■JA グループ鳥取 健康寿命 100 歳プロジェクト＜米子市＞
春の便りを感じる健康ウォーク （※雨天決行）
・と き：平成 27 年 4 月 5 日（日）受付 9:00～/スタート 10:10
・ところ：米子市淀江町「白鳳の里」
・㎞数：6km/10km
・参加予定人数：定員 300 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
■ウオーキングクラブ未来例会 鳥取市・旧市内桜城跡ウオーク＜鳥取市＞
・と き：平成 27 年 4 月 7 日（火）集合 9:45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県鳥取市浜坂 重箱緑地公園
・㎞数：11km
・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１８回さくらウォーキング＜南部町＞
・と き：平成 27 年 4 月 11 日（土）スタート/9:00（開会式終了後）
・ところ：南部町法勝寺
・㎞数：3km/6km/10km
・参加予定人数：定員 150 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：南部町健康福祉課
担当：石賀 0859-66-5524
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（桜の名所を巡るコース）＜境港市＞
・と き：平成 27 年 4 月 12 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.3km/8.8km
・参加予定人数：定員 60 人
・とりっぽ：利用可能

・問合せ：境港市観光協会
担当：福留（0859）-47-3880
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■太平記ウォーク＜大山町・琴浦町＞
・と き：平成 27 年 4 月 19 日（日）9 時～17 時
・ところ：大山町 JR 御来屋駅周辺及び琴浦町船上山
距離,スタート：
5km コース【太平記の道ウォーク】集合 9:00/スタート 9:15
3km コース【船上山トライアングルルート登山】集合 13:00 頃/スタート：13:30
・参加予定人数：定員 50 人
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：琴浦町商工観光課
担当：井中 0858-55-7801
・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 27 年 4 月 26 日(日)受付 10:00/スタート 10:30
・ところ：船上山ダム周辺
・㎞数：約 3.5km/約 3.8km
・参加予定人数：定員 60 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：琴浦町農林水産課
担当：太田 0858-55-7803
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■船岡 竹林公園ウォーク＜八頭町＞ ※少雨決行
・と き：平成 27 年 4 月 26 日（日）受付 9：00/スタート 10:00
・ところ：八頭郡八頭町西谷 564-1 船岡竹林公園周辺
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 150 人
・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
谷口 0857-30-6464
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第 4 回ノルディックウォークむきばんだ＜大山町＞
・と き：平成 27 年 4 月 29 日（水・祝）スタート/9:30
・ところ：大山町むきばんだ史跡公園
・㎞数：4km/8km
・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 鳥取県西部支部
担当：森田 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 3 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 27 年 5 月 10 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：初心者コース（約 2km）/健脚コース（約 4.2km）
・参加予定人数：定員 300 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：鳥取いなばライオンズクラブ
担当：太田 0857-22-6860
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第３回ほくえいサザンクロスウオーク＜北栄町＞
・と き：平成 27 年 5 月 10 日（日）スタート 9:00
・ところ：鳥取県東伯郡北栄町由良宿
・㎞数：約 5km/約 20km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：北栄町教育委員会 生涯学習課
担当：原田 0858-37-5871
・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・関金廃線跡ウオーク＜倉吉市＞
・と き：平成 27 年 5 月 12 日（火）集合 9：45/スタート 11:00
・ところ：鳥取県倉吉市
・㎞数：20km
・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(NPO 法人未来内)
矢野 0858-27-0101
・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＜倉吉市＞
・と き：平成 27 年 5 月 16 日（土）スタート：開会後 10:15～
・ところ：倉吉白壁土蔵群周辺
・㎞数：約 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
■米子ケヤキ通り振興会 第 4 回エンジョイウオーキング大会＜米子市＞
・と き：平成 27 年 5 月 17 日（日）受付 8:30～/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 300 人
・とりっぽ：利用なし
・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
■東郷池春の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 5 月 17 日(日)
・ところ：燕趙園発着 東郷池周辺
距離,スタート：①コース(約 13km)9:30/②コース(約 7km)10:30
・参加予定人数：定員 300 人
・とりっぽ：利用なし
・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

■第 6 回浦富海岸ジオウォーク＜岩美町＞
・と き：平成 27 年 5 月 23 日(土)
実施場所：岩美郡岩美町田後「田後港」
・ところ：鳥取県岩美郡岩美町田後
・距離、スタート：
Ａコース(約 4.5km)9:00
Ｂコース(約 5.7km)9:00
Ｃコース(約 3.6km)9:00 頃(予定)
