
■ウオーキングサークル・八頭町郡家＜八頭町＞ 

・と き：令和３年４月１３日（火）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：八頭町旧郡家運動公園（八頭郡八頭町奥谷 381） 

・㎞数：５km 

・参加予定人数：定員５０名（県内４５名、県外５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 

  

【※中止】 

■【第１回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年４月１８日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

【※大会中止のお知らせ】鳥取県の新型コロナウイルス感染急拡大警戒期間が５月５

日（水・祝）まで延長された事に伴い、開催を中止します。何卒ご理解下さい。 

  

■定例ウオーク・湯梨浜町（梨の花）＜湯梨浜町＞ 

・と き：令和３年４月２４日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：あやめ池公園（湯梨浜町大字藤津） 

・㎞数：１３km 

・参加予定人数：定員５０名（県内４５名、県外５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 

  

【※中止】 

■【第２回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/7c83ed4001d82120c2675c89db58220f.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/56789492c8aa5351a863dd4e164b0797.pdf


・と き：令和３年５月３日（月・祝）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

【※大会中止のお知らせ】鳥取県の新型コロナウイルス感染急拡大警戒期間が５月５

日（水・祝）まで延長された事に伴い、開催を中止します。何卒ご理解下さい。 

  

■森林公園とっとり出合いの森「いなばの森」第８回森林浴ウォーキング大会＜鳥取

市＞ 

・と き：令和３年５月９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：３.５km/６km 

・参加予定人数：定員１５０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 

（※「いなばの森」第８回森林浴ウォーキング大会は定員に達した為、募集を締め切り

ました。） 

  

「１９のまちを歩こう事業」認定大会の一覧です。 

【※中止】 

■東郷池春の健康散策ウォーキング＜湯梨浜町＞ 

・と き：令和３年５月１６日（日）※雨天決行 

受付 ９：００～９：２０/スタート ９：３０ 

・ところ：中国庭園燕趙園発着     

・㎞数：約９km 

・参加予定人数：定員５０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 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/946ef16ba14d3a9c6ff7a8ad4e8da382.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/ada20814ed0ade054d3648ed167a788b.pdf


【※大会中止のお知らせ】「新型コロナ感染増大警戒情報」発令に伴い、開催を中止

します。何卒ご理解下さい。 

  

【※中止】 

■【第３回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年５月１６日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

【※大会中止のお知らせ】鳥取県の新型コロナウイルス感染急拡大警戒期間が５月

３１日（月）まで延長された事に伴い、開催を中止します。何卒ご理解下さい。 

  

【※中止】 

■定例ウオーク・智頭町（新緑）＜智頭町＞ 

・と き：令和３年５月１８日（火）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：智頭町観光駐車場智頭町民グランド（智頭町智頭７３９－３） 

・㎞数：８km/ １４km 

・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 

【※大会中止のお知らせ】鳥取県の新型コロナウイルス感染急拡大警戒期間が延長

された事に伴い、開催を中止します。何卒ご理解下さい。 

  

【※延期】 

■米子ケヤキ通り振興会 第１０回エンジョイウオーキング大会＜米子市＞ 

・と き：令和３年５月２３日（日）受付８：３０～/スタート９：３０ ※雨天決行 

・ところ：米子市両三柳（弓ヶ浜公園）－けやき通り－皆生通り－皆生海岸（弓ヶ浜サ

イクリングロード）－弓ヶ浜公園 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-5.pdf


・㎞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２００名 

・問合せ：米子ケヤキ通り振興会 

担当：門脇 ０８５９－３４－８８２７ 

・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１０回エンジョイウオーキング大会」は定員に達した

為、募集を締め切りました。） 

【※大会延期のお知らせ】鳥取県の新型コロナウイルス感染急拡大警戒期間が５月

３１日（月）まで延長された事に伴い、開催を延期します。今後の開催は秋頃を予定し

ています。 

  

