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大会長・主催者挨拶01
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第６回ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会　プログラム
　　10月15日（土）プログラム（記念講演、分科会Ⅰ・Ⅱ）
　　10月16日（日）プログラム（分科会Ⅲ・Ⅳ、クロージング）
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第６回ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会　参加団体概要13

　鳥取県と日本財団は「日本一のボランティア先進県」の実現を目
指し、地域内での民間活動を活性化しつつ県民一人ひとりが県の未
来を考え、動く社会に向けた３分野９プロジェクトに取り組んでい
ます。 
　この取組の中で、日本財団は健康寿命日本一を目指し、ワールド・
トレイルズ・カンファレンス鳥取大会の取り組みを応援しています。

目　次
●オーストラリア

　西オーストラリア州のビバルマントラックは、世界有数の生物多様性ホットスポットであるオーストラリア南西部
の、最も美しく野生的な地域に1,000kmに渡って広がっている。
　９つの田舎町と多くの景勝地を通り抜け、旅行者はディ・ウォーク（近距離の徒歩旅行）と地方の宿泊施設での温
かいもてなしを楽しむことも、６～８週をかけてトラックを完走することも出来る。
　ビバルマン・トラック財団は、州政府の公園・野生生物局をトラックの管理、保全、マーケティングの面で支援す
るために作られた、地域密着型の非営利団体である。

ビバルマン･トラック
●ビバルマン･トラック （2014/2015/2016）

 www.bibbulmuntrack.org.aumike@peregrinewa.com.au
linda@bibbulmuntrack.org.au

オーストラリア

　公園・野生生物局は、西ヨーロッパの大きさに匹敵する260万㎢もの壮大な西オーストラリア州内で、400以上のト
レイルを管理しており、12,500km以上の海岸線を有する。トレイルの一部はTrails WA のホームページでも見ること
ができる。特に良く知られているのはケープトゥ・ケープ・トラックで、ルーウィン・ナチュラリステ公園をナチュ
ラリステ岬からルーウィンの灯台まで縦断するように125kmに渡り伸び、壮観で広大な崖の頂上からの景色や、昔の
ままの砂浜から隣接するンガリ・ケープス・マリン・パークを見渡せる。ビバルマン・トラックもまた有名なウォー
キングトレイルである。  

西オーストラリア州公園・野生生物局
●西オーストラリア内トレイル  （2014/2015/2016）

 www.capetocapetrack.com.au
 www.trailswa.com.au

kerstin.stender@dpaw.wa.gov.au

　トレイルWAは西オーストラリア州内のトレイルのマーケティングや広報を行う独立団体である。トレイルの情報を
収集・供給することで、より多くの人にトレイルを利用してもらうことを目的としている。

トレイルWA
  （2016）

 www.trailswa.com.aulinda@bibbulmuntrack.org.au

※９月９日現在
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歓迎の言葉

大会長・鳥取県知事

平井　伸治

　“Walking Resort Tottori” へようこそお越しくださいました。
　「第６回ワールド・トレイルズ・カンファレンス」へいらっしゃいました世界19の国や地域の皆様を、
鳥取県民とともに心より歓迎申し上げます。
　鳥取県は、日本の中でも大自然が満喫でき、温泉や昔からの街並み、名探偵コナンの里などを、心温
かい人々に囲まれながら歩くことができる、美しいとびきりのトレイル好適地です。
　世界中から志をともにする仲間が集まりました。世界中の人々の喜びと健康のためにトレイルの在り
方を論じ合い、実際に鳥取県の多彩なコースを皆様の足と目で確かめていただき、忘れ得ぬ思い出と未
来の地域発展の鍵を共有していただければと考えています。
　さあ、美しい秋の日本、心優しい人々が住む鳥取県を、ともに豊かな未来へ向かって歩きましょう。
　「しどろもどろの歩き方でなく、大地を一歩一歩踏みつけて、手を振って、いい気分で、進まねばなら
ぬ。急がずに、休まずに。」
　有名な志賀直哉の『暗夜行路』という小説のクライマックスで、主人公は鳥取県の大山（だいせん）
の山道を登ります。
　歩くということは、人生を確かに生きるということです。その原点が、鳥取県なのです。
　世界中にトレッキングの花が咲くように、お集まりの皆様方とともに、手を振って歩んでいきます。
　皆様の御健勝と御多幸をお祈り申し上げます。

ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会　大会長・鳥取県知事　平井　伸治

主催者挨拶

実行委員会　会長

山田　修平

　いよいよワールド・トレイルズ・カンファレンスを、この鳥取の地で開催いたします。
　実施にあたり、本当に多くの方々のご支援を頂きました。心よりお礼申し上げます。
　「歩く」ことが大好きな皆さま、世界各国、日本各地また県内各地から、ご参加ありがとうございます。
皆さまのご参加があってこその大会です。心より歓迎いたします。
　ウオーキング、トレイル、健康、人と自然、地域づくりなどについて大いに語り合いましょう。そし
て語るだけではなく、ご一緒に歩きましょう。
　歩くことは、なぜこれほど楽しいのでしょうか。人間の原点が「動く」こと、さらにその基本が「歩く」
ことだからかもしれません。「歩く」と細胞の一つひとつが蘇り、心身がリフレッシュするのを感じます。
　「歩く」ことで、普段は見落としていた、道ばたの草花や鳥の鳴き声、古い街並みの風情、山の鼓動、
そして爽やかな風を感じることができます。人と自然に穏やかに係わることができます。
　海、山、湖などの豊かな自然、悠久の歴史と文化、穏やかな町並み、そして人々のぬくもり等「日本
の故郷」の姿が、この地にはあります。
　とびっきりの９つのコースを設けました。お好きなコースを、お好きなように歩き、トレイルし「日
本の故郷」鳥取を心ゆくまで楽しんで下さい。　

ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会実行委員会　会長　山田　修平

ワールド・トレイルズ・
ネットワーク委員会　
会長

ガレオ 
セインツ
（南アフリカ）

　トレイルはグローバル・ヘルスへの道を築く
　トレイルはあなた、私、そして世界中どこに住んでいる人にも関係するものですが、その最も大
きな理由は、トレイルがとても独特な健康上の利点をもたらすからです。研究では、トレイルや自
然の中で時間を過ごすと、人々は賢くなり、新しい役割をより早く学び、自尊心や問題解決力が高
まり、肉体的、思考的、精神的にバランスが取れるようになるとはっきりと示されています。
　第６回目となるこの国際的なトレイル会議では、共通する価値観、ベストプラクティス（最優
良事例）、研究や資源の共有を元に、トレイルに関する国際的な議論と開発を促進することに重
点が置かれています。会議で新しい友人を作りながら、考えや知識を共有し、トレイルの持つ国
際的な特性やトレイルがそれぞれの文化を結びつける役割についても、理解を深めることが出来
るでしょう。
　トレイルは私たちを刺激します。トレイルは幸福と経験の共有をもたらします。しかし、しば
しば当たり前のものとみなされます。トレイルはまた、私たちの帰属する場所です。私たちはみ
な人間という大きな家族の一員であり、トレイルがあるからこそ、屋外での経験の共有を通して
お互いとつながることが出来るのです。
　この数日間、トレイル体験を享受しながら、すばらしいウォーキング・リゾートである鳥取県
で与えられる機会を是非満喫していただければと思います。皆さまが新しい友好関係を築かれる
だけでなく、私たちの生活・健康そしてこの美しい地球に貢献しているトレイルの重要性を今後
支持し続けられるためのインスピレーションをこの大会で受けられることを願っております。

ワールド・トレイルズ・ネットワーク委員会　会長　ガレオ・セインツ
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第６回ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会　日程

