
  

  

日本市民スポーツ連盟公認大会  ウォーク日本1800  尾道市民認定大会  

市制施行１２０周年記念 

inみつぎ 
※いきいきロードは「美しい日本の歩きたくなる道500選」認定コースです。 

平成30年9月22日（土） 開催日 

参加費 500円 小学生以下250円（保護者同伴） 

Bｺｰｽ （前半に少しのアップダウン、後半は平坦なスタンダードコース）  8ｋｍ 

彼岸花の咲きほこる“いきいきロード”を歩こう！ 

Cｺｰｽ （距離を長くしたい人への健脚コース）             11ｋｍ 

ふれあいの里---圓鍔勝三彫刻記念公園---いきいきロード---河内公民館---いきいきロード---いこい会館---ふれあいの里 
 9：30スタート   9：45頃           10：25頃      10；55頃             11：30頃ｺﾞｰﾙ  

Aｺｰｽ  （平坦のみの ゆっくりコース）                      4ｋｍ 

ふれあいの里---圓鍔勝三彫刻記念公園---いきいきロード---河内公民館---御調西小学校---いきいきロード（西端）---河内公民館- ---いこい会館---ふれあいの里 

9：30スタート   9：45頃          10：20頃   10：45頃    10：55頃     11：20頃      11：30頃   11：50頃ｺﾞｰﾙ               

申し込み 
問合わせ 

主催 里山尾道ｳｫｰｸｉｎみつぎ実行委員会 共催 尾道市  協力 広島県ウォーキング協会 尾道市歩け歩け会 尾道しまなみ商工会 
尾道しまなみ商工会青年部御調地域委員会 御調町振興区長会 尾道市ふれあいの里指定管理者（株）みつぎ交流館 

ＴＥＬ 0848-76-2922    ＦＡＸ 0848-76-0286 
E-mail mtg.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp 
※E-mailの場合は参加申込書と同様の内容を記載し送信してください。l 

 

〒722-0392 広島県尾道市御調町市245番地 
里山尾道ｳｫｰｸｉｎみつぎ実行委員会 
（尾道市役所御調支所まちおこし課内） 

  尾道ふれあいの里 前泊プラン 

●料金 ９，０００円（税込） １泊２食付き 里山ｳｫｰｸ参加費込み 

●特典 ９/２１・２２日とも温泉入浴サービス   
 ・入浴は6時30分から21時30分まで受付、22時に終了です。 
 ・夕食（和風御膳）のラストオーダーは20時45分です。 
 ・ﾁｪｯｸｲﾝは20時までに済ませてください 
※前泊プラン申し込みの方には、尾道ふれあいの里から確認の電話をさせていただきます。 

観光ガイドｺｰｽ   地域おこし協力隊と歩く歴史探訪ツアー 

●内容  いきいきロード沿いの史跡等をめぐる 
       4ｋｍ程度のコースです。 9：30スタート 
●案内人 尾道市地域おこし協力隊 黒田信二 

彼岸花咲きほこる いきいきロード 

（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
で戻ります）  

※当日、受付でお支払ください。 
ひがんばな 

～遠くからお越しの方はぜひどうぞ～ 

天然温泉 オプショナルプラン  

※写真はイメージです 

ふれあいの里---       ---いきいきロード---河内公民館---いきいきロード---いこい会館---ふれあいの里 
   9：40頃            9：50頃ｽﾀｰﾄ   10：20頃              11：05頃                     

※7月の西日本豪雨災害により一部コースが被災しており、この度は「岩倉の名水」方面には行かないコース設定にしています。   

（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
で戻ります）  

ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
 移動  

（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
で戻ります）  

圓鍔勝三彫刻記念公園 
        （B・Cｺｰｽ） 

給水所  給水所  

給水所  給水所  

給水所  給水所  給水所  

mailto:mtg.okoshi@city.onomichi.Hiroshima.jp


※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営以外には使用いたしません。 
※5人以上でお申し込みされる場合は、参加申込書（団体用）がありますので、事務局へお問い合わせください（尾道市HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可）。 

【開会式】 

●会場 天然温泉 尾道ふれあいの里  
      ゲートボール場 （尾道市御調町高尾1369） 
●受付    午前８時２０分～ 
●開会式 午前９時～ 準備体操  
       午前９時３０分スタート 
 ※ゴール後、シャトルﾊﾞｽで尾道ふれあいの里に戻り 
   ます。その後、随時解散となります。 
 【その他】 

