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イベントガイド

10
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OCTOBER

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）

11火
■時間：14：30～16：00
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
☎0857-26-7675

障害者差別解消法について
～実は身近な差別解消法～

お問合わせ

30日

22土

15土

23日

■時間：【開演】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

食のみやこ鳥取県
農と食のフェスタ in せいぶ
米フェスタ2016「米生郷祭」
秋の大収穫祭・
JAふれあいまつり2016・
第5回ネギ来まつり＆米子駅まつり・
第3回せいぶの農と食まつり

お問合わせ

公
演
・
芸
能

13木
■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

18火
■時間：18：00～（予定）
■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

宮川大助・花子の
「ハテはてな？」で学んだこと

お問合わせ

19水
■時間：13：30～16：15（予定）
■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
☎0857-26-7202

健康経営実践セミナー

お問合わせ

17月
■時間：【開場】16：30 【開演】17：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

米子ビューティーカレッジ
☎0859-38-2501

ヘアファッション
ショー

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

米子シネマクラブ
第109回例会「さざなみ」

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

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

お問合わせ

■時間：【開場】9：30 【開催】10：00～19：00
■対象：一般
■会場：多目的ホール・国際会議室・

会議室・情報プラザ
■料金：無料

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
☎0857-26-7678

東京オリンピック・
パラリンピックに向けた
障がい者アートフェスタ2016

お問合わせ

18火
■時間：15：00～17：30　■対象：一般
■会場：国際会議室　■料金：無料

大山山麓観光推進協議会
☎0859-31-9647

エコツーリズム講演会

お問合わせ

31月

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

■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

大
会・講
演
会・集
会

公
演・芸
能

地域活性化プロジェクトかばはうすグループ主催
松竹「秋の特別公演」古典への誘い
１０月1日、２日、米子ビッグシップで開催！市川
海老蔵、中村獅童らの熱演にご期待ください。

展
示
会・フ
ェ
ア

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）

22土

2 日1土

※アールブリュット展（情報プラザ）は
10/30（日）～11/1（火）

23日

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

株式会社ライセンスアカデミー
☎06-6886-1641

大学・短大・専門学校
合同進学説明会

お問合わせ

■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

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

16日

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

■時間：22（土）10：00～16：00／23（日）10：00～15：00
■対象：一般
■会場：多目的ホール、情報プラザ、エントランスなど
■料金：無料

鳥取県西部総合事務所農林局
☎0859-31-9652

お問合わせ

鳥取県西部の４大食まつりが集合！
米フェスタ、ＪＡふれあいまつり、ネギ来まつり＆米子
駅まつり、せいぶの農と食まつりがＪＲ米子駅から米子
コンベンションセンター一帯で開催！新米からスイーツ
まで西部の食を集めたおいしいブースが勢ぞろい。

Pickup



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。

■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

■会場：多目的ホール

青春のベスト・ヒット・
コレクション
出演：中西保志・
沢田知可子・中西圭三

12土

Information

8火
■時間：【開演】10：30（予定）
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取県高等学校文化連盟
放送専門部（担当：近藤）
☎0859-22-7421

鳥取県高等学校
総合文化祭 放送部門

お問合わせ

■時間：【開演】13：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

鳥取県地域振興部文化政策課
☎0857-26-7134

平成28年度 第25回
中四国文化の集い
「中四国郷土芸能
フェスティバル in とっとり」

お問合わせ

■時間：【開演】２回公演 14：30／18：00
（開場は開演の30分前）

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：S席 9,000円／A席 8,000円

コンサート事務局
☎0570-055-360

北島三郎芸道55周年
にっぽん縦断コンサート
ひとすじの道

お問合わせ

8火 17木
■時間：【開演】昼の部14：00

夜の部18：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：7,560円

天童よしみ公演事務局
（平日11時～18時）
☎050-5558-5445

天童よしみ
コンサート2016

お問合わせ

16水
■時間：【開場】18:00 【開催】18:30～21:00
■対象：一般　■会場：小ホール　■料金：2,000円

山陰竹田研究会（養和病院内）
☎0859-29-5351

山陰竹田研究会

お問合わせ

21月
■時間：【開演】昼の部14：00 夜の部18：00

（開場は開演の30分前）
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：S席 7,150円

株式会社 清水芸能企画
☎082-292-0080

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～

お問合わせ

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

Wai Wai フェスティバル
（米子市社会福祉協議会 育成会担当）
☎0859-23-5490

Wai Wai
フェスティバル

お問合わせ

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8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。

10/1土

10/15土

10/2日

10/16日
12/4日

11/8火

■会場：多目的ホール

天童よしみ
コンサート2016

11/17木
■会場：多目的ホール

北島三郎 芸道55周年
にっぽん縦断コンサート
ひとすじの道

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～

12/6火

■会場：多目的ホール

ビッグシップ ナイトクルージング
出演：ミュルミュール☆クラリネット
アンサンブル～Murmure～

10月～12月

ビッグシップ開催
イベントチケット取扱情報

「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♪”

13日

11月 イベントカレンダー

11月6日㈰ 10:00～15:00
場所 〉ビッグシップ 多目的ホール

今年も  ビッグシップ航海デー を開催します！

よなごアートマーケット
Special

アート・ギャラリー
ひろば

アート作品が勢揃いの
ギャラリーコーナー！

昨年12月に開催しご好評をいただきました
ビッグシップ航海デーが、パワーアップして
帰ってきます！ぜひご来館ください！

パフォーマンス
ブース

大人からこどもまで
楽しめる

ダンス・音楽ステージ！

スイーツなど

飲食ブースも充
実！

ハンドメイド作品の
展示販売や

ワークショップが充実！


