 年 9 月 16 日（土）受付 9:30 /スタート 10:00
・ところ：湯梨浜町（集合場所：あやめ池スポーツセンター）
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：鳥取県ウオーキング協会
担当：中原 0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止】■～普段から歩こう！ウォーキングキャンペーン キックオフイベント～
＜伯耆町＞
伯耆町ウオーク ウオーキングクラブ未来・名和友歩会との合同例会
・と き：平成 29 年 9 月 17 日（日）集合時間 8:45～ /スタート 9:00～
・ところ：伯耆町総合スポーツ公園駐車場（伯耆町大原 1006-3）
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止のお知らせ】
開催を予定しておりましたが、この度の台風の影響により大会は中止とさせていただ
きます。
何卒ご理解ください。
【※大会中止】■第３回夢みなと公園ウォーク＜境港市＞
・と き：平成 29 年 9 月 18 日(月・祝)受付 午前 9：45 /出発式、準備体操 10：00 順
次スタート
・ところ：境港市
・㎞数：4km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：夢みなと公園まつり実行委員会
担当：福留 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止のお知らせ】
開催を予定しておりましたが、この度の台風の影響により大会は中止とさせていただ

きます。
何卒ご理解ください。
【※大会中止】■彼岸花ウォーク in 南部町＜南部町＞
・と き：平成 29 年 9 月 18 日（月・祝）受付 8:30～ / スタート 9:30
・ところ：鳥取県西伯郡南部町法勝寺 332-1 まごころ市出発ゴール
・㎞数：11km / 4km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：特定非営利活動法人 南部町総合型地域スポーツクラブ
担当：板 0859-66-5400
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止のお知らせ】
開催を予定しておりましたが、この度の台風の影響により大会は中止とさせていただ
きます。
何卒ご理解ください
■琴浦グルメ de めぐるウォーク＜琴浦町＞
・と き：平成 29 年 9 月 23 日（土）受付 9:00～ /出発式 10:00（出発式終了後スター
ト）
・ところ：主会場 琴浦町東伯総合公園
・コース、㎞数：
（Ａ）潮風を感じる「琴ノ浦コース」琴浦町東伯総合公園～鳴り石の浜（7km）
（Ｂ）森林浴スポット「大山滝コース」琴浦町東伯総合公園～一向平キャンプ場（5km）
・参加予定人数：定員 960 名
・問合せ：琴浦グルメ de めぐるウォーク実行委員会
担当：谷岡 0858-55-7801
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■山陰海岸ジオパーク 120km ウオーク in 因幡・但馬 2017＜岩美町＞
・と き：平成 29 年 10 月 7 日（土）
・ところ：山陰海岸ジオパークエリア内の新温泉町から鳥取市までの間
・時間、㎞数：
＜20km コース＞
受付 7:30～ / スタート 8:30
＜5、10km コース＞ 受付 8:30～ / スタート 10:00
・参加予定人数：定員 650 名
・問合せ：山陰海岸ジオウオーク西地区実行委員会

担当：岸本 0857-21-2885
・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 鳥取市・河原焼き物の里窯元めぐり＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 10 月 10 日（日）集合 午前 8:45 / スタート 9:00
・ところ：鳥取市河原町 千代川さくらつつみ公園
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■平成 29 年度ゆりはま天女ウォーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 29 年 10 月 15 日（日）
・ところ：東郷湖周辺
・時間、㎞数：
＜A：12km、B：7km コース＞ 受付 8:00～ / スタート 9:20（※Ｂコースは定員に達し
たため受付を終了しました）
＜C：5km コース＞

受付 9:00～ / スタート 10:20

・参加予定人数：定員 800 名
・問合せ：ゆりはま天女ウォーク実行委員会
担当：宮脇 0858-35-5372
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■鳥取中部福興祭 福興ウオーク＜倉吉市＞
・と き：平成 29 年 10 月 21 日（土）受付 14:00～ / 出発式 15:00（※出発式終了後
スタート）
・ところ：復興祭会場（倉吉鉄道記念館周辺）
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 200 名
・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

