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15木

■時間：【開場】15：00 【開催】15：30～18：00
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

株式会社 日本ドリコム 関西支社
☎06-6399-0888

大学・短期大学・専門学校
進学ガイダンス

お問合わせ

■時間：【開場】9：00
【開催】9：00～16：30

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

株式会社 山陰放送
☎0859-33-2111

BSSまつり

お問合わせ

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

米子松蔭高等学校
☎0859-27-0421

米子松蔭高等学校
第２２回 定期演奏会

お問合わせ

■時間：【開場】18:00 【開催】18:30～20:30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：A席 5,500円／B席 4,800円（学生席 2,000円 ※当日券のみ）

一般財団法人 民主音楽協会 中国センター
☎082-567-0585

ハワイアンミュージックと
魅惑のフラダンス

お問合わせ

■時間：10：30～15：00
■対象：一般
■会場：多目的ホール
■料金：400円

Neoぱらだいす事務局
info@neo-paradise.com

Neo
ぱらだいす11

お問合わせ

15木
■時間：【開場】13：00 【開催】13：30～16：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

青少年育成鳥取県民会議
☎0857-26-7078

第38回「少年の主張」
鳥取県大会

お問合わせ

15木

29木

■時間：16：00～18：00
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

株式会社 昭栄広報
☎06-6223-1371

大学・短大・専門学校
進学相談会

お問合わせ

■時間：【開場】12：30
【開催】13：00～16：00

■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

医療法人真誠会
☎0859-29-0099または
☎080-5232-6606

市民フォーラム
第6回認知症サミット
鳥取 in 米子 2016

お問合わせ

■時間：13：15～16：15
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

公益社団法人
認知症の人と家族の会 鳥取県支部
☎0859-37-6611

ケアメンサミット in とっとり
介護退職ゼロ作戦フォーラム・米子

お問合わせ

■時間：13：30～16：20
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取労働局
☎0857-29-1708

障がいがある方とともに
働くためのセミナー

お問合わせ

4 日

18日

25日
25日

■時間：13：00～16：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

紅扇会
☎0859-42-2694

ゆかた会
（おさらい会）

お問合わせ

24土
24土

19月

■時間：【開場】17：45　【開催】18：30～20：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：
前売▶S席 7,000円／A席 5,000円／B席 4,000円
当日▶S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,000円
（当日のみ 高校生2,000円（要身分証） 小中学生1,000円）

■時間：【開場】10：00　【開催】10：30～15：30
■対象：20～40歳代の独身で、中海・宍道湖・大山圏域
に住んでいる・通勤通学している・定住を考えている方
■会場：国際会議室
■料金：3,500円（要事前振込、申込期限8/22（月）まで）

プロレスリング・ノア
「Shiny Navig.2016」
米子大会

UN-PAKU
ミーティング 2016

株式会社 プロレスリング・ノア
☎03-3527-5311お問合わせ

出会いの場づくり事業 実行委員会事務局
（松江市定住企業立地推進課内 担当：山根）
☎0852-55-5125または
☎0852-55-5660

お問合わせ

婚活が１０倍楽しくなる！
ＵＮ-ＰＡＫＵmeeting 米子で開催決定！

公
演
・
芸
能

大
会・講
演
会・集
会

公
演・芸
能

※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7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。

参加予定選手　潮崎豪、丸藤正道、鈴木みのる、
杉浦貴 他。前売り券は米子コンベンションセン
ター、各プレイガイドにて発売中。

雲伯地方を愛する男女が大集合！中海・宍道湖・大山
圏域＝雲伯（うんぱく）地方の5市7町村の独身男女を対
象とした一大婚活イベントを開催！素敵な人と地元の
スイーツをぜひご堪能ください。雲伯で素敵なご縁を。 

展
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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

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。
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

■時間：10/1（土）13：00・17：00
10/2（日）13：00

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：一等席 11,000円／二等席 8,000円

秋の特別公演
古典への誘い

お問合わせ

お問合わせ

お問合わせ

■時間：【開場】16：00 【開演】16：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：6,800円

チケットに関して
夢番地（岡山）
☎086-231-3531
（平日11:00～19:00）

公演に関して
BSS山陰放送
☎0859-33-2111
（平日10:00～17:00）

オールナイトニッポンコンサート
in 大山 ミュージックリゾート

9/29木

11/8火

13木

■会場：多目的ホール

ハワイアンミュージックと
魅惑のフラダンス

■会場：多目的ホール
秋の特別公演 古典への誘い

■会場：多目的ホール

オールナイトニッポンコンサート
in 大山ミュージックリゾート

■会場：多目的ホール

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2016

1 土 15土

■時間：【開場】10：00 【開催】10：30～15：00
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

鳥取県生活環境部循環型
社会推進課
☎0857-26-7198

鳥取県4R推進県民大会

お問合わせ

22土

■時間：【開場】16：30 【開演】17：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：S席 8,700円／A席 7,400円

アルテプラザ
（公財）鳥取県文化振興財団西部事務所
☎0859-38-5127

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2016

お問合わせ

■時間：13：00～16：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

鳥取労働局
☎0859-33-3911

障害者合同面接会

お問合わせ

31月
■時間：13：30～15：30
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取県人権・同和対策課
☎0857-26-7592

性的マイノリティ（LGBT）
研修会

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）

Information
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10/1土

10/15土

10/2日

10/16日

■会場：多目的ホール

天童よしみ
コンサート2016

11/21月

■会場：多目的ホール

30周年記念 島津亜矢
コンサート2016
ありがとう～30年の想いを込めて～

2日

16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
☎090-8248-9810

米子シネマクラブ
第109回例会「さざなみ」

お問合わせ

23日

9月～11月

ビッグシップ開催
イベントチケット
取扱情報

イベントスケジュール

チケットに関して
BSS山陰放送
☎0859-33-2111
（平日9:30～17:30）

公演に関して
株式会社 かばはうす
☎0854-23-1113
（平日9:00～18:00）

「響かせようトットリズム」は、鳥取県の強み（自然・絆・時）を生かし県民総参加で地方創生を進めるための合言葉です。
鳥取発の地方創生 “響かせようトットリズム♪”

平成28年度「アート交流ひろば」を開催しています
【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）

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団体の作品展を開催しております。

みなさまぜひご覧ください。

平成28年8月22日㈪～9月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）

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）

第２期

平成28年8月29日㈪～9月4日㈰
10時～19時（4日は16時まで）

平成28年9月5日㈪～9月11日㈰
10時～18時（5日は13時から、11日は16時まで）

ぐるぐるアート

第3期 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

ありがとうの心を育む ぐるぐるアート展

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

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


