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株式会社キャンディープロモーション

☎086-221-8151

■時間：【開場】18：00 【開催】19：00～21：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：5,900円

加藤ミリヤ
TOUR 2016

そのカリスマ性から若い女性に絶大な人気を誇
る加藤ミリヤ。パワフルな歌声に圧倒されて体を
揺らしたり、思い出の曲に浸ったりと、自由に彼
女の世界を体感して。こだわっている衣装やス
テージセットにも注目したい。

最新アルバム
「LIBERTY」を
引っ提げたツアー、
米子で開催決定！

■時間：【開場】13：45（予定） 【開演】14：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料（要整理券）

鳥取県立境高等学校
☎0859-44-0441

鳥取県立境高等学校
第25回定期演奏会1日

13金

大
会
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講
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お問合わせ

■時間：【開場】15：00 【開催】15：30～18：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

株式会社 日本ドリコム 関西支社
☎06-6399-0888

進学相談会11水

お問合わせ

■時間：11：00～16：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール・国際会議室
■料金：無料

公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構

☎0857-24-4740

とっとり就職フェア
2016・5月12木

お問合わせ

鳥取県高等学校文化連盟放送専門部（米子東高校 倉光）

☎0859-22-2178

■時間：13：30～17：30
■対象：一般　■会場：小ホール　■料金：無料

NHK杯 高校放送コンテスト
中西部地区予選会24火

お問合わせ

とっとり県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会社会教育課内）
☎0857-26-7944

■時間：13：30～15：30　■対象：一般
■会場：小ホール　■料金：無料

平成28年度 とっとり県民カレッジ
「未来をひらく鳥取学」21土

お問合わせ

ごうぎん浪漫倶楽部事務局

■時間：【開場】9：30 【開催】10：00～12：00
■対象：一般（要予約）　■会場：国際会議室
■料金：無料

0120-516-092

ごうぎん
「年金セミナー」21土

お問合わせ

☎03-6838-9230

■時間：【開場】13：00
【開催】13：30～15：30

■対象：一般
■会場：小ホール
■料金：無料

認定NPO法人
日本高血圧協会市民公開講座22日

お問合わせ

【チケットについて】
http://tour.mrchildren.jp［PC・モバイル共通］
【その他公演について】株式会社 夢番地 岡山

☎086-231-3531（平日11：00-19：00）

■時間：【開場】17：00 【開演】18：00
■対象：一般
■会場：多目的ホール
■料金：8,100円

Mr. Children
Hall Tour 2016 虹8日

お問合わせ

■時間：【開場】13：30 【開催】14：00～16：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：一般／1,000円、学生／500円

鳥取ホルンアンサンブル（飯塚）
☎090-2470-2357

鳥取ホルンアンサンブル
第８回演奏会4 水

お問合わせ

■時間：【開場】17：30 【開催】18：30～21：00（予定）
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：特別リングサイド 10,000円

リングサイドA 8,000円／リングサイドB  5,000円
２階指定席 4,000円 ※当日は全券種500円UP

新日本プロレス興行・
米子大会30月

新日本プロモーション株式会社
☎03-5575-6638お問合わせ

■時間：【開場】14：45 【開演】15：30
■対象：一般
■会場：多目的ホール
■料金：6,000円
※未就学児入場不可

日本海新聞西部本社事業課

☎0859-34-8813

日本海新聞発刊40周年記念事業
綾戸智恵コンサート2016
～DO JAZZ～

14土

お問合わせ

お問合わせ

日本海テレビ営業推進部

☎0857-27-2136
（平日9：30～18：00）

■時間：【開場】18：00 【開演】18：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：S席 10,000円／A席 8,000円

イングリット・フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート

アルバム「奇蹟のカンパネラ」は200万枚を超える
セールスを記録。愛と人間味溢れる人柄も多くの
ファンを魅了しています。心に優しく響く、繊細で
独創的な演奏を、このチャンスにご体感ください。

奇蹟の
「ラ・カンパネラ」
は必聴！待望の
米子初公演！！

26木

お問合わせ

株式会社協和企画
コンベンション本部

ⓒNJPW
e-mail:inform@shinnichi-pro.co.jp
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公演・芸能

公演・芸能



ビッグシ
ップ・ナイトクルージングのご案内

当センターを会議、催事でご利
用のお客様は、ご利用されたす
べての時間が無料となります。

Information

Night Cruising

米子コンベンションセンター指定管理者 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー
〒683-0043 鳥取県米子市末広町294番地　Tel（0859）35-8111　Fax（0859）39-0700
URL http://www.bigship.or.jp/　　E-mail management@bigship.or.jp
ホームページでは施設の利用方法・利用料金、ホールなどの予約状況のご案内や申請書作成、図面のダウンロードができます。