■森林浴スポット大山滝トレイル＜琴浦町＞
・と き：平成 29 年 10 月 21 日（土）受付 9:30～ / 出発式 10:30（※出発式終了後
スタート）
・ところ：琴浦町・一向平キャンプ場（鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 688-130）
・㎞数：約 5km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：源泉回帰「関金温泉開湯 1300 年祭」実行委員会
【事務局】NPO 法人未来：0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止】■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 29 年 10 月 22 日（日）受付 9:00～ / スタート 9:45
・ところ：鳥取市 河原町
・㎞数：5.0km / 7.5km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：鳥取市南商工会
担当：浦木 0858-85-1160
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
【※大会中止のお知らせ】
開催を予定しておりましたが、台風の影響により大会は中止とさせていただきます。
何卒ご理解ください。
■ノルディック・ウォーク in 奥大山＜江府町＞
・と き：2017 年 10 月 22 日（日）受付 9:00～ / スタート 9:30
・ところ：江府町防災情報センター（JR 江尾駅より徒歩 10 分）発着
・㎞数：4km / 9km
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：ノルディック・ウォーク 鳥取西部
担当：森田 0859-32-360
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■開湯１３００年関金温泉と旧国鉄倉吉廃線跡トレイル＜関金町＞
・と き：平成 29 年 10 月 22 日（日）受付 8:30～ / 出発式 9:00（※出発式終了後ス
タート）
・ところ：せきがね湯命館（鳥取県倉吉市関金町関金宿１１３９）
・㎞数：6.5km / 14km
・参加予定人数：定員 400 名

・問合せ：源泉回帰「関金温泉開湯 1300 年祭」実行委員会
【事務局】NPO 法人未来：0858-24-5725
・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特別例会 関金⇔湯原ツーデーウオーク＜倉吉市＞
・と き：平成 29 年 10 月 24 日（火）集合 8 時 45 分～25 日（水） スタート 9:00
・ところ：鳥取県倉吉市関金温泉 ～ 岡山県湯原温泉(集合場所：関金温泉湯命館駐
車場)
・㎞数：往路 27km / 復路 24km（※ショートコース、ウオーキングのみの参加も可）
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第１回大山紅葉満喫ウオーク＜大山町・江府町・伯耆町＞
・と き：平成 29 年 10 月 28 日（土）受付 8:30～ / スタート 9:00
・ところ：奥大山コース
・㎞数、集合場所：
奥大山コース （約 4.2km）集合場所：奥大山スキー場
健脚・横手道コース（約 6km）集合場所：博労座第 5 駐車場
・参加資格：小学生以上
・参加予定人数：定員 400 名
・問合せ：大山環状道路自動車利用適正化社会実験協議会
担当：（地域振興局）加藤 0859-31-9629
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■さじ健康ウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 10 月 29 日（日）受付 9:00～ /スタート 10:00
・ところ：鳥取市佐治
・㎞数：8km
・参加予定人数：定員 150 名
・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（実りの秋は食だけじゃない！ ～伯州綿に拍手して～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 10 月 29 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市
・㎞数：7km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 8 回福栄天体界道ウォーキング大会＜日南町＞
・と き：平成 29 年 10 月 29 日（日）受付 9:00～ / スタート 10:00
・ところ：福栄地内、（集合場所：旧福栄小学校）
・㎞数：約 6.5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：福栄まちづくり協議会
担当：芦尾 0859-83-0454
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 24 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 29 年 11 月 3 日（金・祝）受付 9:30～ / 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
・問合せ：米子信用金庫
担当：小藤 0859-33-1247
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第５１回青谷町ハイキング ～中郷ピクニック こばしまウォーキング～＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 11 月 3 日（金・祝日）受付 8:30～ / 開会式 9:00 / スタート
9:15
・ところ：中郷体育館 発着
・㎞数：約 7km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：鳥取市体育協会青谷町支部
担当：亀谷 0857-85-0014
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■東郷池秋の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 29 年 11 月 5 日（日）受付 9:30～ / スタート 10:00
・ところ：中国庭園燕趙園発着 倭文神社往復コース
・㎞数：約 10km
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：東郷池羽合臨海公園
担当：山口 0858-32-2189
・詳しくはコチラ：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＜日吉津村＞
・と き：平成 29 年 11 月 5 日（日）受付 9:30～ / スタート 10:00
・ところ：日吉津村内（小学校グラウンド発着）
・㎞数：約 5km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：日吉津村健康づくり推進協議会（日吉津村福祉保健課）
担当：段塚 0859-27-5952
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
※雨天時は認定大会を中止として、屋内を歩きます。
■第 10 回金持開運ウォーキング＜日野町＞
・と き：平成 29 年 11 月 11 日（土）受付 8:30～9:30
・ところ：日野町中管 滝山公園駐車場集合、滝山公園～日野町金持 金持神社
・時間、㎞数：
A コース(14.4km) スタート 10:00
B コース( 8.5km) スタート 10:25
C コース( 5.9km) スタート 10:30
・参加予定人数：定員 250 名
・問合せ：金持開運ウォーキング実行委員会
担当：三好 080-5618-6493
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 19 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 29 年 11 月 11 日（土）受付 8:30～ / スタート 9:30
・ところ：倉吉パークスクエア「ふれあい広場」発着
・㎞数：6km / 12km
・参加予定人数：定員 250 名