■第２０回 SUN-IN未来ウオーク＜倉吉市＞     

・と き：２０２１年６月６日（日）※雨天決行   

・ところ：鳥取県 倉吉パークスクエア ふれあい広場（倉吉市駄経寺町２１２－５） 

・㎞数/時間： 

【３０km】受付８：００、出発式８：５０、スタート９：００ 

【１０km】受付９：００、出発式９：５０、スタート１０：００ 

【５km】 受付１０：００、出発式１０：５０、スタート１１：００ 

・参加定員：先着１，０００名まで 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・問合せ：NPO法人未来 

事務局：０９０－９７３０－１０８９（専用携帯） 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

■ホタル観賞ナイトウオーク（三朝）＜三朝町＞ 

・と き：令和３年６月１２日（土）集合時間１８：００/スタート１８：３０ 

・ところ：三朝町ふるさと健康むら（三朝町横手） 

・㎞数：約１０km 

・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 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/be010a6a33d4c159fbf70e181b177f13.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/bce99a28fc7ac33114e26c7951e5ffff.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-6.pdf


  

■ノルディック・ウォーク はなかいろう＜南部町＞ 

・と き：令和３年６月１３日（日）受付９：００～/スタート９：３０ 

・ところ：南部町 とっとり花回廊内 

・㎞数：A コース７km/ B コース３．５km 

・参加予定人数：定員１２０名 

・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 

  

■すいかウォーク＜北栄町＞ 

・と き：令和３年６月１９日（土）受付８：３０～/スタート９：００ 

・ところ：出会いの広場～西瓜統合選果場（鳥取県東伯郡北栄町） 

・㎞数：５km 

・参加予定人数：定員１００名 

・問合せ：北栄町教育委員会 

担当：宮川 ０８５８－３７－５８７１ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

■【第４回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年６月２０日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

■ウオーキングサークル・江府町十七夜の里＜江府町＞ 

・と き：令和３年６月２７日（日）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：江府町役場 中学校跡地（鳥取県日野郡江府町江尾１７１７－１） 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/ea0f9b8097c8c824dcbee357f25bae65.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/rekisi.png
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/ed8916782c1de1fca7072487f60c8fdf.pdf


・㎞数：７km 

・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 

  

■太平記の舞台、潮風のみちウオーク・大山町＜大山町＞ 

・と き：令和３年７月４日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：名和さくらの丘保育園駐車場（大山町名和６３７） 

・㎞数：１１km 

・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 

  

【※中止】■トマトの郷・里山ウオーク日南町道の駅日野川の郷＜日南町＞ 

・と き：令和３年７月２５日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：日南町道の駅日野川の郷（鳥取県日野郡日南町生山３８６番地） 

・㎞数：４km、８km、１２km 

・参加予定人数：定員７０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】新型コロナ特別警報の発令に伴い、催行を中止します。何

卒ご理解下さい。 

  

【※中止】■定例ウオーク・けやき通り（日陰を求めて）＜米子市＞ 

・と き：令和３年８月７日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：弓ヶ浜公園（鳥取県米子市両三柳３２０３－６） 

・㎞数：約９km 

・参加予定人数：定員６０名 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/590b7196669f6a30f85f23c8dcad60d4.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/d2c570c62c944ff1a5973402d7721a18.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/b7d469b606ea6c754ff3ccef8894da82.pdf


・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】新型コロナ特別警報の発令に伴い、催行を中止します。何

卒ご理解下さい。 

  

【※中止】■ウオーキングサークル・若桜町＜若桜町＞ 

・と き：令和３年８月２２日（日）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：中之島公園芝広場（鳥取県八頭郡若桜町大字若桜） 

・㎞数：７km 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナ特別警報発令中により催行を中止します。何卒

ご理解下さい。 

  

■定例ウオーク・鳥取市佐治町＜鳥取市＞ 

・と き：令和３年９月１１日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：鳥取市佐治町コミュニティセンター（鳥取市佐治町加瀬木２５４２－１） 

・㎞数：５km、１０km 

・参加予定人数：定員６０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】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年９月１９日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-7.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/0cc88c3829f8c614ce37e2648dd9f8fc.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/fc6e2f366596ad98dcc8ac4d6fc46440.pdf