・参加予定人数：定員 500 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
松岡 0857-73-1416
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（弥生緑地・外江コース） ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 5 月 24 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：6.1km/7.8km/11.6km
・参加予定人数：定員 60 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
■ippo でウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 5 月 24 日(日) スタート：9:00
・ところ：cafe ippo(湯梨浜町南谷 573 ハワイ夢広場となり)
・㎞数：約 6km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：合同会社 cafe ippo
柳川 0858-35-6161
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■2015 春の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞ ※少雨決行
・と き：2015 年 5 月 31 日（日）スタート 9:30（受付 8:30～）
・ところ：湖山池周辺（鳥取市）
・㎞数：①湖山池一周コース約 15km/①湖山池ハーフコース約 8km
・参加予定人数：定員 400 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
■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 27 年 5 月 31 日(日) 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：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 0857-30-6464
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 15 回記念大会 SUN-IN 未来ウオーク＜倉吉市＞
・と き：2015 年 6 月 6 日（土）・7 日（日）の 2 日間
・ところ：鳥取県倉吉市（発着：倉吉パークスクエア）
・スタート：7:00/8：00/8：30/10：30（※それぞれのコースで異なる）
・距離：40km/30km/22km/20km/10km/7km/5km/3km
・参加予定人数：定員 5,000 名
・とりっぽ：利用可能（※ただし、一部のコースで利用なし）
・問合せ：NPO 法人 未来
担当：柳川（0858）-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 2 回大山歴史探訪ウオーク＜大山町＞ ※雨天決行
・と き：平成 27 年 6 月 13 日（土）スタート 9:30 開会式終了後(開会式 9:00)
・ところ：大山博労座第 4 駐車場～大山一円
・㎞数：Ａコース：約 5km/Ｂコース：約 6km
・参加予定人数：定員 600 人
・とりっぽ：利用可能

・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
■サカナクワイ屋に集合！とまり朝市ウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 6 月 14 日（日）スタート 9:00（受付 9:00 まで）
・ところ：湯梨浜町泊 サカナクワイ屋（泊堅岩 1591-2）
・㎞数：約 6km
・参加予定人数：定員 200 名
・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
■ウオーキングクラブ未来例会 南部町・法勝寺線廃線跡ウオーク＜南部町＞
・と き：平成 27 年 6 月 14 日(日) 集合時間 9:45/スタート：10:00
・ところ：鳥取県南部町
・㎞数：13km
・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(NPO 法人未来内)
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（光祐寺・正福寺コース） ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 6 月 21 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.1km
・参加予定人数：定員 60 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 三朝町・ホタル観賞ナイトウオーク＜三朝町＞
・と き：平成 27 年 6 月 27 日（土）集合:17 時 45 分/スタート：18 時
・ところ：鳥取県三朝町
・㎞数：10km
・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(NPO 法人未来内)
担当：矢野 0858-27-0101
・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 27 年 6 月 28 日(日) スタート 9:00
・ところ：鳥取県東伯郡北栄町
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 200 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：北栄町教育委員会 生涯学習課
担当：原田 0858-37-5871
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（大港神社・弥生緑地コース）※早朝ウォーク ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 7 月 12 日（日）集合 7：30/スタート 7：45 頃
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 60 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 鳥取市・青谷町ウオーク＜鳥取市青谷町＞
・と き：2015 年 7 月 18 日（土） 集合時間 8 時 45 分
・ところ：鳥取県三朝町
・㎞数：10km
・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(NPO 法人未来内)
担当：矢野 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■水郷祭・ippo でウオーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 7 月 19 日(日)受付 16:40～/スタート 17:00
・ところ：cafe ippo（湯梨浜町 ハワイ夢広場となり）
・㎞数：約 6km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：合同会社 cafe ippo
柳川 0858-35-6161
