
NPO,と 人南部町総合型地域スポーツクラブ

里山認定された「南部町」を自然体感ウォーク「F
Ь

・ 与
I「

集合 :しあわせ 9時バスで出発

目的地 :鎌倉山 (南部町)

参加費 :500円

(一般 700円 )

申込〆七刀 :4月 13日 (水 )

※目的地へはバスで移動

※雨天中止

・お

ウ 中
入会手続き3ステップ〉〉申込先 :南部町総合福祉センターしあわせ内 66… 5400

■            当面の予定

0プ レイベント

さくらウォーク 3月 30日 (水)9時～11時 法勝寺川周辺

●定傾じ会 (bあわせ周辺を歩きます )

0毎月第 2木 B醒 日 9時～11時
4月 14日 (本) 葉ざくらウォーク (桜の絨毯を期待!1)

5月 12日 (木) 代満ウォーク  (田 園風景を清喫)

6月 9日 (木) あじさいウォーク (アジサイにはまだ早いか)

|◆ さくらウォーク C 山芍薬ウォーク 簿
>

―  とき :4月 20日 (水 )

ー

とき :4月 9日 (土 )

集合 :ま ごころ市

受付 :9時～9時 40分
コース :3.6 km、 6 km

桜土手周辺

参加費 :無判

申込 :当 日申込のみ

※雨天中止

カタクリの花ウォーク

ー
―  とき :5月 1日 (日 )

―  集合 :しあわせ 8:30バスで出発

――‐目的地 :船通山 (奥出雲)

―― コース :片道 90分・山頂で回Ω

__     下山 16時 しあわせ解散
~  

参力ll費 :1,OOO円 (一般 1,500円 )

_申 込〆七刀 :4月 23日 (■ )

―   ※雨天中止

ささゆリウォーク 寺 とヽ  ,

ー~ 
とき :6月 23日 (木 )~  
集合 :しあわせ 8:30バスで出

~目
的地 :船通山 (奥出雲 )

~コ ース :艇 90分・ 山頂弼 食

_―     下山 16時 しあわせ解散~ 
参加費 :1,OOO円 (一般 1,500円 )

_申 込メ七刀 :6月 15日 (水 )

~   
※雨天中止

保険は任意

1,850円
日座振替契約

スポnetなんぶ

へ入会

年会費

1,080円



クラブ入会特典

定例会の参加
。毎月第2水曜日9時～11時の定例会に無料参加OK。

・定例会は要望等によって頻度等調整していきます

イベントヘの優待参加 (ク ラブ主催事業)

・クラブで主催する表面のイベント等へ会員価格で参加OK
・イベントは随時企画していきます

お買いもの割引

。お買い物の際に会員証の提示で割引

・橋尾スポーツ 15%引き

・スポーッオーソリティ日吉津店 8%引き
。各店舗とも対象外商品あり、また他の割引との併用はできません。

近隣大会のお知らせ

。近隣で開催されるイベントのご案内をします。

・参加希望者の多いイベントはバスを出す場合もあります。 (有料)

近隣開催イベント年間スケジュール

5月 22日 (日 )エ ンジョイウォーキング大会

(米子市)

米子けやき通り振興会主催

8 km/4 km  参加費700円
5月 29日 (日 )安 来月山戦国ロマンウォーク 実行委員会主催

1 0km    参加費 1, 200円
6月 26日 (日 )すいかウォーク

(ゴヒ栄町)

北栄てくてく健康倶楽部主催

1 0km

9月 25日 (日 )境 港さかな 。妖怪ウォーク 実行委員会主催  6。 6km/12.8km
参加費 事前申込 1, 000円

10月 16日  緑水湖マラソン

(日 )

実行委員会

3, 3 km 参加費 700円
11月 3日 (木)米 子信金ふれあいウォーク 米子信金主催

8 km  無料

11月 6日 (日 )安 来なかうみマラソン 実行委員会主催

4k阻/8 km  参加費 1, 000円
11月 19日  安来清水寺古道ウォーク

(土 )

日本海新聞主催

1 0km    参加費 700円

日程 (予定 ) 大会名 詳細

お問合せ・申込先

NPO法人南部町総合型地域スポーツクラプ スポnetなんぶ

〒683‐ 0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺 331‐ 1南部町総合福祉センターしあわせ内

電話0859-6-5400 FAX 0859-66-5401