・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

※９月１９日(日)開催の「旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１」は、

参加定員に達したため募集を締め切りました。 

  

■かにっこ空港ロードクリーンウォーク＜鳥取市＞ 

・と き：令和３年９月２３日（木・祝）受付１０：００～/スタート１０：３０ 

・ところ：鳥取県道３２７号線鳥取空港賀露線（集合場所：かにっこ館芝生の広場） 

・㎞数：約４km（かにっこ空港ロード往復） 

・参加予定人数：定員５０名 

・問合せ：一般財団法人鳥取県観光事業団 とっとり賀露かにっこ館 

担当：尾﨑 ０８５７－３８－９６６９ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

※９月２３日(木・祝)開催の「かにっこ空港ロードクリーンウォーク」は、参加定員に達

したため募集を締め切りました。 

  

■定例ウオーク・智頭町＜智頭町＞ 

・と き：令和３年９月２６日（日）集合時間８：４５／スタート９：００ 

・ところ：智頭町観光駐車場智頭町民グラウンド（智頭町智頭７３９－３） 

・㎞数：８km/ １４km 

・参加予定人数：定員５０名 【募集地域：鳥取・島根山陰両県、兵庫県但馬地区（香

美町・新温泉町）】 

・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 

  

■定例ウオーク・境港市サイクリングロードを歩く＜境港市＞ 

・と き：令和３年１０月５日（火）集合時間８：４５／スタート９：００ 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/ed8916782c1de1fca7072487f60c8fdf.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/8937b3d121705ebf5dcd01718832b5fa.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/0926.pdf


・ところ：境港市夢みなと公園トイレ前（境港市竹内団地） 

・㎞数：１２km 

・参加予定人数：定員５０名【募集地域：鳥取・島根山陰両県、兵庫県但馬地区（香美

町・新温泉町）】 

・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 

  

【※募集を締め切りました】 

■【第６回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年１０月１７日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

※１０月１７日(日)開催の「旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１」

は、参加定員に達したため募集を締め切りました。 

  

■ウオーキングサークル 大山町中山温泉ナスパル＜大山町＞ 

・と き：令和３年１０月１７日（日）集合時間９：４５／スタート１０：００ 

・ところ：大山町中山温泉ナスパル（大山町赤坂７０８） 

・㎞数：５km 

・参加予定人数：定員５０名【募集地域：鳥取・島根山陰両県、兵庫県但馬地区（香美

町・新温泉町）】 

・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 

  

【※募集を締め切りました】 

■琴浦グルメ deめぐるウォーク＜琴浦町＞ 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/1005.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/1017.pdf


・と き：令和３年１０月２３日（土）雨天決行 

・ところ：琴浦町東伯総合公園（鳥取県東伯郡琴浦町田越５６０） 

・㎞数：７km 

※受付は、各グループの出発時間の１５分前から行います。（各グループ定員：２０

名） 

【１グループ】出発時間９：００ 

【２グループ】出発時間９：１５ 

【３グループ】出発時間９：３０ 

【４グループ】出発時間９：４５ 

【５グループ】出発時間１０：００ 

【６グループ】出発時間１０：１５ 

【７グループ】出発時間１０：３０ 

・参加予定人数：定員１４０名【募集地域：鳥取・島根山陰両県、兵庫県但馬地区（香

美町・新温泉町）】 

・問合せ：NPO法人 未来 

事務局：０８５８－２４－５７２５ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ表面 チラシ裏面 

※１０月２３日(土)開催の「琴浦グルメ deめぐるウォーク」は、好評につき参加定員に

達したため募集を締め切りました。 

  

■まち歩きウオーク＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年１０月３０日（土）・３１日（日） 

・ところ：琴櫻記念館前芝生広場（倉吉市魚町２５１８） 

・㎞数・時間： 

【１０/３０(土)】倉吉甘辛コース（４．５km） 

受付９：３０～/スタート１０：００ 

【１０/３１(日)】倉吉の文化芸術巡りコース 

（８．５km）受付９：００～/スタート９：３０ 

・参加予定人数：各日/定員１００名【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香

美町・新温泉町）】 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/b3c4ff205ce2036959b5b65711525d51.jpg
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/eeee92fdf9d98cbf7ff09208157de7d1.jpg


