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ビッグシップ航海デー
「SUN-INハンドメイド
　　　　　　　フェスタ2020」

山陰のクリエーターが大集合！

ビッグシップ クリスマスプレゼント企画

　ビッグシップ恒例の山陰最大級のハンドメイド作品展示
イベント。
　今回はリラクゼーションや飲食のブースも揃え、豪華に
開催いたします。

山陰で活動中のクリエーターによる手芸・アク
セサリー・フラワーアレンジメント等のハンド
メイド作品を販売。約40ブースを設置予定。

2020年11月23日（月・祝）
10：00 ～ 15：00

● 日　時

米子コンベンションセンター
１F  多目的ホール

● 場　所

無料● 入場料 

2020年12月５日（土）
18：00 ～ 19：00（開場17：00）

宮本美香（サックス）
サポートメンバー／三浦芳男（ピアノ）、斉藤潔（ベース）、
 　　　  マイク・ヨコヤマ（ドラム）
スペシャルゲスト／中岡みずえ（ボーカル）

● 日　時 【出演】

米子コンベンションセンター　２F  小ホール● 会　場
150名● 定　員

● チケット

【主催】ビッグシップ航海デー実行委員会　　【協力】よなごアートマーケット、山陰スマイルヒーラーズ、鳥取県飲食生活衛生同業組合米子支部

ハンドメイドブース

占い・カウンセリングなどの癒しコーナー。
※感染症対策のため身体的接触のある施術等は行いません。

リラクゼーションブース

地元飲食店によるカフェ・スイーツなどの販売。
テイクアウト可。

飲食ブース

感染症防止対策にご協力ください。

マスク着用 手指消毒 検温

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催を中止する場合があります。　※混雑時には入場制限を行う場合がございます。

フィジカル
ディスタンス

「ビッグシップ クリスマス スペシャルライブ2020 ～ BiGSHiP Christmas Special Live2020 ～」

500円・全席自由
11月５日（木）9：00 ～　チケット販売開始！

ご来場の
皆様への
お 願 い

プレイガイド…米子コンベンションセンター（電話予約可）

☎0859-35-8111米子コンベンションセンターお問合せ



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。
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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。

鳥取県人権・同和政策課
☎0857-26-7590

●時間／【開場】13:00
　　　　【開催】13:30～15:30
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／無料

お問合せ

拉致問題の早期解決を願う
国民のつどい in 米子

日

日

☎0859-26-1311
鳥取県立米子高等学校

●時間／13：30～16：30　●対象／一般
●会場／多目的ホール　●料金／無料

お問合せ

テーマ学習学年最終発表会

大会

・会議・講演会

創作きもの いこい
☎090-4806-5489

●時間／25日　9：00～19：00
　　　　26日　9：00～17：30
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

お問合せ

現代ガレ展
25 26水 木展

示会・フェア
LINE ID：momo-komomo

●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

11/
yonagoちょこちょこマルシェ11

8展

示会・フェア

大会

・会議・講演会

11/

☎0859-34-2556
NPO法人おおぞら

●時間／13:00～17:00　●対象／一般
●会場／国際会議室　 ●料金／無料

お問合せ

今、障がい者当事者に
起きている問題と解決

大会

・会議・講演会
11/22
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11/

11/

17

鳥取県高等学校文化連盟書道専門部
（境高校　内門）

●時間／9：00～18：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／無料

☎0859-44-0441
お問合せ

第52回県高校書道展
7 10月 木展

示会・フェア

展

示会・フェア12/

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

公演・芸能

コンサート実行委員会
☎090-7378-7984お問合せ

11/30
神庭智子コントラバス・リサイタル

公演・芸能

月
火

☎0857-30-4505
公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構

●時間／11：00～16：00　●対象／一般
●会場／多目的ホール、国際会議室　●料金／無料

お問合せ

とっとり企業紹介フェア
12/26

11月12月 イベントのご案内

●時間／【開場】13:00
　　　　【開催】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

公演・芸能

米子シネマクラブ
☎090-8248-9810

お問合せ

12/13 日
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米子シネマクラブ第134回例会
「パリに見出されたピアニスト」

公演・芸能

●時間／18:00～19:00（17:00開場）
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／500円、全席自由、定員150名

公演・芸能

米子コンベンションセンター
☎0859-35-8111お問合せ

12/
ビッグシップクリスマス
スペシャルライブ2020

公演・芸能

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

火・祝

月・祝

～

ビッグシップ航海デー実行委員会
（米子コンベンションセンター内）
☎0859-35-8111

●時間／10：00～15：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／無料

お問合せ

ビッグシップ航海デー
「SUN-INハンドメイドフェスタ2020」

2311/

日

●時間／23日　14:00～18:00
　　　　 24～26日　9:00～18:00
　　　　 27日　9:00～12:00
●対象／一般　●会場／情報プラザ
●料金／無料

公演・芸能

鳥取県高等学校文化連盟まんが専門部
☎0859-26-1311お問合せ

12/23
第５回鳥取県高校まんが展

公演・芸能

～水 27

土

土

本掲載は、10月９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 YouTubeツイッター

展

示会・フェア


