
■時間：【開場】17：30 【開催】18：30～20：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：特別RS席 7,560円／指定A席 5,400円

指定B席 4,320円（当日券は540円増）

ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーがなんとバン
ドを結成！音楽とダンスがいっぱいのパーティーを
開催します。スペシャルゲストは、アラジン、リトル・
マーメイド、トイ・ストーリーの仲間たち。ミッキーた
ちと一緒に歌って、踊って、遊べるミュージックパー
ティーにぜひお越し下さい!
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19火

22金

DRAGON GATE
プロレス米子大会

■時間：【開場】12：30
【開催】13：30～15：30

■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

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

平成28年度
とっとり県民カレッジ
「未来をひらく鳥取学」

お問合わせ

株式会社ドラゴンゲート
ticket-info@dg-pro.jp

お問合わせ

2土

■時間：【開会式】16日 15：00～17：00
【閉会式】18日 10：00～12：00

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

皆生トライアスロン協会
☎0859-34-2819

第36回
全日本トライアスロン
皆生大会開会式・閉会式

お問合わせ

16土

■時間：【開場】10：00
【開催】10：00～16：00

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

鳥取県数学教育会事務局 鳥取大学矢部研究室
☎0857-31-5102
鳥取県地域振興部教育・学術振興課
☎0857-26-7814

とっとりサイエンス
ワールド2016

お問合わせ

23土

■時間：【開場】16：30 【開演】17：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：7,020円

株式会社 夢番地 岡山
☎086-231-3531
（平日11:00～19:00）

ゴールデンボンバー
全国ツアー 2016-2017
「オールゲイズ 二丁目のユウジ」

お問合わせ

■時間：【開場】18：30 【開演】19：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：前売 5,000円（高校生以下 3,000円）

当日 5,500円（高校生以下 3,300円）

浮ヶ谷順子（フルート）＆
山城裕子（ピアノ）デュオコンサート

ヤマヨ企画
☎0859-29-5912お問合わせ

28木
■時間：【開場】18：30 【開催】19：30～21：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：1,000円

「犬に名前をつける日」で
熊本震災を支援しよう上映会

映画で熊本の動物愛護活動を支援する会
☎050-5307-3064お問合わせ

■時間：7/22 9：30～19：00
7/23 9：30～18：00
7/24 9：30～17：00

■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：1,000円

麗宝展2016
汗入・日野ブロック

鳥取西部農協 生活部
☎0859-37-5880お問合わせ

■時間：【開場】13：00 【開催】13：30～17：00
■対象：一般　■会場：小ホール　■料金：無料

恵み会30周年
箏曲演奏会

恵み会　後藤 恵子
☎090-8248-1504お問合わせ

※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5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。

14木公演・芸能

公演・芸能

■時間：
1回目 7/25（月）【開場】17：45 【開催】18：30～20：00
2回目 7/26（火）【開場】9：45  【開催】10：30～12：00
3回目 7/26（火）【開場】12：45 【開催】13：30～15：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：S席 5,200円／A席 3,800円

ディズニー・ライブ！
ミッキーのミュージックパーティー！！

日本海テレビジョン放送株式会社 営業推進部
☎0857-27-2136

お問合わせ

25月 26火

さあ、ミッキーと一緒に歌って踊って遊ぼう！
©Disney, ©Disney/Pixar
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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

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
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25月 26火

米子コンベンションセンター アート交流ひろば担当
☎0859-35-8111 （9時～21時）お問合わせ https://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/

13土
■時間：【開場】17：00 【開演】18：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール　■料金：8,400円

KODA KUMI LIVE TOUR 2016
～Best Single Collection～

株式会社 夢番地 岡山
☎086-231-3531（平日11:00～19:00）お問合わせ

16火
■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

とっとり就職フェア
2016・8月

公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
☎0857-24-4740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：大人 1,000円／高校生以下 500円

高木 伶
ピアノリサイタル

高木 伶
☎090-7893-6215お問合わせ

21日
■時間：12：00～17：00
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：前売 1,000円／当日 1,500円

日本酒銀座燗楽街

山枡酒店
☎0858-22-5871お問合わせ

28日
■時間：【開場】12：30 【開催】13：00～16：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

次世代育成
チャリティコンサート

次世代育成チャリティコンサート
☎090-4690-5809お問合わせ

21日
■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
第108回例会「夏をゆく人々」

米子シネマクラブ
☎090-8248-9810お問合わせ

ビッグシップ前
立体駐車場

（米子駅前簡易駐車場）

ビッグシップ開催
イベントチケット
取扱情報

Information

7月

ディズニー・ライブ！ミッキーの
ミュージックパーティー！！
■会場：多目的ホール

DRAGON GATE
プロレス米子大会
■会場：多目的ホール

28木

14木

「犬に名前をつける日」で
熊本震災を支援しよう上映会
■会場：多目的ホール

8月イベントスケジュール

展
示
会
・
フ
ェ
ア

毎年米子コンベンションセンターが開催している展示会

「アート交流ひろば」、公募によって選ばれた県西部地域で活動する

３団体の作品展を行います。みなさま是非ご来場ください。

公益財団法人とっとりコンベンションビューロー
（米子コンベンションセンター）は、「グリーンコンベンション」基本
方針に則り、環境に配慮し地域に根ざしたコンベンションの運営を

行っています。その一環として、下記の日程にて
「全国一斉ライトダウン」に参加いたします。

フォトサークルスウィング 写真展“視線の範囲”

H28.8/22（月）～8/28（日）10時～18時（22日は13時から、28日は16時まで）

ぐるぐるアート ありがとうの心を育むぐるぐるアート展

H28.8/29（月）～9/4（日）10時～19時（4日は16時まで）

水彩画を楽しく描く会 義方公民館・永江公民館・喫茶ココ 合同作品展

H28.9/5（月）～9/11（日）10時～18時（5日は13時から、11日は16時まで）

６月２１日（火） ２０：００～２２：００
夏至ライトダウン

実施日時

内　容

7月7日（木） ２０：００～２２：００
クール・アースデーライトダウン

施設照明の消灯

ライトダウンキャンペーン
実施のご案内

ご利用のお客様にはご理解とご協力をお願いします。
また、６月21日（火）～7月7日（木）の期間、当館１階総合受付にて
ライトダウンキャンペーンの一環としてキャンドルの配布を行います。

ライトダウンキャンペーンの詳細については

平成28年度

「アート交流ひろば」を実施いたします。
主催／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）

日程／H28.8/22（月）～9/11（日）
会場／米子コンベンションセンター 1階 情報プラザ（米子市末広町294）

入場料無料

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
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会場
米子コンベンションセンター
ビッグシップ
米子コンベンションセンター
ビッグシップ
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第１期

第2期

第3期