・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１１回福栄天体界道ウォーキング大会＜日南町＞ 

・と き：令和３年１０月３１日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：日南町福栄地内 

・㎞数：約６．５km 

・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・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 

  

大会名：山陰海岸ジオウオーク in因幡・但馬２０２１『デジタルキーワードラリー』 

開催期間：令和３年１０月２３日（土）～１１月７日（日）        

実施場所：鳥取県、兵庫県美方郡 

コース：鳥取市、岩美町、兵庫県美方郡新温泉町内の山陰海岸ジオパークエリアの１

つ（全長約３０km） 

参加予定人数：定員３００名【募集地域：鳥取県、兵庫県美方郡（香美町・新温泉町）

にお住まいの方】 

スタンプラリー：協力可能 

問合せ先：山陰海岸ジオウオーク実行委員会 

担当：阪田 ０８５７－２１－２８８５ 

HP：https://www.nnn.co.jp/event/geowalk/ 

  

【※募集を締め切りました】 

■八頭町原風景ノルディックウォーキング part４＜八頭町＞ 

・と き：令和３年１１月６日（土）受付１２：１５～/スタート１２：４５ 

・ところ：八頭町若桜鉄道 徳丸駅周辺 

・㎞数：約５．５km 

・参加予定人数：定員５０名（県内参加者のみ） 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/0515c937cd028c94f44ff4191172f7fc.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/7acdd83d8a7d4dd0d358371535ab3754.pdf
https://www.nnn.co.jp/event/geowalk/


・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 

※１１月６日(土)開催の「八頭町原風景ノルディックウォーキング part４」は、好評につ

き参加定員に達したため募集を締め切りました。 

  

【※募集を締め切りました】 

■県民スポーツ・レクリエーション「健康ウオーク」＜三朝町＞ 

・と き：２０２１年１１月７日（日） 

・ところ：三朝町ふるさと健康むら（東伯郡三朝町横手１５－１） 

・km数・時間： 

【A】六根清浄コース（約８km）/受付９：００／スタート９：３０ 

【B】三朝温泉街コース（約５km）/受付９：３０／スタート１０：００ 

・参加予定人数：定員８０名【募集範囲：鳥取県、島根県、兵庫県香美町、新温泉町】 

・問合せ：鳥取県ウオーキング協会（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 

※１１月７日(日)開催の県民スポーツ・レクリエーション「健康ウオーク」は、好評につ

き参加定員に達したため募集を締め切りました。 

  

■第８回 SUN-IN未来１００ｋｍウオーク＜倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦

町＞ 

・と き：２０２１年１１月１３日（土）～１４日（日）の２日間   

 受付 午前１０：３０/スタート １２：００(正午) 

・ところ：湯梨浜町 道の駅 燕趙園（東伯郡湯梨浜町引地５６５－１） 

・㎞数：１００km 

・参加予定人数：定員２００名（県内：１００名、県外：１００名） 

【※新型コロナウイルス感染予防申込み規約、参加資格等条件あり。(チラシ裏面記

載)】 

・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 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/a5b62b4a9cd4d69641fd4a344ff66821.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/7a0db9a4ba7e86dfa0672a9b785e56e1.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/eb52f7ba7bb6d37baba0a8e5a7141dc4.pdf


  

■定例ウオーク・岩美町岩井温泉＜岩美町＞ 

・と き：令和３年１１月１６日（火）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：岩美町総合運動公園駐車場（岩美町高山３０２） 

・㎞数：１２km 

・参加予定人数：定員５０名（県内：４５名、県外：５名）【募集地域：鳥取県、島根県、兵

庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・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 

  

【※募集を締め切りました】 

■【第７回】旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年１１月２１日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町内 関金都市交流センター（せきがね湯命館）～泰久寺駅跡 