・問合せ：倉吉信用金庫
担当：赤本 0858-22-1111
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第５回 ＳＵＮ－ＩＮ未来１００km ウオーク＜湯梨浜町・三朝町・倉吉市・北栄町・琴
浦町＞
・と き：2017 年 11 月 11 日（土）～12 日（日）の 2 日間
受付 10:30～ /説明会 11:20 / 開会式 11:50 /スタート 12:00（正午）
・ところ：発着 湯梨浜町 道の駅 燕趙園
・㎞数：100km （制限時間：24 時間）
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：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
■八頭町原風景ノルディックウォーキング＜八頭町＞
・と き：平成 29 年 11 月 11 日（土）受付 8:00～ / スタート 9:00
・ところ：
（スタート）郡家駅コミュニティ施設ぷらっとぴあ・やず
（経由地点）大江ノ里自然牧場 / やずミニＳＬ博物館 / ＨＯＭＥ８８２３
（ゴール） 隼駅
・㎞数：約 14km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：八頭町観光協会
担当：佐藤 0858-72-6007
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■２０１７秋の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 11 月 12 日（日）受付 8:30～ / スタート 9:30
・ところ：湖山池周辺（鳥取市）
・㎞数：約 3km / 約 8km / 約 15km
・参加予定人数：定員 500 名
・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

■第５回ほくえいサザンクロスウオーク＜北栄町＞
・と き：平成 29 年 11 月 18 日（日）受付 8:30～ / スタート 9:00
・ところ：鳥取県東伯郡北栄町由良宿 出会いの広場発着
・㎞数：約 5km / 約 10km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：北栄町教育委員会
担当：池田・谷口 0858-37-5871
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■鳥取中央育英高校創立 110 周年記念 豊田太蔵ゆかりの地ウオーク＜北栄町＞
・と き：平成 29 年 11 月 18 日（土）受付 13:30～ / スタート 14:00
・ところ：北栄町内、集合場所：米花商店街（由良宿）
・㎞数：約 5.5km
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：鳥取中央育英高等学校同窓会
担当：永代 0858-37-3211
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第９回境港さかな・妖怪ウォーク＜境港市＞
・と き：平成 29 年 11 月 19 日（日）
・ところ：境港市
・㎞数、時間：15km/11km/6km
＜15km コース＞
8:20 集合 8:45 出発式、準備体操 9:00 スタート
＜11km と 6km コース＞
9:20 集合 9:45 出発式、準備体操 10:00 スタート
・参加予定人数：定員 600 名
・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 鳥取市・鹿野城址～亀井公ウオーク＜鳥取市＞
・と き：平成 29 年 11 月 21 日（火）集合 午前 8:45 / スタート 9:00
・ところ：鳥取市鹿野総合支所駐車場（河川敷）
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■富有の里ウォーク in 南部町 ＜南部町＞
・と き：平成 29 年 11 月 23 日（木・祝）受付 8:20～ / スタート 9:30 頃
・ところ：とっとり花回廊出発⇒南部町役場天萬庁舎ゴール
・㎞数：9km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：特定非営利活動法人 南部町総合型地域スポーツクラブ
担当：板 0859-66-5400
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（中海の古代ロマンに浸る ～第１章～）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 11 月 26 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・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 にちなん＜日南町＞
・と き：平成 29 年 11 月 26 日（日）受付 8:30～ / スタート 9:30
・ところ：日南町総合グランド（日南町生山）駐車場有
・㎞数：4km / 8km
・参加予定人数：定員 150 名
・問合せ：ノルディック・ウォーク 鳥取西部 日南支部
担当：山田 0859-82-0374
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ①（大人向け） 、 チラシ②（子ども向け）