10：00～11：00
オープニング・記念講演
会場：大ホール

午前
ワールドウォークフェ
スタ in とっとり★

終日
とっとりを歩こうツアー★
◆山陰海岸ジオパークコース
◆日本遺産三徳山コース
◆日本遺産大山コース11：00～13：00

世界の取組とトレイル紹介
会場：大ホール

14：30～16：00
アジア・トレイルズ・
ネットワーク総会
会場：セミナールームⅢ

14：00～15：30
分科会Ⅰ

「ウォーキングと健康」★
会場：セミナールームⅢ

14：00～15：00
分科会Ⅲ「トレイルと
文化・自然」★
会場：セミナールームⅢ

16：30～18：00
ワールド・トレイルズ・
ネットワーク総会
会場：セミナールームⅢ

16：00～17：00
分科会Ⅱ

「トレイル・ウォーキン
グと地域の活性化」★
会場：セミナールームⅢ

15：00～16：00
分科会Ⅳ「トレイルと国
際マーケティング」★
会場：セミナールームⅢ

18：30～20：30
歓迎レセプション★
会場：ホテルセントパレス倉吉

18：00～20：00
交流会

（トリバル in 倉吉）★
会場：倉吉駅周辺

16：30～18：00
クロージング★

会場：セミナールームⅢ

10/15（土）～16日（日）　 ９：30～18：00 　WTC鳥取大会企画展示　会場：アトリウム

★有料プログラム　　　※14日（金）のプログラムは関係者のみ

10月14日（金） 10月17日（月）10月15日（土） 10月16日（日）

⃝Ｂ級グルメバトル
　（10/15（土）～16日（日））　ふれあい広場
⃝トリバルin倉吉
　（10/13（木）～16日（日））　倉吉駅周辺
⃝第６回ワールド・トレイルズ・カンファレンス統一研修会in鳥取
　（10/15（土）～16日（日））　上灘公民館

▶併催行事

⃝WTC鳥取大会企画展示　会場：アトリウム
　鳥取県のスポーツツーリズムやWTC鳥取大会参加団体の
紹介など、鳥取県や世界各国の自然や地形を活かしたすばら
しいウォーキングコースの情報が勢揃い。世界の様々な
ウォーキングの楽しみ方を感じていただけます。クライミン
グの無料体験コーナーもあります。

▶同時開催

セミナールームⅢ（2F）

ふれあい広場

アトリウム

大ホール（2F）大ホール（2F）

小ホール小ホール

鳥取二十世紀梨記念館鳥取二十世紀梨記念館
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10月15日（土）

■記念講演　10：20～11：00

「夢を追い続けて、歩く」
　2013年５月、３度目の世界最高峰エベレスト（8,848ｍ）登頂に成功し、世界最高年齢（80歳）での登頂記録を樹立し
た三浦雄一郎さんが、人生と向き合い、夢を追い続けて歩くことの苦労と楽しさ、そこで得られるもの、目標を持つことによっ
て元気に明るく生きる工夫と努力、家族と人の絆の大切さ、そして新たな挑戦について語ります。

■プレゼンテーション　11：00～13：00

「世界の取組とトレイル紹介」

三浦　雄一郎（みうら　ゆういちろう）氏� （プロスキーヤー、クラーク記念国際高等学校校長）
　1932年青森市に生まれる。1970年エベレスト・サウスコル8,000ｍ世界最高地点スキー滑降（ギネス
認定）を成し遂げ、その記録映画 [THE MAN WHO SKIED DOWN EVEREST] はアカデミー賞を受賞。
1985年世界七大陸最高峰のスキー滑降を完全達成。2013年80歳にて３度目のエベレスト登頂〔世界最高
年齢登頂記録更新〕を果たす。アドベンチャー・スキーヤーとしてだけでなく、全国に１万人以上生徒
がいる広域通信制高校、クラーク記念国際高等学校の校長も務める。