・㎞数：５.３km 

・参加予定人数：定員５０名（鳥取・島根の山陰両県在住者に限定します） 

・問合せ：一般社団法人 倉吉観光 MICE協会 

事務局：０８５８－２４－５３７１ 

※１１月２１日(日)開催の「旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングオープンデ―２０２１」

は、参加定員に達したため募集を締め切りました。 

  

■令和３年度 むきばんだ満喫ノルディック・ウォーク＜大山町＞ 

・と き：令和３年１１月２３日（祝・火）受付９：００～/スタート９：３０ 

・ところ：鳥取県立むきばんだ史跡公園ほか（上淀廃寺跡等） 

・㎞数：A コース８km/ B コース４km 

・参加予定人数：定員１００名 

・問合せ：鳥取県立むきばんだ史跡公園 

担当：長尾 ０８５９－３７－４０００ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-8.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/212a23d77e63780d6c98573a7f745240.pdf


■歩き納めウオーク・淀江町白鳳の里＜米子市＞ 

・と き：令和３年１２月１１日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：淀江御台場跡（米子市淀江町淀江９９２）※車の駐車は淀江漁港駐車場 

・㎞数：１０km  

・参加予定人数：定員６０名（県内：５５名、県外：５名） 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・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 

  

■ウオーキングサークル・日吉津＜日吉津村＞ 

・と き：令和３年１２月１９日（日）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：日吉津海浜公園（日吉津村日吉津１８６４－１） 

・㎞数：約６km 

・参加予定人数：定員５０名（県内：４５名、県外：５名） 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・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 

  

■初歩き定例ウオーク・鳥取市寅年賀露神社へ＜鳥取市＞ 

・と き：令和４年１月８日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：湖山池ナチュラルガーデン（鳥取市湖山町３丁目） 

・㎞数：１３km  

・参加予定人数：定員６０名（県内：５５名、県外：５名） 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・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 

  

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-9.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/b8ed168d671f244bd87cc807a4220db9.pdf
https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/884f7244d3e091cdd0fcbb99839aef10.pdf


【※中止】■ウオーク＆ウオーキング教室 in湯梨浜町＜湯梨浜町＞ 

・と き：令和４年２月６日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：鳥取県湯梨浜町南谷夢広場 

・㎞数：６km 

・参加予定人数：定員５０名（県内：４５名、県外：５名） 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・問合せ：ウオーキングクラブ未来 

担当：矢野 ０８５８－２４－５８９８ 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナ特別警報発令中により催行を中止します。何卒

ご理解下さい。 

  

【※中止】■定例ウオーク・琴浦町八橋街道＜琴浦町＞ 

・と き：令和４年２月２３日（祝・水）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：ポート赤碕・日韓友好資料館（琴浦町別所１６７－１） 

・㎞数：１０km  

・参加予定人数：定員７０名（県内：６５名、県外：５名） 

【募集地域：鳥取県、島根県、兵庫県但馬地区（香美町・新温泉町）】 

・問合せ：ウオーキングクラブ未来 

担当：矢野 ０８５８－２４－５８９８ 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナ特別警報発令中により催行を中止します。何卒

ご理解下さい。 

  

■倉吉歴史探訪ウォーク＜倉吉市＞  

・と き：２０２２年３月１９日（土）受付９：３０～/スタート１０：００ 

・ところ：第５３代横綱琴櫻記念館前芝生広場（倉吉市魚町２５１８） 

・㎞数：約５km 

・参加予定人数：定員１００名(募集地域：鳥取県) 

【※参加資格】 

※鳥取県民限定で、小学生以下は保護者、障がいのある方は付き添いの方の同伴

が必要。 

※新型コロナウイルス感染予防ワクチン 2回接種済みの方、または PCR検査済み

の方。 

・問合せ：倉吉歴史探訪ウォーク実行委員会 



 事務局：0858-24-5725(NPO法人未来内) 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

 

https://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/1ed64f5e952e73ec879a654edb12ca1a-1.pdf