■東郷池イルミネーションウォーキング 2017＜湯梨浜町＞
・と き：平成 29 年 12 月 10 日（日）受付 16:30～ /スタート 17:30
・ところ：（スタート）燕趙園 → あやめ池公園（折り返し）→ 燕趙園（ゴール）
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：中国庭園 燕趙園
担当：尾崎 0858-32-2180
・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 倉吉市・歩き納めウオーク＆昼食会＜倉吉市＞
・と き：平成 29 年 12 月 17 日（日）集合 午前 8:45 / スタート 9:00
・ところ：倉吉市関金町 関金温泉湯命館駐車場
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 80 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■普段から歩こうウォーキングキャンペーン表彰＆県立美術館決定記念ウオーク＜
倉吉市＞
・と き：平成 29 年 12 月 17 日（日）受付 13:00～ / スタート 13:30
・ところ：倉吉未来中心(鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5)
・㎞数：3.8km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：19 のまちを歩こう事業実行委員会（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
■みなとウォーク（♪メロディー・クリスマス♪ 耳を澄ませば・・・）＜境港市＞
・と き：平成 29 年 12 月 24 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市
・㎞数：6km / 10km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 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 鳥取市・宇部神社＆鳥取東照宮詣で＜鳥取市＞
・と き：平成 30 年 1 月 14 日（日）集合 午前 9:45 / スタート 10:00
・ところ：鳥取県庁駐車場 集合
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（境港を歩き初め ～祈健康～）＜境港市＞
・と き：平成 30 年 1 月 28 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市 （集合場所：JR 境港駅前）
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 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 倉吉市・福を求めて＜倉吉市＞
・と き：平成 30 年 2 月 12 日（月・祝）集合 午前 8:45 / スタート 9:00
・ところ：倉吉市福本久米農村広場 集合
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（芋のルーツを探る ～ありがとう♡さつまいも～）＜境港市＞
・と き：平成 30 年 2 月 25 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市 （集合場所：夢みなと公園）
・㎞数：5km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■健康と温泉 森で創る癒しの植樹ウオーク＜倉吉市＞
・と き：平成 30 年 3 月 12 日（月）受付 13:00～ / スタート 13:30
・ところ：倉吉交流センター（倉吉市関金町関金宿 1139）
・㎞数：3.8km
・参加予定人数：定員 80 名
・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
■ウオーキングクラブ未来例会 湯梨浜町・今滝、不動滝めぐり＜湯梨浜町＞
・と き：平成 30 年 3 月 14 日（水）集合 8:45 / スタート 9:00
・ところ：湯梨浜町あやめ池公園駐車場
・㎞数：12km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
担当：矢野 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■春のイヤーラウンドコースをあるこう！ － 東郷湖と馬の山をたのしもう －＜湯梨
浜町＞
・と き：平成 30 年 3 月 21 日（水・祝）受付 9:15～ / スタート 10:00
・ところ（集合場所）：ウォーキングステーション Cafe ippo（湯梨浜町）
・㎞数：①12km /②6km
・参加予定人数：定員 100 名
・問合せ：鳥取県ウオーキング協会
担当：中原 0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（中海の古代ロマンに浸る ～第２章～ そして淡墨桜）＜境港市＞
・と き：平成 30 年 3 月 25 日（日）集合 9:40 /スタート 10:00
・ところ：境港市 （集合場所：竜ヶ山公園）
・㎞数：6km / 13km
・参加予定人数：定員 60 名
・問合せ：境港市観光協会
担当：中井 0859-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第６回森林公園とっとり出合いの森「いなばの森」森林浴ウォーキング大会＜鳥取
市＞
・と き：平成 30 年 3 月 25 日（日）受付 午前 9:00 / スタート 10:00
・ところ：とっとり出合いの森
・㎞数：3.5km/6km
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：鳥取いなばライオンズクラブ
担当：富士原 0857-22-6860
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