■スペイン
ガリシア観光庁、
シャコベオ計画管理協会
トレイル名：
カミノ・デ・サンチアゴ
（セント･ジェームズ･ウェイ）
Photo by: Manuel Valcarcel Cabo

■ギリシャ
ギリシャの道
トレイル名：
キティラ ハイキング

1 2

■オーストラリア
ビバルマン・トラック
トレイル名：
ビバルマン･トラック

■韓国
社団法人済州オルレ
トレイル名：済州オルレ

3 4

■南アフリカ
リム・オブ・アフリカ
トレイル名：
リム・オブ・アフリカトレイル

■台湾
社団法人台湾千里歩道協会
トレイル名：台湾トレイル

5 6

■ネパール
サマルス・ネパールの
市場開発プログラム
トレイル名：
グレート・ヒマラヤ・トレイルズ

■トルコ
トルコ文化の道協会
トレイル名：
トルコ文化の道
（リシアンウェイ）

7 8

■パナマ
パナマ徒歩財団

■ブラジル
世界自然保護基金ブラジル

9 10
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■分科会Ⅰ　14：00～15：30

「ウォーキングと健康」　～ウォーキングの身体的・精神的効果について～
　ウォーキングがもたらす効果として５K（健康・教育・交流・環境・観光）があげられているが、ウォーキングを通したエ
ンターテイメント性が人々の健康に与える影響は計り知れない。ノルディック・ウォークやトレイル活動を通した身体的影
響や環境整備について、日本、米国、韓国の現状から、健康寿命の延伸のための方策を模索する。

■分科会Ⅱ　16：00～17：00

「トレイル・ウォーキングと地域の活性化」　～日本のトレイルの事例紹介～
　いま、ロングトレイルが注目されている。健康、自然環境、歩く旅、インバウンド、そして地域の活性化などがコンテン
ツである。現在、日本ロングトレイル協会には、18のロングトレイルが加入し、まだまだ増えると考える。鳥取県では山陰
海岸ジオパークトレイルがメンバーだ。そこで、ロングトレイルムーブメントの背景と実態を解説する。

ロバート・サーンズ�氏� （トレイル・プランナー／トレイル開発者）　アメリカ
　高度なトレイルを40年間開発し続け、受賞歴を持つロバート・サーンズ氏は、地域と協力しながらデンバーのプラットリ
バー緑道からグランド・キャニオン国立公園トレイルまでの範囲における数々の事業を計画し、実施してきた。「計画・設計・
開発のガイドブック『グリーンウェイ』」（アイランドプレス出版社）の共著者であり、「国際運動『グリーンウェイ』の始
まり」（エルセビエル出版社）にも貢献した。「プランニング、ランドスケープ・アーキテクチャーLAチャイナ」と「アメ
リカン・トレイル・マガジン」に寄稿した。アメリカ合衆国国立公園局で指導者として活躍し、オバマ大統領が出席したア
メリカ・グレート・アウトドア会議にも代表団員として出席した。アメリカン・トレイルの名誉会長。「ワールド・オブ・
トレイルズ・マガジン」の記事を編集するワールド・トレイルズ・ネットワーク委員会のメンバーである。

中村　達（なかむら　とおる）氏� （日本ロングトレイル協会代表理事、青森大学客員教授、アウトドアジャーナリスト）　日本
　アウトドアズの普及と地域活性化のために、ロングトレイルの整備と普及活動をおこなっている。著
書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフ
スタイルになる日」など。中学時代から登山をはじめ、カラコルムラトック峰など国内外の登山多数。
日本山岳会会員。
longtrail.jp/ 

李　康玉（イ・ガンオク）氏� （大韓ウォーキング連盟　理事長）　韓国
　理学博士。尚志（さんじ）大学体育学部教授、韓国ウォーキング科学学会名誉会長、国際ウオーキン
グ連盟（IML）執行委員ほか。「あなたの二本の足が医者です!!!」のスローガンで、韓国で初めてウォー
キングスポーツを広めた名士。

