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■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

紅扇会「初春の舞」

日中国交正常化45周年記念
「中国国家京劇院」愛と正義と
報恩の三大傑作選

お問合わせ

■時間：14：3０～（予定）
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

鳥取大学医学部附属病院医療スタッフ研修
センター在宅医療推進支援室
☎0859-38-6994

第４回
T-HOC特別セミナー

お問合わせ

■時間：【開場】９：００
3/18▶９：００～１８：００
3/19▶９：００～１７：００

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料

JA鳥取西部生活課
☎0859-37-5880

春のJAビッグフェアー

お問合わせ

■時間：【受付時間】９：００～１６：００
(相談は９：００～１７：００）※土日を除く

■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

米子税務署
☎0859-32-4121お問合わせ

■時間：18：30～
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：A席 ７，５００円／B席 ６，５００円

お問合わせ

13月

■時間：【開場】１８：３０ 【開催】１９：００
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：一般 １，０００円／高校生以下 ５００円

生和光明子

生和光明子 卒業記念
フルートリサイタル

主催者

22水
■時間：【開場】１８：0０ 【開催】18：3０
■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：7，8００円

キャンディプロモーション岡山
☎086-221-8151

ＴＵＬＩＰ 45th Memorial
Tour“it remembers”

お問合わせ

24金

■時間：【開場】15：45 【開催】16：0０（予定）
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

米子東高校演劇部
☎0859-22-2178

西部地区演劇部合同公演

お問合わせ

30木

23木

■時間：１１：００～１６：００
■対象：平成29･30年大学等卒業予定者
■会場：多目的ホール第７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

とっとり企業
ガイダンス

お問合わせ

16木

■時間：【開場】１２：００ 【開催】１２：００～16：00
■対象：一般　■会場：多目的ホール　■料金：無料

鳥取県立米子西高等学校
☎0859-22-7421

米子西高等学校総合芸術祭
「翠燦く」

お問合わせ

22水

2/16木 3/15水大
会・講
演
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ェ
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MIN-ON米子
☎0859-33-7220

12日

申告会場

11土
■時間：【開場】１３：３０ 【開催】１４：００
■対象：一般　■会場：小ホール
■料金：無料

米子松蔭高等学校演劇部（大湊）
☎0859-27-0421

米子松蔭高校演劇部
第７回自主公演

お問合わせ

18土

■時間：【開場】17：15 【開催】17：3０～19：00
■対象：一般　■会場：小ホール　■料金：無料

鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野
☎0859-38-6547

第１２回日本統合失調症学会
市民公開講座

お問合わせ

25土

■時間：【開場】13：00
【開催】13：0０～16：00

■対象：一般　■会場：国際会議室
■料金：無料

公益社団法人鳥取県看護協会
鳥取県ナースセンター
☎0857-25-1222

２０１７鳥取県看護職員 就職・進学
ガイダンス

お問合わせ

18土

11土

19日18土

日中国交正常化４５周年を祝賀し、中国
国家京劇院が万代にわたる中日友好を祈
念する、笑いあり、派手なアクションあり、
そして涙ありの、京劇が誇る名作中の名
作を、豪華名優でお届けする夢の舞台を、
たっぷりと堪能ください。
（日本語字幕付き）

BMW／MINI 新車・中古車
展示会

■時間：【開場】１０：００
【開催】１０：００～１８：００

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：無料
お問合わせ 株式会社アルコン

☎0859-29-3030

毎年恒例となりました、春のBIGイベン
ト！今年も、約100台のBMW/MINIが勢
ぞろい！車好きはもちろん、女性の楽し
める無料レディースコーナーや、フード
コートも充実。ご家族で！友達と！皆様
お誘いあわせの上、ご来場下さい！

中国最高峰の
京劇団がお届けする
心に響く感動の
人間ドラマ

約100台の
BMW／MINI！
西日本最大級

イベントが山陰で！展
示
会・フ
ェ
ア

国税庁 e-Tax
キャラクター
イータ君
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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

3/22水

3/23木

3/24金

公
演・芸
能

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♪”

■時間：【午前の部】１０：３０
【午後の部】１４：００

■対象：一般　■会場：多目的ホール
■料金：３，０００円

山陰放送事業部
☎0859-33-2111
（平日 10：00～17：00）

仮面ライダー
スーパーライブ２０１７

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１１２回例会

お問合わせ

15土

16日

生和光明子
卒業記念フルートリサイタル
■会場：小ホール

日中国交正常化45周年記念
「中国国家京劇院」
愛と正義と報恩の三大傑作選
■会場：多目的ホール

TULIP 45th Memorial
Tour “it remembers”
■会場：多目的ホール

仮面ライダー
スーパーライブ２０１７
■会場：多目的ホール

伊勢正三＆イルカ～
二人の物語～
※一般発売：３/４土～
■会場：多目的ホール

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

※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1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。

3月 6月

日 時 平成２９年３月２６日㈰ １３：３０～１６：００（予定）

応募資格 小学生以上（上限なし）

募集人数 ４０名（２班に分かれて実施） ※定員になり次第締め切ります。

応募方法 参加者全員の住所、氏名、年齢、連絡先をご記入の上、
はがき、ＦＡＸまたは来館にて受付

応募期間 平成２９年２月１０日㈮～平成２９年３月１０日㈮必着

お問い合わせ 米子コンベンションセンター  探検ツアー係（森下、澤口、小野寺）
〒６８３-００４３　米子市末広町２９４
TEL 0859-35-8111　FAX 0859-39-0700

毎回ご好評をいただいている、ビッグシップ探検ツアーを開催いたします。

多目的ホールの転換（平土間仕様⇒ホール仕様）や、音響・照明ブースをご覧いた

だき、客席天井裏の高さ１５メートルにあるピンスポット操作まで、普段は関係者以

外見ることの出来ないビッグシップの裏側を探検していただきます。

参加者はまだ募集中ですが、先着順なので、お早めにご応募ください。

※但し、小学生は保護者同伴、階段60段を登れる方、また高所恐怖症でない方

参 加 者 事前申込者

第１２回

4/15土

6/11日

4月のイベント案内


