
【※中止】 

■【第１回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年４月１２日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響による 7都府県への緊急事態宣言発令

に伴い、催行を中止します。何卒ご理解下さい。 

 

【※中止】 

■【第２回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年５月３日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響による 7都府県への緊急事態宣言発令

に伴い、催行を中止します。何卒ご理解下さい。 

 

【※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２年５月１０日（日） 

・ところ：中国庭園燕趙園発着 

・㎞数・時間： 

①コース約１２km：受付９：００～/スタート９：３０ 

②コース約６km ：受付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 

〇事前予約（電話のみ受付）、※〆切あり 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf
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http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e01738933ae1b0de4a993455c740224.pdf


【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、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トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年５月２４日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、開催を中止します。 

何卒ご理解下さい。 

  

【※延期】 

■ユニセフ ラブウォーク in鳥取＜琴浦町＞ 

・と き：２０２０年５月２４日（日）受付１３：００～/スタート１３：３０ 

・ところ：琴浦町 鳴り石の浜～波しぐれ三度笠 

・㎞数：往復約４km 

・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 

【※大会延期のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、延期とさせていただ

きます。なお、次回は今年 ２０２０年の秋頃に開催の予定です。何卒ご理解下さい。 

  

【※中止・一年延期】 

■第２０回 ＳＵＮ－ＩＮ未来ウオーク＜倉吉市・三朝・湯梨浜・北栄・琴浦町＞ 

・と き：２０２０年６月６日（土）・７日（日）の 2 日間 ※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） 

・㎞数：(※受付開始時刻、スタート時間はコースにより異なる。) 

【１日目】 

４０km 受付 ７：００/スタート ７：３０ 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/63207cbfe6ee34f55fe69b4ab6d6cf76-2.pdf


２０km 受付 ７：３０/スタート ９：００ 

１０、５、３km 受付 ９：００/スタート １０：３０ 

【2日目】 

３５km 受付 ７：００/スタート ８：３０ 

２０km 受付 ８：００/スタート ９：００ 

１０、５km 受付 ８：００/スタート（コナン駅到着後、随時スタート） 

・参加予定人数：定員５、０００名 

・問合せ：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 

  

【※大会中止・延期のお知らせ】 

開催を予定しておりましたが、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大予防のイベント中止要請に

より大会を中止し、来年２０２１年６月５日(土)・６日(日)に延期開催となりました。何卒ご理解下さい。 

【※中止】 

■【第４回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年６月２１日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、開催を中止します。 

何卒ご理解下さい。 

  

■ウオーキングクラブ未来 ウオーキングサークル・北栄町由良＜北栄町＞ 

・と き：２０２０年６月２８日（日）集合９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：米花商店街（東伯郡北栄町由良宿） 

・㎞数：５km 

・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 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/e7497c3b4c1c3931584cade5b2331f46-1.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680.pdf


  

■勝手に県民美術館応援『遥かな町へ』倉吉まち歩き＜倉吉市＞ 

・と き：２０２０年７月２４日（金・スポーツの日） 

受付時間：午前８時半～午前１０時（開会式は行わず受付後順次スタート） 

・受付場所：打吹回廊（倉吉市明治町１０３２－１９） 

・㎞数：５.５km（倉吉市市街地を歩くコース、スタート・ゴール：打吹回廊） 

・参加予定人数：定員２００名 

・参加費：５００円（※当日受付でいただきます。） 

・問合せ/申込み先：NPO法人未来 

電話：０８５８－２４－５７２５ 

FAX ：０８５８－２７－０１０１ 

メール：civic@npo-mirai.net 

  

■ウオーキングクラブ未来例会 トマトの郷・里山ウオーク日南町＜日南町＞ 

・と き：２０２０年７月２６日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：道の駅・にちなん日野川の郷（鳥取県日南町生山３８６） 

・㎞数：ロングコース１２km、ショートコース４km 

・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 

  

【※延期】 

■コロナウイルスにまけない体をつくろう！！北栄町満点☆星空ウオーク＜北栄町＞ 

・と き：２０２０年８月８日（土）受付１７：１５～/スタート１８：３０ 

・ところ：鳥取県北栄町北条農村環境改善センター 発～蜘ケ家山山菜の里 着 

・㎞数：約６km 

・参加予定人数：定員５００名 

・問合せ：北栄町教育委員会 生涯学習課 

担当：宍戸、前田 ０８５８－３７－５８７１ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

【※「満天☆星空ウオーク」開催延期のお知らせ】 

８月８日（土）に開催予定でした満天☆星空ウオークは、新型コロナウイルス感染拡大状況により、開

催を延期します。現在のところ、延期後の開催日は未定です。新型コロナウイルス感染症の状況によ

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/1023ed8d05b058b4a3fba53b14454683.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/7ae73397e50ecab9b7733478b858c8a6.jpg