●抽選会  地元特産品が当たる抽選会を行います。 
        ※ゴール後に、抽選結果の張り出しを行います。 

●給水所  コース途中とゴール後に給水所を設けます。 
        ※地元の方のおもてなしの品もあります。 
●コース図  当日配布します。 

【会場までの交通手段等】 

●自家用車 
会場には駐車場がありますが、なるべく乗り合わせてお越しください。 
 
●公共交通機関（路線バス） 
 「高速バス リードライナー」  
  広島市（ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ）方面---→        
  福山市駅家町方面-------→ 
 
 「中国バス」           
   尾道駅・新尾道方面-----→ 
   世羅・甲山方面---------→           ： 
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無料 
ｼｬﾄﾙバス 
８：１０発 

8：05着 
8：04着 

 
 
8：08着 
7：11着 

諸 

注 

意 

●当日のコース変更はできません（BコースとCコースは除く）。 

●当日の参加申し込みの受付は行いませんので、ご了承ください。 

●お持込みになられた空容器などのゴミは、ご自身でお持ち帰りください。 

●保険は参加費に含まれておりますが、より補償の厚い保険をご希望の方は、各自任意でお申し込みください。

健康に不安のある方は、あらかじめ医師の許可を受けてご参加ください。万一の事故が起きた場合、主催者とし

ては傷害保険に加入している範囲および応急処置以外の責任は負いません。 

●雨もまた自然の恵みです。本イベントは原則雨天決行です。 但し、尾道市に自然災害が起こるおそれのある

場合は中止とします。中止の際には、大会事務局から連絡いたします。 連絡がない場合においても、大会当日

の午前６時現在で大雨、又は洪水警報が発令されている場合は中止とします。 

●参加費支払後、返金はいたしませんのでご了承ください。 

里山尾道ウォークｉｎみつぎ　　参加申込書 申込期限　９月６日（木）

（FAX・郵送･ﾒｰﾙ）で申し込んでください。 E-mail:mtg.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp
※ﾒｰﾙの場合は下記様式と同様の内容を記載し送信してください。 FAX:0848-76-0286

〒　　　　－ 電話　　　　　－　　　　　－ 【宿泊について】

※中止の場合には緊急連絡をいたしますので、繋がりやすい電話番号をご記入ください。

ふりがな 性別 参加コース

  ①A 　・ 　②B 洋室 和室

  ③C　・　　④観光ｶﾞｲﾄﾞ

ふりがな 性別 参加コース

  ①A 　・ 　②B 洋室 和室

  ③C　・　　④観光ｶﾞｲﾄﾞ

ふりがな 性別 参加コース

  ①A 　・ 　②B 洋室 和室

  ③C　・　　④観光ｶﾞｲﾄﾞ

ふりがな 性別 参加コース

  ①A 　・ 　②B 洋室 和室

  ③C　・　　④観光ｶﾞｲﾄﾞ

●自家用車
（　普通　・　軽自　）
いずれかに○をしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　台

●路線バス
　　　　　　　　　　人

●貸切バス
（　大型　・　中型　）

　　　　　　　　　　台

●その他

住
所

（
代
表
者

）

※和室は２名以上からと

なります。

※前泊プラン申し込みの

方には、尾道ふれあいの

里から確認の電話をさせ

ていただきます。

　男　・　女

【交通手段について】
※お越しになられるとき
の交通手段を教えてく
ださい。

名
前
①

生年月日
前泊プラン

いずれかに○をお付けください。

 T

 S　　　 年　　月　　日

 H
（　ｼﾝｸﾞﾙ　・　ﾂｲﾝ）

名
前
②

生年月日
前泊プラン

いずれかに○をお付けください

 T

 S　　　 年　　月　　日

 H
　男　・　女

（　ｼﾝｸﾞﾙ　・　ﾂｲﾝ）

名
前
③

生年月日
前泊プラン

いずれかに○をお付けください

 T

 S　　　 年　　月　　日

 H
　男　・　女

（　ｼﾝｸﾞﾙ　・　ﾂｲﾝ）

名
前
④

生年月日
前泊プラン

いずれかに○をお付けください

 T

 S　　　 年　　月　　日

 H
　男　・　女

（　ｼﾝｸﾞﾙ　・　ﾂｲﾝ）


