
米子コンベンションセンター
イベントガイド 2月   3月

2020年

2月

3月

合併号

2/17月▶3/16月
申告会場 米子税務署 ☎0859-32-4121

お問合せ

●【受付時間】9：00～16：00
(相談は9：00～17：00）※土日祝を除く
混雑状況によって16：00以前に相談受付を
終了する場合があります。

●対象／一般　●会場／国際会議室
●料金／無料

2/1土・2日
韓流フェア
●時間／2/1 13：30～20：00
 2/2 9：00～18：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

展示会
フェア

株式会社YOOYOO企画
☎053-570-1586

お問合せ

2/12水
企業合同説明会
（生涯現役促進地域連携事業・
厚生労働省受託事業）
●時間／13：30～16：00　●対象／一般
●会場／国際会議室　●料金／無料

大会・会議
講演会

米子市生涯現役促進協議会事務局（米子市経済戦略課内）
☎0859-23-5216

お問合せ

3/5木
大学・短期大学・専門学校
進学相談会 米子会場
●時間／15：30～18：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

大会・会議
講演会

株式会社さんぽう 大阪支社
☎06-6300-7039

お問合せ

3/12木
とっとり企業ガイダンス
●時間／【開場】13:00
 【開催】13:30～16:30
●対象／一般 ●会場／多目的ホール
●料金／無料

大会・会議
講演会

公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
☎0857-30-4505

お問合せ

3/12木
第107回
一般公開健康講座
●時間／【開場】13:00
 【開催】14:00～15:30
●対象／一般
●会場／小ホール　●料金／無料

大会・会議
講演会

鳥取県西部医師会
☎0859-34-6251

お問合せ

3/15日
第8回世界腎臓デー in 米子
●時間／講演会 13：15～15：00
 展　示 12：00～16：00
●対象／一般
●会場／第７会議室・情報プラザ
●料金／無料

大会・会議
講演会

山陰労災病院 腎サポートチーム 腎センター
☎0859-33-8181（代表）

お問合せ

3/22日
高橋優 LIVETOUR2019-2020
「free style stroke」
●時間／【開場】16:30 【開催】17:30
●対象／一般
●会場／多目的ホール
●料金／全席指定 7,700円

公演・芸能

HIGHERSELF
☎082-545-0082（平日11:00～18:30）

お問合せ

3/22日
2020年度鳥取県内看護職員
就職・進学ガイダンス
●時間／13：00～15：30
●対象／一般
●会場／国際会議室
●料金／無料

大会・会議
講演会

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

お問合せ

3/8日
米子シネマクラブ第129回例会
「マダムのおかしな晩餐会」
●時間／【開場】13：00 ①14:00～ ②19:00～
●対象／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

公演・芸能

米子シネマクラブ ☎090-8248-9810
お問合せ

2/22土・23日
(有）進製作所工場セール
●時間／2/22 10：00～18：00
 2/23 10：00～16：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

展示会
フェア 2/29土▶3/1日

魔法の癒し箱～照らす箱
●時間／2/29 10：00～16：00
 17：00～21：00
 3/1 10：00～16：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

展示会
フェア

魔法の癒し箱～照らす箱（山川）
☎090-7342-9213

お問合せ

2/ 2日
鳥取県西部ろうあ協会 日曜教室
●時間／【開場】9：30
 10:00～15:00
●対象／一般　●会場／国際会議室
●料金／無料

大会・会議
講演会

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会
メール the.blumengarten.of.geheimnis@gmail.com

お問合せ

チケット
取扱い中

イータ君

EVENT GUIDE



Information 

※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11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。

携
帯
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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。

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。
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。

利用料金
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。

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

ANAクラウンプラザホテル米子

米子市公会堂 皆生▶◀松江
▲

境港

イオン

ホテルハーベストイン米子

9
181

ココ
米子コンベンションセンター
ビッグシップ

山陰道

最初の1時間 

お知らせ

多目的ホール・小ホール営業再開のご案内

「探検ツアー」「ナイトクルージング」
同日開催のお知らせ

ビッグシップ探検ツアー
～大人の社会科見学版～

時　　間 １５：００～１６：４５（予定）
 ※１４：３０受付開始
場　　所 多目的ホール・小ホール
料　　金 無料 ※要事前申込
定　　員 40名（先着順・高校生以下不可）　　 
募集期間 ２月１日（土）～３月６日（金）
 ※定員になり次第〆切

ビッグシップナイトクルージング
～春の日の夕暮　宮本美香サックスライブ～
時　　間 １７時００分～１９時３０分（予定）
場　　所 小ホール
チケット １，０００円（１ドリンク・軽食付き）
 ２月１日（土） 9：00～より発売開始

米子コンベンションセンター ☎0859-35-8111お申込み・お問合せ

●特定天井の耐震強化
●舞台吊物機構設備の更新
　制御システムの２重化、モーターの性能アップ
●舞台照明設備の更新
　ＬＥＤ照明の採用、フルカラー照明器具の導入

今回の工事により、安全性や演出性が大きく向上しました。今後も皆さまに快適にご利用いただけます
よう、職員一丸となり努めてまいります。新たに船出するBiGSHiPを何卒よろしくお願い申し上げます。

昨年６月より進めてまいりましたホール棟の大規模改修工事。
約９ヶ月の時を経て、いよいよこの３月6日金より営業を再開いたします。

普段は入ることが出来ないホールのウラ側の見学がで
きるツアー。大規模改修で新しくなった建物内部をご
紹介します。
※天井裏など高所への階段の上り下りがございます。
※当日は館内を歩いて回りますので動きやすい服装で
　ご参加ください。

演奏曲目は当日のお楽しみ。
春の日の夕暮れにサックスの
調べをご堪能ください♪

吊物機構の新モーター設置
作業

足場の解体

主な
リニューアル
ポイント

出演

宮本 美香（Sax）
松江市在住。
現在、山陰を拠点に活動中。
サポートメンバー
Piano:三浦 芳男
Bass：斉藤 潔　Drum:マイク ヨコヤマ

撮影：コヤママサシ

3月29日日

電話または来館にて受付

電話予約可

参加者
募集！

「探検ツアー」ご参加の方は、「ナイトクルージング」へ無料ご招待特 典