り、開催日を決定することにしています。開催日が決まりましたら、北栄町ＨＰ等でお知らせするほか、

今回お申込みいただいた方には、個別にお知らせします。 

  

【※中止】 

■定例ウオーク・けやき通り（日陰を求めて）＜米子市＞ 

・と き：２０２０年８月９日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：県立武道館横弓ヶ浜公園駐車場（鳥取県米子市両三柳３２０３－６） 

・㎞数：ロングコース１３km、ショートコース７km 

・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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、開催を中止します。 

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：２０２０年８月２５日（水）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：中之島公園駐車場（鳥取県鳥取県八頭郡若桜町大字若桜） 

・㎞数：６km 

・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】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、開催を中止します。 

何卒ご理解下さい。 

  

■第２１回鳥取県スポーツレクレーション祭＜倉吉市＞ 

「旧国鉄倉吉線廃線跡を巡る 幻想的体験ウオーク」 

・と き：令和２年９月５日（土）受付９：１５～９：４５（受付後、随時スタート) 

・ところ：倉吉市関金都市交流センター(倉吉市関金町関金宿１１３９) 

・㎞数：５km、１０km 

・参加予定人数：定員１００名（県内：１００人、県外：０人） 

・問合せ：NPO法人未来 

事務局：０８５８－２４－５７２５ 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/cfb39823e3bc57eb9515d773198293d9.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/84ea99c172078e3501332e12e5bf719d.pdf


（※「幻想的体験ウオーク」は定員に達した為、申込受付を終了しました。） 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

■第８回 ノルディック・ウォークよなご＜米子市＞ 

・と き：２０２０年９月１２日（土）受付９：００～/スタート９：３０ 

・ところ：米子市西町 湊山公園 

・㎞数：A コース８km、B コース４km 

・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 

  

■定例ウオーク・鳥取市用瀬町（流しびなの里めぐり）＜鳥取市＞ 

・と き：２０２０年９月１２日（土）集合８：４５/スタート９：００ 

・ところ：用瀬町運動公園（鳥取市用瀬町古用瀬６６０－１） 

・㎞数：７km、１１km 

・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 

  

■ウェルネス温泉街ウォーク＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年９月１９日（土）受付９：３０～/スタート１０：００ 

・ところ：関金温泉 せきがね湯命館(倉吉市関金町関金宿１１３９) 

・㎞数：５km 

・参加予定人数：定員５０名（県内：５０人、県外：０人） 

・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５回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年９月２０日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/b19a182475bbc6fb7e3fe597d0492a15.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/f6445a01552285fa378407792db01e8e.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-1.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/8f97da0f893358c2addd789d61e45cf7.pdf


・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

（※「【第５回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０」は定員に達した為、申込受付を

終了しました。） 

  

【※中止・一年延期】 

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０２０とっとり＜境港市＞ 

・と き：２０２０年９月２６日（土）１６：００（オープニング）～ 

９月２７日（日）１２：００（フィナーレ）までの２日間 

・ところ：夢みなと公園（境港市竹内団地２５５－３） 

（主催：公益財団法人日本対がん協会 リレー・フォー・ライフ・ジャパンとっとり実行委員会） 

・問合せ：公益財団法人鳥取県保健事業団 

事務局：０８５７－２３－４８４１ 

【※大会中止・延期のお知らせ】 

開催に向けて慎重に協議を重ね、準備を進めてまいりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡

大と、現時点において収束の見通しがたっていない事を鑑みて、大会を中止し、来年２０２１年に延期

開催となりました。なお、開催時期は未定です。何卒ご理解下さい。 

  

■山陰海岸ジオウオーク in因幡・但馬２０２０＜鳥取市＞ 

・と き：２０２０年１０月３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 

・㎞数、受付・スタート時間： 

【５km、１０km コース】受付８：３０～/スタート１０：００ 

【２０km コース】    受付７：３０～/スタート８：３０ 

・参加予定人数：定員６５０名 

・問合せ：山陰海岸ジオウオーク実行委員会 

担当：藤本 ０８５７－２１－２８８５ 

  