・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：2015 年 8 月 8 日（土）スタート午後 6:00（受付 午後 5：00～）
・ところ：鳥取県湯梨浜町 ハワイ夢広場周辺
・㎞数：約 6km/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
担当：山下 0858-35-5369
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■カフェ ippo３周年記念ウオーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 8 月 22 日(土) 受付 8:30 / スタート 9:00
・ところ：cafeippo（湯梨浜町 ハワイ夢広場となり）
・㎞数：8km
・参加予定人数：定員 50 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：合同会社 ippo
0858-35-6161
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク （さかなの町コース）※早朝ウォーク ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 8 月 23 日（日）集合 7：30/スタート 7：45 頃
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 60 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 3 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 27 年 8 月 30 日（日）受付 8:30～/スタート 9:30
・ところ：日南町内（日野上地内）
・㎞数：約 8km
・参加予定人数：定員 200 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
出口・山中 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 27 年 9 月 5 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：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
■第４回 龍鳳閣グルメウォーキング＜湯梨浜町＞
・と き：平成 27 年 9 月 13 日(日) 受付 9:00～ / スタート 10:00
・ところ：鳥取県湯梨浜町
・㎞数：8.8km
・参加予定人数：定員 200 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：ゆアシス東郷 龍鳳閣
担当：福原 0858-32-2622
・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・国府町因幡歴史ウオーク＜鳥取市＞
・と き：平成 27 年 9 月 13 日(日) 集合 8:45/スタート 9:00
・ところ：鳥取市国府町
・㎞数：10km/14km
・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 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 1 回夢みなと公園ウォーク＜境港市＞
・と き：2015 年 9 月 19 日(土)受付 9:45～/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：約 5.4km
・参加予定人数：定員 200 名
・とりっぽ：利用可能
・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
■琴浦グルメ de めぐるウォーク＜琴浦町＞
・と き：2015 年 9 月 23 日(水・祝)
・ところ：主会場 琴浦町東伯総合公園
・㎞数/スタート：4km コース 10:40～/10km コース 10:20～/7km コース 10:30～
・参加予定人数：定員 1,000 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：琴浦グルメ de めぐるウォーク実行委員会
担当：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・魅力再発見コース） ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 9 月 27 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：6.3km
・参加予定人数：定員 60 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 1 回八上姫縁結びおもてなしウォーク＜鳥取市＞
・と き：2015 年 9 月 27 日(日)受付 9:00～/スタート 10:00
・ところ：鳥取市河原町 水辺プラザ
・㎞数：約 10km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：鳥取県 ウォーキング協会
担当：中原 0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ウオーキングクラブ未来例会 淀江町・名水を求めて＜米子市＞
・と き：平成 27 年 9 月 27 日(日) 集合 9 時 45 分/スタート 10 時
・ところ：米子市淀江町
・㎞数：10km
・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 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■2015 秋の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞
・と き：平成 27 年 10 月 3 日(土) 受付 8:30～/スタート 9:30
・ところ：湖山池周辺（鳥取市）
・㎞数：10km/15km
・参加予定人数：定員 500 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

■山陰海岸ジオパーク 120km ウオーク in 因幡・但馬＜兵庫県新温泉町～鳥取県鳥
取市＞
・と き：2015 年 10 月 10 日(土)
・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
距離、受付、スタート：
5km、10km：受付開始 8:30～/スタート 10:00
20km
：受付開始 7:30～/スタート 8:30
・参加予定人数：定員 650 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：山陰海岸ジオウオーク西地区実行委員会
担当：熊谷 0857-21-2885
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■―ASIA TRAILS CONFERENCE IN TOTTORI― ＜湯梨浜町＞
アジアウォーキングフェスティバル・ツーデーマーチ
・2015 年 10 月 17 日（土）～10 月 18 日（日）の 2 日間
実施場所、距離、スタート：
≪1 日目：湯梨浜町≫
