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トガイド

米子シネマクラブ
☎090-8248-9810お問合せ

公演
・芸能

日

●時間／【開場】13:00
　　　　【開演】①14:00～16:00　②19:00～21:00
●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

2/
米子シネマクラブ第135回例会
「ラスト・ディール　美術商と名前を失くした肖像」

14

火 月1516

●受付時間／9：00～16：00 ※土日祝を除く
●対象／一般　●会場／国際会議室　●料金／無料
会場への入場には入場整理券が必要です。なお、
入場整理券（当日配付）の枚数には限りがあります。

米子税務署

イータくん

☎0859-32-4121お問合せ

2/ 3/
申告会場

大会
・会議・講演会

2月3月
イベントの
ご案内

株式会社京都きもの市場
☎0120-188-008

社会福祉法人もみの木福祉会
☎0859-28-9174

●時間／【12～15日】10：00～18：00
　　　　【16日】10：00～15：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

お問合せ

もみの木アート作品展８

米子シネマクラブ
☎090-8248-9810

●時間／【開場】13：00
　　　　【開演】①14：00～16：00　② 19：00～21：00
●対象／一般　●会場／国際会議室
●料金／【会員制】当日入会
　　　　大人2,500円、中高生1,500円

お問合せ

3/28 日
米子シネマクラブ
特別例会

公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
☎0857-30-4505

●時間／【開場】12：15【開催】12：50～15：30
●対象／2022年３月大学等卒業予定の方
●会場／多目的ホール　●料金／無料

お問合せ

公演
・芸能

鳥取県立米子西高等学校
☎0859-22-7421

●時間／ホワイエ（作品展示）【開場】12：00
ホール（ステージ発表）【開場】13：00
　　　　　　　　　　 【開演】13：30～15：30
●対象／一般　●会場／多目的ホール、小ホール
●料金／無料

お問合せ

3/30 火
県立米子西高等学校
総合芸術祭

公演
・芸能

3/10 水
とっとり
企業ガイダンス

●時間／【開場】16：30【開演】17：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／全席指定 【前売り】6,800円　【当日】7,300円
●共催／米子コンベンションセンター
　　　　（（公財）とっとりコンベンションビューロー）

2/14 日
AKIRA FUSE
55TH ANNIVERSARY LIVE TOUR
～陽はまた君を照らすよ～

公演
・芸能

～

～
金 火16123/ ～

金 日

●時間／【12日】13：00～19：00【13日】10：00～19：00
　　　　【14日】10：00～17：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ　●料金／無料

お問合せ

2/12 14
大呉服市

展

示会
・フェア

展

示会
・フェア

お問合せ

BSS山陰放送
☎0859-33-2111（平日10:00～17:00）
キャンディー・プロモーション岡山
☎086-221-8151（平日11:00～15:00）

詳細は裏面へ

詳細は裏面へ

展

示会
・フェア

展

示会
・フェア

●時間／10：30～16：00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

お問合せ

yonago
ちょこちょこマルシェ 12

日213/展

示会
・フェア

☎0859-21-8970
米子市生涯現役促進協議会

●時間／10：00～17：00　●対象／一般（シニア）
●会場／情報プラザ　●料金／無料

お問合せ

生涯現役促進地域連携事業
からだ測定会

2/17 水

リコーダークラブ
たまごサンドとアップルティー（門脇）
☎0859-29-0498

お問合せ

公演
・芸能

日

●時間／【開場】13：30　【開演】14：00～15：45
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／無料

2/
バレンタインコンサート その23

21

LINE ID : momo-komomo



24時間営業 700台収容

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。

最初の1時間 

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。

 

米子駅

米子ワシントン
ホテルプラザ
米子ワシントン
ホテルプラザ

米子南IC米子西IC
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ANAクラウンプラザホテル米子
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境港

イオンイオン

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

ビッグシップ前立体駐車場 （米子駅前簡易駐車場（イオン））

携
帯
電
話
か
ら
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

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。

Twitter https://twitter.com/bigship_yonago　YouTube https://www.youtube.com/channel/UC3vYqmHSv_ZOk3QzXEc06kg

本掲載は、１月７日現在の情報です。昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント開催状況は日々変化しておりますので、
最新状況につきましては、各主催者までお問合せくださいますようお願いいたします。ご注意！

ホームページ InstagramTwitter

～

米子税務署 ☎0859-32-4121
お問合せ

お問合せ
BSS山陰放送

☎0859-33-2111（平日10:00～17:00）
キャンディー・プロモーション岡山

☎086-221-8151（平日11:00～15:00）

Information お知らせ

情報プラザ基本情報昨年末、１階貸出スペース「情報プラザ」
のLED照明工事を行いました。
改修前に比べ、非常に明るい雰囲気に
なっています。
ぜひ展示や集会などにご利用ください。

本公演は新型コロナウイルス感染防止の
最新ガイドラインに基づき実施致します。
公演当日は密を避けるソーシャルディス
タンスや感染防止施策にご協力ください。

※開催内容の変更や公演中止の可能性もあ
ることをご了承ください。

※コロナ感染対策のソーシャルディスタン
ス確保の為、２枚以上購入のお客様はお
席が離れる場合がございます。

200㎡、絨毯、屋内オープンスペース
• 小規模展示や50～100名程度の会議に対応。
• インターネット回線を使用した映像配信対応。
※オープンスペースのため大きな音やニオイ
などを伴う催事はご遠慮ください。

借用の無い日には休憩スペースとしてもご利用いただけます♪

ちょこっと
お知らせです

国税庁
LINE公式
アカウント

情報プラザの照明が明るくなりました

１階　多目的ホール

２階　国際会議室

米子
コンベンションセンター地域振興事業基金事業2/14 日

2/16 火 3/15 月

AKIRA FUSE

申告会場

55TH ANNIVERSARY LIVE TOUR
～陽はまた君を照らすよ～

※公演当日は入場の際に検温・消毒等のコ
ロナ感染予防の施策を予定しています。

　詳しくはBSS山陰放送またはキャン
ディー・プロモーションのHPにて。

確定申告会場の入場には、入場できる時間枠が指定
された「入場整理券」が必要となりますが、入場整理
券の配付状況によっては、後日のご来場をお願いする
場合があります。入場整理券は会場で当日配付します
が、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。

※咳・発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、
来場をご遠慮ください。なお、入場時の検温の際に
37.5度以上の発熱が認められる場合等は、入場を

お断りさせていただくことをご了承ください。

※ご来場の際は必ずマスクをご着用いただき、会場入
口でアルコール消毒液をご利用ください。

※できる限り少人数でご来場ください。

イータくん