■コロナウイルスにまけない体をつくろう！！北栄町満点☆星空ウオーク＜北栄町＞ 

・と き：２０２０年１０月３日（土）受付１６：００～/スタート１７：００ 

・ところ：鳥取県北栄町北条農村環境改善センター 発～蜘ケ家山山菜の里 着 

・㎞数：約６km 

・参加予定人数：定員２００名（鳥取県民限定） 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf


・問合せ：北栄町教育委員会 生涯学習課 

担当：宍戸、前田 ０８５８－３７－５８７１ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

■街ゼミ deウォーク＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年１０月４日（日）受付１０：１５～/スタート１０：４５ 

・ところ：打吹回廊 芝生広場（倉吉市明治町１０３２－１９） 

・㎞数：①芸術コース ５．４km、②文化コース ５．５km、③歴史コース ５．５km 

・参加予定人数：定員６０名（鳥取県民限定） 

・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＜大山町＞ 

・と き：令和２年１０月１１日（日）受付１０：００～/スタート１０：４５ 

・ところ：一向平キャンプ場（東伯郡琴浦町野井倉６８８－１３０） 

・㎞数：５km 

・参加予定人数：定員５０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」は定員に達した為、申込受付を終了しました。） 

  

■定例ウオーク・鳥取県大山町＜大山町＞ 

・と き：令和２年１０月１６日（金）集合８：４５/スタート９：００ 

・ところ：中山温泉ナスパル（鳥取県西伯郡第園長赤坂７０８） 

・㎞数：８km、１２km 

・参加予定人数：定員６０名 

・問合せ：ウォ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６回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年１０月１８日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/d29996996a8278fbf07696e11cbb2152.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/3a60606c464cfe20d366564e3a03ce12.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/5c157f6815e607ceda9e7ed5ccdb2d32.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/cfb39823e3bc57eb9515d773198293d9-1.pdf


・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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・伯耆町岸本＜伯耆町＞ 

・と き：令和２年１０月２０日（火）集合９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：伯耆町総合スポーツ公園（伯耆町大原１００６－３） 

・㎞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】 

■殿ダム因幡万葉湖２０２０ウォーキング大会＜鳥取市＞ 

・と き：２０２０年１０月２５日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：鳥取市国府町殿 殿ダム記念広場 

・㎞数：約３.５km /約８km 

・参加予定人数：定員７００名 

・問合せ：まちづくり・いきいき成器の会 

担当：岡本 ０８５７－５８－０８０６ 

【※大会中止のお知らせ】 

開催に向けて慎重に協議を重ね、準備を進めてまいりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡

大と、現時点において収束の見通しがたっていない事を鑑みて、大会を中止することといたしました。

何卒ご理解下さいますようお願いいたします。尚、来年２０２１年開催は 10月 24日（日）を予定して

おります。来年度も変わらぬご支援ご協力を何卒、よろしくお願い申し上げます。 

  

■第２７回 よなごしんきん ふれあい健康ウォーク＜米子市＞ 

・と き：令和２年１１月３日（火・祝） 

 受付(随時)９：４５～１０：１５/順次スタート９：４５～１０：１５ 

・ところ：どらドラパーク米子陸上競技場 ～ 福市遺跡公園 

・㎞数：往復約８km 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/4dc642703bd933da39cd5194671970a3.pdf


・参加予定人数：定員２００名 

・問合せ：米子信用金庫 

担当：三島 ０８５９－３３－１２４７ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

（※「第２７回 よなごしんきん ふれあい健康ウォーク」は定員に達した為、申込受付を終了しました。） 

  

■第５回ノルディック・ウォーク さかいみなと＜境港市＞ 

・と き：令和２年１１月７日（土）受付９：００～/スタート９：３０ 

・ところ：竜ケ山公園（境港市三軒屋町） 

・㎞数：A コース８km、B コース４km 

・参加予定人数：定員１００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 

  

■コロナに負けるな！「ゆりはま健康ウォーク」＜湯梨浜町＞ 

～済州オルレ友情の道協定締結記念ウォーク～ 

・と き：令和２年１１月１４日（土） 

・ところ：ハワイ夢広場（鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷５６７） 

・㎞数・時間： 

A コース１４．０km 受付８：３０～/開会式９：００（開会式終了後スタート） 

B コース   ５km 受付１０：００～/開会式１０：３０（開会式終了後スタート） 

・参加予定人数：定員２００名（鳥取県内在住者、及び県内の事業所等に勤務されている方） 

・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７回】旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデ―２０２０＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年１１月１５日（日）受付９：００～/スタート１０：００ 