A.東郷湖を巡る道 今滝コース(18.8km) 9:00 スタート
B.一ノ宮参拝の道コース (8.8km) 10:20 スタート
C.昭和レトロと出逢う道コース(5.0km) 10:20 スタート
≪2 日目：倉吉市≫
D.打吹山トレイル赤瓦ウォーク(7.0km) 9:40 スタート
≪2 日目：三朝町≫
E.日本遺産 三朝温泉・三徳山トレイル(8.7km) 9:30 スタート
・参加予定人数：定員 1,500 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：NPO 法人 未来
大会運営事務局 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第 6 回 福栄天体界道ウォーキング大会＜日南町＞
・と き：平成 27 年 10 月 18 日(日) 受付 9:00/スタート 10:00
・ところ：旧 福栄小学校
・㎞数：約 6km
・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
■ノルディック・ウォーク 大山古道＜大山町＞
～秋の大山さんへ尾高道を通って参詣～※雨天決行
・と き：2015 年 10 月 24 日(土)受付 7:30～/スタート 8:00
・ところ：森の国・大山寺
・㎞数：A コース 6.5km/ B コース 4km
・参加予定人数：定員 70 名
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：ノルディック・ウォーク 鳥取県西部
担当：森田 0859-32-3601
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■伯耆町 さわやか歩キングの集い＜伯耆町＞
・と き：平成 27 年 10 月 24 日(土) 集合/受付 8:30～/スタート 9:00
・ところ：岸本⇒溝口コース（集合：伯耆町役場）
・㎞数：約 8.5km
・参加予定人数：定員 70 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：伯耆町 健康対策課
担当：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 27 年 10 月 24 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 （さかなの町コース）＜境港市＞
・と き：平成 27 年 10 月 25 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 60 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
■全国フットパスの集い in 鳥取西いなば＜鳥取市＞
・と き：2015 年 10 月 25 日(日)午前 8 時～午後 15 時 /スタート 9:00
・ところ：鳥取市気高町、鹿野町、青谷町
・㎞数：7.3km/9.0km/6.3km
・参加予定人数：定員 300 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：鳥取市西いなば地域振興協議会
担当：入船 0857-82-0809
・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 27 年 11 月 1 日(日)
・ところ：中国庭園 燕趙園を発着とした臨海公園周辺コース
・距離/スタート:
①コース：14km/受付 9:00～、スタート 9:30
②コース：6km /受付 10:00～、スタート 10:30
・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
・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 27 年 11 月 1 日(日) 受付 9:30～/スタート 10:00
・ところ：日吉津村内（ヴィレステひえづ発着）
・㎞数：約 5km
・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
■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 27 年 11 月 1 日(日) 受付 9:00～/スタート 9:40
・ところ：鳥取市 河原町
・㎞数：3.0km/7.5km
・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
担当：浦木 0858-85-1160
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■とっとり花回廊 秋のサルビアウォーキング＜南部町＞
・と き：平成 27 年 11 月 3 日(火・祝) 受付 8:30～/スタート 10:00 頃
・ところ：とっとり花回廊 入園ゲート外特設テント
・㎞数：3.5km
・参加予定人数：定員 100 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 とっとり花回廊
とっとり花回廊：0859-48-3030
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 22 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 27 年 11 月 3 日(火・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
・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 8 回金持開運ウォーキング＜日野町＞
・と き：平成 27 年 11 月 7 日(土)
・ところ：日野町中管 滝山公園～日野町金持 金持神社
・㎞数/スタート：A コース(14.4km)10:00～/B コース(8.5km)10:30～/C コース
(5.9km)10:00～
・参加予定人数：定員 180 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
担当：三好 080-5618-6493
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 18 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 27 年 11 月 7 日(土) 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
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：倉吉信用金庫
担当：池田 0858-22-1111
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■第 4 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：2015 年 11 月 14 日(土)～ 11 月 15 日(日) の 2 日間
受付 10:30～/説明会 11:20～/スタート 12:00
・ところ：発着：湯梨浜町 道の駅 燕趙園
・㎞数：100km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用なし
・問合せ：NPO 法人未来内 未来ウオーク実行委員会
事務局：0858-24-5725