10月15日（土）

松田　隆（まつだりゅう）氏� （鳥取県中部医師会会長）　日本
　まつだ小児科医院院長。子どもたちの足の異常（内反小趾、外反毋趾、扁平足など）、前弯などの姿勢
のゆがみ、しゃがめないなどの体の硬さに気づき、高齢者の寝たきりやロコモーティブシンドロームを
予防し、NNK （ねんねんころり）ではなく、PPK （ぴんぴんころり）となるために、子どもの時からの
足元からの健康づくり（ウオーキングテインメント）を提唱し、実践、普及啓発している。

コーディネーター

柳本有二（やなぎもとゆうじ）氏� （神戸常盤大学　教授）　日本
　東京学芸大学教育学部付属世田谷小学校教諭、兵庫大学健康科学部教授を経て、2008年より神戸常盤
大学保健科学部看護学科教授、現在に至る。医学博士。専門分野は運動生理学、健康科学、子供の健康
づくり　他。

パネリスト
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10月16日（日）

■分科会Ⅲ　14：00～15：00

「トレイルと文化・自然」
　トレイルは世界中の小道や主要道路の始まりである。人類の歴史が始まって以来、トレイルは人と人とを繋ぎ、人々が定住した
場所とそれを取り囲む自然の景観とを繋いできた。この分科会では、文化遺産において現在トレイルが持つ重要な役割と、トレイ
ルがどのように人々と自然界との関わりを形作っているのかについて探る。ブラジルの社会と自然保護地域を繋ぐ推進力となって
いるトレイル、コスタリカの地域開発に寄与しているトレイル、ギリシャの豊かな文化遺産を享受しているトレイル等を紹介する。

フィボス・ツサラヴォポロス�氏�
（ギリシャの道、マネージャー・トレイル開発者）　ギリシャ
　国内外のトレイル・ネットワークで計画、開発
と促進事業に長年携わってきた。トレイルの設計、
誘導サインの設置、インターネット上のPR活動の
専門として活躍してきた。ワールド・トレイルズ・
ネットワークの会計係も務めている。

ナット・スクリムショー�氏� （センデロ・パシフィコ連合、コーディネーター）　コスタリカ
　コスタリカにあるセンデロ・パシフィコ連合の共同創立者であり、現在コーディネーターとして活躍している。
グアテマラに生まれ、家族をコスタリカで育て上げ、現在コスタリカと米国ニューハンプシャー州のホワイト山
地の２か所に拠点を置いている。センデロ・パシフィコ連合に勤めながら、アパラチアン・マウンテン・クラブ
でフランコニア山脈トレイル担当者として活躍している。フランコニア山脈トレイルは、ナショナルジオグラフィッ
クの「世界トップ20ハイキング・コース」に指定され、全長3,500キロのアパラチアン・トレイルの一部。

アンナ・カロライナー・ロボ�氏�
（世界自然保護基金ブラジル）　ブラジル

コーディネーター

■クロージング　16：30～18：00

　WTC鳥取大会総括、大会宣言など

ガレオ・セインツ�氏� （ワールド・トレイルズ・ネットワーク委員会　会長）　南アフリカ

■分科会Ⅳ　15：00～16：00

「トレイルと国際マーケティング」
　この分科会では、トレイルマーケティングの概要、国際的レベルの例、そしてそれらをどのように各々のトレイルに生か
すのかについて紹介する。プレゼンテーションでは、全てのマーケティング素材、インターネット上の情報、ソーシャルメディ
アへの投稿において一貫したブランドを発信する方法を、国際的な顧客に対しトレイルを広報するという視点で説明する。