・ところ：倉吉市関金町（倉吉市役所関金庁舎～泰久寺駅跡） 

・㎞数：４.６km 

・参加予定人数：定員４５０名 

・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 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/ea5ee5127bf6bb43561f1ee5632be64f.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/36bf2d8b032463c5e9d0c66b27fca987.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/051fff3db081ec83cddc6d50e0cf3941.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2012/12/2e2931f437ba19377df4ea19e5223a1c.pdf


  

■定例ウオーク・北栄町西高尾ダム（紅葉を求めて）＜北栄町＞ 

・と き：令和２年１１月１７日（火）集合８：４５/スタート９：００ 

・ところ：レークサイド大栄（鳥取県東伯郡北栄町西高尾１６７７） 

・㎞数：１１km/４km 

・参加予定人数：定員６０名（県内５０名、県外１０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 

  

■さわやか歩(ある)キングの集い＜伯耆町＞ 

・と き：令和２年１１月２１日（土）受付９：００～/スタート９：４０ 

・ところ：伯耆町総合スポーツ公園周辺（伯耆町大原１００６－３） 

・㎞数：ウォーキングコース約８km、ノルディックウォークコース約１２km 

・参加予定人数：定員５０名 

・問合せ：伯耆町役場 健康対策課 健康増進室 

担当：長田 ０８５９－６８－５５３６ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

  

【※中止】 

■２０２０秋の湖山池シーズンウォーク＜鳥取市＞ 

・と き：令和２年１１月２２日（日）受付８：３０～/スタート９：３０ 

・ところ：湖山池周辺（鳥取市） 

・㎞数：湖山池一周コース約１５km、湖山池ハーフコース約８km 

・参加予定人数：定員２００名 

・問合せ：湖山池シーズンウォーク実行委員会 

担当：岡田 ０８５７－３１－２９００ 

・詳しくはコチラ：大会案内チラシ 

（※「２０２０秋の湖山池シーズンウォーク」は定員に達した為、申込受付を終了しました。） 

【※大会中止のお知らせ】 

開催に向けて準備を進めてまいりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大と、現時点におい

て収束の見通しがたっていない事を鑑みて、大会を中止することといたしました。何卒ご理解下さいま

すようお願いいたします。 

  

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/66fcccc008f873f61992378010964ebc.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/7016848bdf732172ffd680a392c54e59.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/fd84c4a4b646db9764a4d80a22134d2b.pdf


■定例ウオーク 歩き納めウオーク・倉吉市関金町＜倉吉市＞ 

・と き：令和２年１２月１２日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：倉吉市関金支所（倉吉市関金町大鳥居１９３－１） 

・㎞数：１２km、７km 

・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 

  

■ウオーキングサークル・鳥取市青谷町＜鳥取市＞ 

・と き：令和２年１２月２２日（火）集合時間９：４５/スタート１０：００ 

・ところ：鳥取市あおや和紙工房（鳥取市青谷町山根３１３） 

・㎞数：５km 

・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】 

■定例ウオーク ２０２１年初歩き・鳥取市＜鳥取市＞ 

・と き：令和３年１月９日（土）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：鳥取市営美保球場（鳥取市吉成３－１－５） 

・㎞数：１２km 

・参加予定人数：定員６０名（県内５５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 

【※大会中止のお知らせ】新型コロナ警報の発令に伴い、催行を中止します。何卒ご理解下さい。 

  

■ウオーク＆ウオーキング教室 in倉吉＜倉吉市＞ 

・と き：令和３年２月７日（日）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：倉吉市営体育センター（倉吉市葵町６０２－４） 

・㎞数：５km/９km 

・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 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/c48fef1eeefd72d313f3c74d93a67520.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/498276c237773547aec17c7e012fde82.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-2.pdf


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 妖怪ロード＆べた踏み坂 in境港市＜境港市＞ 

・と き：令和３年２月２３日（祝・火）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：境港市文化ホールシンフォニーガーデン駐車場（境港市中野町２０５０） 

・㎞数：１４ｋｍ/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 

  

■定例ウオーク・金持神社へ＜日野町＞ 

・と き：令和３年３月１０日（水）集合時間８：４５/スタート９：００ 

・ところ：日野町文化センター（鳥取県日野郡日野町根雨１２９－１） 

・㎞数：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 

 

http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/aa4d693ddc6120d0163b602b5e92f4d3.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/75b16723feec44074d5bd444af2a158f.pdf
http://npo-mirai.net/public/wp-content/uploads/2020/04/18979414363075777f81c1f3b77fa680-4.pdf