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■第 7 回境港さかな・妖怪ウォーク＜境港市＞
・と き：平成 27 年 11 月 15 日（日）
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：13.6km/5.0km
・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：大会案内チラシ表、 チラシ裏
■彦名・水鳥ふれあい中海ウォーキング大会＜米子市＞
・と き：平成 27 年 11 月 15 日(日) 受付 9:00～/スタート 10:00
・ところ：粟嶋神社、彦名干拓地、米子水鳥公園
・㎞数：約 5.5km
・参加予定人数：定員 270 名(※定員に達しました！)
・とりっぽ：利用可能
・問合せ：彦名・水鳥ふれあい中海ウォーキング大会実行委員会
担当：神谷 0859-24-6139 (米子水鳥公園)
・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
＜倉吉市関金町～岡山県真庭市湯原＞
・と き：平成 27 年 11 月 26 日(木) 集合 8 時 45 分～27 日(金)
・ところ：倉吉市関金町～岡山県真庭市湯原
・㎞数：往路 27km、復路 24km
・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 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■とりっぽ（歩）ウオーク in クラカフェ・倉吉白壁土蔵群＜倉吉市＞
・と き：平成 27 年 11 月 28 日(土) 受付 9:30～/スタート 10:30
・ところ：発着：クラカフェ（倉吉市東仲町 2571 番地・元帥酒造前）
・㎞数：約 5km
・参加予定人数：定員 100 名
・とりっぽ：利用可能

・問合せ：ＮＰＯ法人未来
担当：柳川 0858-27-0101
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（弥生緑地・外江コース） ＜境港市＞
「ウオーキングクラブ未来」との合同例会
・と き：平成 27 年 11 月 29 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：6.1km/7.8km/11.6km
・参加予定人数：定員 60 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 湯梨浜町・歩き納めウオーク＆昼食会＜湯梨浜町
＞
・と き：平成 27 年 12 月 6 日(日) 集合時間 8 時 45 分/スタート 9:00
・ところ：鳥取県湯梨浜町
・㎞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 0858-24-5898
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■みなとウォーク（光祐寺・正福寺コース） ＜境港市＞
・と き：平成 27 年 12 月 20 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.1km
・参加予定人数：定員 60 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 倉吉市・神社詣で＜倉吉市＞
・と き：平成 28 年 1 月 17 日(日) 集合 9 時 45 分/スタート 10:00
・ところ：鳥取県倉吉市
・㎞数：10km
・参加予定人数：定員 100 人
・問合せ：ウオーキングクラブ未来
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 （大港神社・弥生緑地コース）＜境港市＞
・と き：平成 28 年 1 月 24 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 60 人
・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
■日本遺産三朝三徳スノーウォーク＜三朝町＞
・と き：2016 年 2 月 4 日(木) 受付 9 時 30 分～/スタート 9:50
・ところ：鳥取県東伯郡三朝町横手（発着：ふるさと健康むら）
・㎞数：約 5km
・参加予定人数：定員 50 名
・問合せ：鳥取県ノルディック・ウォーク連盟（NPO 法人未来内）
担当：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 日吉津村から梅の花を求めて尾高へ＜日吉津村＞
・と き：平成 28 年 2 月 21 日(日) 集合 9 時 45 分/スタート 10:00
・ところ：鳥取県日吉津村日吉津
・㎞数：13km
・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（さかなの町コース） ＜境港市＞
・と き：平成 28 年 2 月 28 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：5.4km
・参加予定人数：定員 60 人
・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 伯耆町・伯耆街道からとっとり花回廊へ＜伯耆町＞
・と き：平成 28 年 3 月 13 日(日) 集合 9 時 45 分/スタート 10:00
・ところ：鳥取県西伯郡伯耆町長山 275 町民溝口体育館 発着
・㎞数：13km
・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
■早春ノルディックウォーク＜大山町＞
・と き：平成 28 年 3 月 13 日（日）受付 午前 8:45～/スタート 9:45
・ところ：大山青年の家所内と周辺道路
・㎞数：３km（初級）/８km（中級、高低差 200m）
・参加予定人数：定員 60 人
・問合せ：鳥取県立大山青年の家
担当：田代 0859-53-8030
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ
■ベタ踏み坂（江島大橋）グルメ・ウォーク 2016＜境港市＞
・と き：2016 年 3 月 21 日(月・祝)
・ところ：鳥取県境港市～島根県松江市
・距離、スタート：
Ａコース 11.6km、 受付 午前 9:00～ /スタート 9:30
Ｂコース 6.1km、 受付 午前 10:00～/スタート 10:30
・参加予定人数：定員 300 名
・問合せ：松江ウォーキング協会
担当：古藤 0852-60-5206
・詳しくはコチラ：大会案内チラシ

■みなとウォーク （境港・魅力再発見コース）＜境港市＞
・と き：平成 28 年 3 月 27 日（日）集合 9：45/スタート 10:00
・ところ：鳥取県境港市
・㎞数：6.3km
・参加予定人数：定員 60 人
・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
■ゆりはま東郷湖・桜ウォーク＜湯梨浜町＞
・と き：平成 28 年 3 月 27 日(日) 受付 9 時 15 分～/スタート 10:00
・ところ：鳥取県東伯郡湯梨浜町東郷湖周辺
・㎞数：12km/5km
・参加予定人数：定員 200 名
・問合せ：ゆりはまウォーキングリゾート実行委員会（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