カーステイン・ステンダー�氏� （ビバルマン･トラック、トレイル・コーディネーター）　オーストラリア
　カーステイン・ステンダー氏は、西オーストラリア州公園・野生生物局のトレイル・コーディネーター
であり、当局の長距離トレイルの総合管理をしながら、他のトレイルの方策責任を果たしている。現在、
トレイル・ビジネス経営モデル専攻で観光マネジメント修士号を取得中。ドイツ生まれのステンダー氏は、
以前から世界各地でハイキング、サイクリング、カヤック等をし続け、常にアウトドアに熱心である。

ジャッキー・ランデル�氏� （ブルーストレイル、組織資源ディレクター）　カナダ
　2002年にブルーストレイル保全協会（BTC）で勤め始め、現在、組織資源ディレクターとして人事、カスタマー・サービ
ス職員およびボランティア事業の担当を務めている。BTCのボランティア事業が2002年より拡大し、ボランティアスタッフ
が800人から1,500人に増え、BTC職員数が８人から16人へ、そしてBTC会員数が9,000名以上に増加。
　現在関わっている主な事業は、ブルーストレイル50周年記念事業、会員・援助資金供与者・ボランティアスタッフ用デー
タベースのアップグレード、BTC本部の移転、友好トレイル紹介を通してのブルーストレイル保全協会の国際イメージ作り、
ワールド・トレイルズ・ネットワーク活動への継続的参加等。ランデル氏は、人類学の学士号を取得し、大学院で人事・ボ
ランティア管理学を専攻した。

エウェン・ホーガン�氏� （クレア州、地方レクリエーション官）　アイルランド
　エウェン・ホーガン氏は、アイルランド・クレア州のレクリエーション官であり、550キロ以上の遊歩道・
自転車道を管理している。クレア州にある野外活動用トレイルの開発・修理・促進の監視役を果たして
いる。私有地にあるトレイルを管理するための維持費を地主に払う「ウォーク・スキーム」という政府
事業も管理している。その他、パンフレットの作成、トレイルのホームページの管理、ソーシャル・メディ
アを通して情報発信等も行っている。

コーディネーター
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往路
のりば 時間

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ８：00 ― ８：30 ― ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ８：20 ― ８：40 ―
JR倉吉駅臨時バスのりば ８：15 ― ８：45 ― ９：00
倉吉未来中心正面バスのりば ８：25 ８：35 ― ８：55 ―
東伯総合公園 ９：00 ９：10 ９：30 ９：30 ９：35

復路
のりば 時間

東伯総合公園 12：40 13：00 13：20 13：40 14：15 14：40
倉吉未来中心正面バスのりば 13：15 13：35 13：55 14：15 14：50 15：15
JR倉吉駅臨時バスのりば 13：25 13：45 14：05 － 15：00 15：25
はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 13：40 － 14：20 － － 15：40
三朝温泉旅館協同組合前 － 14：00 － 14：30 － 16：00

Ｃ・Ｄコース スタート場所：東伯総合公園

往路
のりば 時間

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ８：00 ― ８：30 ― ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ８：20 ― ８：40 ―
JR倉吉駅臨時バスのりば ８：15 ― ８：45 ― ９：00
倉吉未来中心正面バスのりば ８：25 ８：35 ― ８：55 ―
出会いの広場 ８：45 ８：55 ９：05 ９：15 ９：20

復路
のりば 時間

出会いの広場 12：15 12：35 12：55 13：15 13：35 13：55
倉吉未来中心正面バスのりば 12：35 12：55 13：15 13：35 13：55 14：15
JR倉吉駅臨時バスのりば 12：45 13：05 13：25 13：45 14：05 ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ― ― 14：00 ― 14：30
はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ― ― 13：40 ― 14：20 ―

