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主催 :かとしま春の3大ウォーク実行委員会
お問い含わせ先:〒897-8501 鹿児島県南さつま市カロ世田川畑2648 南さつま市役所観光交流課内

丁e1 0993-53-211l  Fax 0993-53-5465
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[日 時]2016年 1月 23日 (土 )24日 (日 )

[会 場]いぶすき菜の花マーチ大会コース(指宿市 )

[ス タート]ら、れあいプラザなのはな館 他

[ゴール]ら、れあいプラザなのはな館 他

[種 目]ベテラン向けの 40kmコースからどなたでも楽しめる5kmまで

毎年幅広いコースを設けております

[参加資格]どなたでもご参加可能です

[参加料]一般 2,000円 、高校生以下 1,000円

[申 込み受付]事前申込 平成 27年 12月 24日 (木 )ま で (当 日参加可 )

〈お問い合わせ・お申し込み〉いぶすき菜の花マーチ実行委員会

〒8910405指宿市湊 2-5-33(社 )指宿市観光協会内 TEL 0993-22-5519

黄色い絨毯のように広がる菜の花の中、初春の息吹を感 じながらご家族

や仲間と一緒に元気良 く歩こう !マ ーチとはそれぞれテーマを設けて設

定されたコースを歩 くイベン トで、いぶすき菜の花マーチは日本マーチン

グリーグの公式大会にもなっております。各コース上では指宿の大会なら

ではの美 しい景観やエー ドでの美味 しい特産品、そ して大会を支える市民

ボランティアの方々の厚いおもてな しがあり、大会に彩を加えます。

FAX 0993-22-3884

多くの苦難の末に鑑真大和上が本土初上陸を果た した地、南
さつま市坊津町秋目。その秋目を含む「南さつま海道」は、変

化に富んだ美 しいリアス式海岸や、それらを―望できる亀ヶ丘

など見どころがたくさんあります。この魅力たっぷ りの南さつ

ま市を、たくさんの方々に知っていただきたく、2013年 か

らこの道歩きを開催 しています。

[日  時]2016年 2月 27日 (土 )28日 (日 )

[会  場]南さつま海道鑑真の道歩き大会コース(南さつま市 )

[ス タート]坊津高太郎公園他

[ゴール]坊津高太郎公園他

[種  目]海岸線を歩(17kmコースから山登り12kmコースなど

変化に富んだコースを設けております

[参加資格]どなたでもご参加可能です

[参加料]事前 :一般 1,800円 (当 日 2,000円 )、 中高校生 900円 (当 日 1,000円 )、

小学生以下 400円 (当 日 500円 )

[申 込み受付]事前申込 平成 28年 2月 8日 (月 )まで (当 日参加可 )

〈お問い合わせ 'お 申し込み〉南さつま海道鑑真の道歩き実行委員会

〒8978501 南さつま市加世田川畑 2468南さつま市役所観光交流課内 TEL0993 53-211l FAX 0993 53 5465

鹿児島県霧島市は、 1866年 土佐の坂本龍馬と妻お龍が

日本で最初の新婚旅行で訪れ、雄大な自然や豊富な湯量を持
つ温泉で激動の幕末で活躍 したその身体を癒 しま した。 日本
の将来を思い描きながら二人が歩いた道を現代の龍馬とお龍
となって歩き、昭和 9年 3月 日本で最初に国立公園に指定さ

れた、霧島の自然や歴史を楽 しむウォーキング大会を開催い

た します。

1,000円 )、

0霧島
[日 時]2016年 3月 19日 (土 )・ 20日 (日 )

[会 場]龍馬ハネムーンウォーク n霧島大会コース(霧島市 )

[ス タート]みやまコンセール(霧島国際音楽ホール)他

[ゴール]みやまコンセール(霧島国際音楽ホール)他

[種 目]上級者向けの 23 5kmコースから初級・中級向けの 10kmコース

まで幅広いコースを設けております

[参加資格]どなたでもご参加可能です

[参加料]事前 :一 般 1,800円 (当 日 2,000円 )、 中高校生 900円 (当 日

小学生以下 400円 (当 日 500円 )

[申 込み受付]事前申込 平成 28年 2月 29日 (月 )まで (当 日参加可 )

(お問い合わせ・お申し込み〉公益社団法人 霧島市観光協会

〒8996603霧 島市牧園町高千穂 3878番地 114 TEL 0995-78-21
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誉
この度、「かごしま春の 3大ウォーク」の関係団体様が協定を結ばれ、開催

大会が、スタンプラリーで運営となり、「かごしま春の 3大ウォーク大会」

でも、「一般社団法人全 日本ノルディック・ウォーク連盟鹿児島県支部」も、

集客やテントブース設営で協力することに、成 りました。

1月 の「第 24回いぶすき菜

テントブース設営と協賛参加

は、今年も、例年通り集客案内や

2月 の「第 4回南さつま海道鑑真の道歩き大会 」は初めての大会参加です

が、協賛参加で、集客案内とテントブース設営いたします。

3月 の の 2016年 度

は、集客案内やテントブース設営と協賛参加をさせて頂きます。

参加等の申込書と正式ポスター等は、各 3大 ウォークも観光案内所、又は、

このご案内のポスターの掲示してある店舗等に、ご相談ください。

一般社団法人 全日本ノルディック :_立 ォーク連盟 鹿児島県支部


