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米子コンベンションセンター
イベントガイド

■時間：【開場】18：00 【開催】18：30
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：一般 2,500円／中高生 2,000円

　小学生以下 1,500円※当日は500円増
コンサート実行委員会
☎090-9506-5930

イン・ザ・スティル
－静寂の中で－

お問合わせ

■時間：【開場】18：00 【開催】18：30
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：A席 5,800円／B席 4,800円

■時間：【開場】18：15 【開催】19：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール・ホワイエ
■料金：７００円（１ドリンク＆フード付き／税込）

青春のベスト・ヒット・コレクション
中西保志・沢田知可子・中西圭三
僕らの名曲大全集

ビッグシップ・
ナイトクルージング
～囁きのクリスマスナイト～

お問合わせ
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MIN-ON米子
☎0859-33-7220

12/4日

お問合わせ 米子コンベンションセンター
☎０８５９-３５-８１１１

25日 22木
■時間：【開場】9：15 【開催】9：30
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校
☎0859-35-3181

YMCA米子医療福祉
専門学校理学療法士科
卒業研究論文発表会

お問合わせ

19木
■時間：【開場】１２：４０ 【開催】１３：００～１６：１０
■対象：一般　■会場：小ホール 第2･3･4･7会議室
■料金：無料

米子市市民人権部人権政策課
☎0859-23-5415

第42回米子市人権・同和
教育研究集会（分科会 会場）

お問合わせ

31火
■時間：８：３０～１６：００
■対象：一般　■会場：小ホール　情報プラザ
■料金：無料

米子工業高等専門学校 電気情報工学科
☎0859-24-5120

平成28年度米子高専
電気情報工学科 卒業研究発表会

お問合わせ

14土
■時間：１３：００～１７：００（予定）
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

公益財団法人
鳥取県国際交流財団
☎0859-34-5931

話してみよう韓国語
（第１２回鳥取大会）

お問合わせ

13火
■時間：【開場】13：00 【開催】13：30
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：4,500円

株式会社ウィズ（担当：鈴木）
☎080-2913-1009

京太郎２０周年
コンサートin鳥取

お問合わせ

27火
■時間：【開場】15：30 【開催】16：00～18：20
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取県立米子高等学校（田中淳子）
☎0859-26-1311

西部地区高等学校
演劇部 合同公演

お問合わせ

14水
■時間：【開場】１８：３０ 【開催】１９：００
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

ハンドベル”クレエ”
☎0859-22-0765

ハンドベル”クレエ”
クリスマスコンサート

お問合わせ

■時間：【開場】13：00
【開催】14：00～、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１１０回例会「団地」

お問合わせ

9月
■時間：【開場】16：30

【開催】17：00～19：00
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：5,500円（税込）

キャンディプロモーション岡山
☎086-221-8151

KAN 弾き語りばったり #29
責任者はテクニシャン

お問合わせ

28土
■時間：【開場】14：00 【開催】14：30
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取県立米子高等学校
☎0859-26-1311

第10回米子高校
吹奏楽部定期演奏会

お問合わせ

22日
■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／高校生以下 ５００円

アンサンブル・ヴァンヴェール（松本）
☎090-8608-5996
（１９：３０以降）

アンサンブル・ヴァンヴェール
７th コンサート

お問合わせ

青春のベスト・ヒット・コレクション
あの頃の思い出がよみがえる

12/6火
〈出演〉

ミュルミュール☆クラリネットアンサンブル
～Murmure～

杉本清香・竹辻美幸・楢﨑誉

アートギャラリー
～古い街並みに魅かれ、光と陰で板表現～

出演は『最後の雨』の中西保志、『会いたい』
の沢田知可子、『Woman』の中西圭三の３名。
それぞれのアーティストたちが自身のオリジ
ナル曲はもちろんのこと、アリスや山口百恵、
ユーミンなど同じ時代を過ごした人気アー
ティストたちの名曲ばかりを取りそろえ、抜群
の歌唱力で歌い上げます。

Pickup

12月

1月



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。

Information

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♪”

12/4日

1/9月

■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

12/6火

■会場：多目的ホールホワイエ

ビッグシップ ナイトクルージング
「囁(ささや)きのクリスマスナイト」
出演：ミュルミュール☆クラリネット

アンサンブル～Murmure～
杉山清香、竹辻美幸、楢崎誉、他

12/9金 ■会場：小ホール
イン・ザ・スティル－静寂の中で－

■会場：小ホール

KAN 弾き語りばったり #29
責任者はテクニシャン

1/22日 ■会場：小ホール

アンサンブル・ヴァンヴェール
７ｔｈ コンサート

Information

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。

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

ビッグシップ前
立体駐車場

（米子駅前簡易駐車場） 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

改修工事に伴う一部休館のお知らせ
米子コンベンションセンターが、全国でも珍しい施設だとご存
じですか？それは、多目的ホールがコンサートや講演会、展示
会にもご利用いただけるからです。それを可能にしているのが、
床下のジャッキです。このジャッキで、コンサートや講演会の時
は座席仕様に、展示会では平らな床仕様へと、利用に応じて
ホールの形態を切り替えています。
しかし、開館当初から17年間使用してきたジャッキの劣化が進
み、確実に切り替えることが難しくなってきました。そこで今回
初めて、このジャッキを交換することになりました。
大規模改修のため、多目的ホールを閉めて
の工事となり、ご愛顧いただいているみな
さまには、大変ご迷惑をおかけいたします。
なにとぞ、ご理解とご協力をいただきます
よう、お願い申し上げます。

会議室をご使用の主催者様にご利用いただいております
構内駐車場３２番～３７番について、冬期（１２月～２月）は

積雪時の落雪事故を防ぐため閉鎖をいたします。
　ご不便をおかけいたしますが、立体駐車場を
ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

【休館期間】
平成２８年１２月５日（月）～平成２９年３月４日（土）

国際会議室も改修工事をいたします。こち
らは、プロジェクターと投影スクリーンを
新しくするなど、より使いやすくなります。
プロジェクターは明るさが約２倍になり、
スクリーンは、催事中は吊り下げたまま動
かせなかった物が、催事の内容に応じて
収納出来るようになります。
多目的ホールと併せて、大変ご迷惑をお
かけいたしますが、ご理解とご協力をい
ただきますようお願いいたします。
【休館期間】
平成２８年１２月５日（月）～
　　　　平成２９年１月３１日（火）

多目的ホール

※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10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。

国際会議室

12月～1月
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