Ｂコース スタート場所：出会いの広場（旧鳥取県運転免許試験場）

往路
のりば 時間

JR倉吉駅臨時バスのりば 11：00 11：20 11：40 12：00

倉吉未来中心正面バスのりば 11：10 11：30 11：50 12：10

復路
のりば 時間

倉吉未来中心正面バスのりば 14：45 14：50 15：00 15：15 15：30

JR倉吉駅臨時バスのりば 14：55 15：00 15：10 15：25 15：40

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ― ― ― 15：40 15：55

三朝温泉旅館協同組合前 ― ― ― 16：00 16：15

Ａコース スタート場所：倉吉未来中心パークスクエア

スタート場所・シャトルバス時刻表
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事前予約
のみ

往路
のりば 時間

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ７：35 ― ７：55
JR倉吉駅臨時バスのりば ７：55 ８：05 ８：15
倉吉未来中心正面バスのりば ― ― ８：25
ふるさと健康むら ８：10 ８：20 ８：40

復路
のりば 時間

三徳山駐車場 12：00 12：20 12：40 13：00 13：20 13：40 14：05
三朝温泉旅館協同組合前 12：10 12：30 12：50 13：10 13：30 13：50 14：15
ふるさと健康むら 12：15 12：35 12：55 13：15 13：35 13：55 14：20
倉吉未来中心正面バスのりば ― 12：50 ― 13：30 ― 14：10 ―

JR倉吉駅臨時バスのりば ― 13：00 ―
13：40

―
14：20

―乗り換え 乗り換え
13：55 14：40

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ― ― ― 14：10 ― 14：55 ―

Ｆコース スタート場所：ふるさと健康村

往路
のりば 時間

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ７：55 ― ― ― ― ― ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ８：05 ― ― ― ― ―

JR倉吉駅臨時バスのりば
８：15

― ８：35 ８：55 ９：15 ９：30 ９：45乗り換え
８：20

倉吉未来中心正面バスのりば ―
８：20

８：45 ９：05 ９：25 ― ―乗り換え
８：30

関金総合運動公園 ８：50 ９：05 ９：25 ９：45 10：00 10：15

復路
のりば 時間

関金総合運動公園 13：30 13：45 14：00 14：20 14：40 15：00

倉吉未来中心正面バスのりば 13：50
14：05 14：20

14：40 15：00 15：20乗り換え 乗り換え
14：10 14：30

JR倉吉駅臨時バスのりば ― 14：20 14：40 14：50 15：10 15：30
はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ― ― 14：55 ― 15：25 ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― 14：40 ― ― 15：45 ―

Ｅコース スタート場所：関金総合運動公園

往路
のりば 時間

はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ７：35 ７：55 ― ― ― ― ８：55 ― ― ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ― ７：40 ― ８：05 ― ― ― ― ―
倉吉未来中心正面バスのりば ― ― ― ― ８：20 ― ― ― ― ―
JR倉吉駅臨時バスのりば ― ― ８：00 ８：10 ８：30 ８：45 ― ９：15 ９：30 ９：40
燕趙園（龍鳳閣前バスのりば）７：45 ８：05 ８：10 ８：20 ８：40 ８：55 ９：05 ９：25 ９：40 ９：50

復路
のりば 時間

燕趙園（龍鳳閣前バスのりば）11：45 12：05 12：25 12：45 13：05 13：25 13：55 14：10 14：30 14：45

JR倉吉駅臨時バスのりば 11：55 12：15 12：35 12：55 乗り換え 13：15 13：35 14：05 乗り換え 14：20 14：40 14：5513：00 14：20
倉吉未来中心正面バスのりば 12：05 12：25 12：45 13：05 ― 13：25 13：45 14：15 ― 14：30 ― ―
三朝温泉旅館協同組合前 ― ― ― ― 13：20 ― ― ― 14：40 ― ― ―
はわい温泉・東郷温泉旅館組合前 ― ― ― ― ― ― 14：10 ― ― 14：55 ― ―

Ｇ・Ｈ・Ｉコース スタート場所：中国庭園　燕趙園

※一部変更になる場合があります。
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