携
帯
電
話
か
ら
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

米子コンベンションセンターでは、地域の皆様方に施設を広く知っていただくため、各種団体ごとに施設見学を受付いたします。
催事状況により施設見学ができないこともありますので、くわしくは当センターにお問い合わせください。

利用料金
最初の1時間 無  料
8:00～22:00 30分/100円

60分/100円22:00～翌8:00

※各会場内の割引認証機に駐車券を
　挿入し、手続きを行ってください。

割引認証機での手続きは「駐車券」が必要です。
当センターをご利用の際は、必ず「駐車券」をお持ちください。 24時間営業 700台収容

6月のイベント案内

【ドリンクメニュー】ワイン、珈琲、紅茶など。　※アルコールご希望の方はお車でのご来場はお控えください。

6/19日

6/19日

■時間：①【開場】10:30 【開演】11:00
②【開場】13:30 【開演】14:00

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：当日 2,800円／前売 2,600円

日本海テレビ営業推進部

☎0857-27-2136
（平日9：30～18：00）

米子シネマクラブ第107回例会
「ボーダレス ぼくの船の国境線」

お問合わせ

■時間：【1回目】14:00～ 【2回目】19:00～
■対象：関係者および一般
■会場：小ホール
■料金：【会員制】当日入会　大人 2,500円／中高生 1,500円

米子シネマクラブ

☎090-8248-9810お問合わせ

☎0859-35-8111お問合わせ

チケット好評発売中

館長 就任挨拶

ビッグシップ前
立体駐車場

（米子駅前簡易駐車場）

あしたは「おかしの国」のおまつりです。ケーキコ
ンテストに招待されていたジャムおじさん。ところ
が、その招待状をクリームパンダが落としてしま
い、ばいきんまんの手に…！ばいきんまんはおま
つりのおかしをねらっておかしの国へ向かうアン
パンマンたちのじゃまをします。はたして、アンパ
ンマンたちはケーキちゃんたちが待つおかしの国
に無事たどり着けるのでしょうか？そして、おかし
の国のおまつりはどうなるのでしょうか？

今回のナイトクルージングは、鳥取で長く活動しておられる雅楽会「鳥取雅友会」をお迎えします。
雅楽は「世界最古のオーケストラ」とも呼ばれ、管楽器・打ち物(打楽器)・絃楽器・歌・舞とが一体と
なって奏でる澄んだ音楽は、心をリラックスさせてくれます。「鳥取雅友会」は奏者の大半が約30年
前後の雅楽経験者で、中には宮内庁式部職楽部の楽師に師事した方もおられます。この機会にぜひ
ご覧ください。
また、アートギャラリーでは「薔薇と小鳥に囲まれて」と題し、下田恵美子さんと下田裕美さんによる
作品展示を行います。華やかなキルト小物のかずかずをおたのしみください。

ビッグシップ開催
イベントチケット
取得情報

加藤ミリヤ TOUR 2016
■会場：多目的ホール

日本海新聞発刊40周年記念事業
綾戸智恵コンサート2016
～DO JAZZ～
■会場：多目的ホール

6/19日

13金

鳥取県立境高等学校
第25回定期演奏会
■会場：多目的ホール1日

イングリット・フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート
■会場：多目的ホール
それいけ！アンパンマン ミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ
■会場：多目的ホール

26木

14土

Information

5月～6月

鳥取雅友会 開場▶18：15
開演▶19：00

多目的ホール・
ホワイエ

700円（１ドリンク＆フード付き／税込）開催日までに完売の際には、当日券の扱いはございません。

平成28年

6/16㈭
日
時

会
場

出
演

料
金

このチケットに関しましては、お電話での
ご予約もお受けいたしております。

新

※主催者の都合により、掲載していない催事があります。このご案内は3月25日現在
の資料をもとに編成しております。主催者側の都合上スケジュールが変更・中止にな
ることがありますので、ご了承ください。

米子コンベンションセンターBiG SHiP

4月から、米子コンベン
ションセンターの館長に
就任しました。
大型クルーズ船の就航
による交流機会の増大

や2018年の大山開山1300年といった節
目の年を控え、交流人口増大を促進する重
要な戦略拠点施設であり、県西部で最大
の客席を誇る文化・芸術の中核施設として
当館の果たす役割が問われています。
2018年には開館20周年を迎えます。
大変な重責では有りますが、安心・安全・
満足・感動の基本理念を胸に、利用者の
皆様に心から喜んで頂けるサービスを提供
できるよう努力してまいりますので、よろし
くお願いします。 館 長  永島 照夫

米子駅

米子ワシントン
ホテルプラザ

米子南IC米子西IC

米子全日空ホテル

米子市公会堂
皆生→←松江

境港↑

イオン

9

181

会場
米子コンベンションセンター
ビッグシップ

山陰道

公演・芸能

公演・芸能

雅楽 ～1300年の悠久の調べ～

アートギャラリー
～薔薇と小鳥に囲まれて～
Un Reve Rose（下田恵美子・下田裕美）


