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米子歴史絵巻 

こども夢広場 

米子なつかしの名画劇場 

ハロウィン in イルミネーション 

米子市公会堂　施設利用予約のおしらせ 

米子市美術館 cafe オープン 

今月のイベント案内 

チケット取扱案内 
 
 

 



 

 

チケット発売中 チケット発売中 

10/12 
開演 15:30 
開場 15:00 

土 

 

会場　米子市文化ホール 

米子なつかしの名画劇場  

会場　米子市文化ホール　前広場 
（雨天時イベントホール） 

米子市文化ホール TEL  35-4171 米子市文化ホール TEL  35-4171 

文化ホールから秋のプレゼント。 

とっても楽しいハロウィンコンサートを開催します。 

吹奏楽の演奏や、ダンス、バンド演奏など盛りだくさん。 

みんな仮装でお出迎えです。そして、「トリック オア 

トリート」と唱えた方には、お菓子をプレゼント！ 

さらに今回は食のイベント「ネギ来まつり」との共催で 

米子の名物料理の屋台もずらりと並びます。 

また、この日から文化ホールをイルミネーションで 

彩ります。イベント中に点灯式も予定。 

秋の夜長に、どこよりも早いイルミネーションを 

お楽しみください。 

 

参加費無料 

ハロウィン 
in イルミネーション 

10/20 
開演 15:30 
開場 15:00 

10/23 
        25 

10/26 
土 

平成25年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業 

■入場券 /各日　( 全席自由 ) 
前売券　５００円 ( 友の会４００円 ) 
当日券　７００円 ( 友の会５６０円 ) 
■チケット取扱場所 :　 
米子市文化ホール、米子市淀江文化 
センター、米子市立山陰歴史館、   
米子しんまち天満屋、米子髙島屋、 
今井書店錦町店、 
本の学校今井ブックセンター 

「弁天小僧」 

「眠狂四郎殺法帖」 
10/23 
( 水） 

「沓掛時次郎遊侠一匹」 

「反逆児」 
10/25 
( 金） 

13:00～14:50 

10:15～11:45 

13:00～14:22 

10:15～11:41 
 

 

米子市文化ホール TEL  35-4171 

※雨天時　米子市児童文化センター（米子市西町） 

会場　粟嶋神社（米子市彦名町）  

米子歴史絵巻第２弾　米子市文化ホール・米子市立山陰歴史館連携事業 
あわしま 

米子歴史絵巻　ー  粟嶋さん  ー 

主催：米子市・米子市教育委員会・（一財）米子市文化財団【米子市文化ホール・米子市立山陰歴史館】 

 

『古事記』に伝わる「粟嶋神社」を舞台に、鳥取雅友会
による「陵王」「平調 越殿楽」など雅楽の演奏と舞、
鳥取県子ども読書アドバイザー河﨑真弓による「粟嶋
の八百比丘尼」などの語りをおこないます。 
当日は粟嶋神社秋季大祭の日でもあります。 
米子市内にある長い伝承と歴史を持った「粟嶋神社」
をご堪能ください。 

 

 

米子市文化ホールホームページ　http://www.yonagobunka.net/culturehall/ 

※小雨の場合や天候が不安定な場合は会場を米子市児童文化センター
　に変更します。前日（10/11）17時に決定しますので、米子市文化ホール
　へお問合せください。ホームページでもお知らせします。 
 
※当日は混雑が予想されます。駐車スペースに限りがあります。 
　乗り合わせてご来場ください。 

日 

 18:00～ 金 

水 

鳥取雅友会「陵王」 

整理券が必要です整理券が必要です
が、整理券は予定が、整理券は予定
配布枚数に達しま配布枚数に達しま
したので配布を終したので配布を終
了しました。 了しました。 

御 

礼 

で気にな 
る身体のチェックや、木曜の会による『人形劇・朗読』で今は懐かし 
いお話を聞くことができます。 
　そして、玄関前広場では米子市児童文化センターの出張事業、『昔 
遊び体験』コマ回しなどを楽しんでいただけます。 

 

会 

駅citing YONAGO 



レストラン プライムタイム レストラン プライムタイム 
（ホテルハーベストイン　１階） 

＜ランチタイム　１１：００～１４：００＞ 
＊日替りランチ（平日のみ）／限定２０食　￥７９０（コーヒー付） 

エレガントランチ　￥９８０（デザート＆コーヒー付） 
季節の松花堂　￥１，６００（フルーツ付） 

ホテルハーベストイン米子 ホテルハーベストイン米子 
ＴＥＬ　（０８５９）３１－１１１１ 
ＦＡＸ　（０８５９）３３－２２２２ 

ｅ ｍａｉｌ：ｈａｒｖｅｓｔ＠ｋｏｍｅｇｏ.ｃｏ.ｊｐ　 
ｈｔｔp：//ｗｗｗ．ｋｏｍｅｇｏ．ｃｏ．ｊｐ/ｈａｒｖｅｓｔ/ 

優先予約・割引など特典あり (年会費1,000円 ) 

Feel 友の会会員募集中！ Feel 友の会会員募集中！ 
毎月ご自宅にイベント案内を 

　　お届けいたします！ 

詳しくは 米子市文化ホール　35-4171 まで 

 

Jewel Box
アーティスト紹介コラム

ダンススタジオ Rism-Train 

大ホール大屋根の様子です。 
大屋根がスレート板で覆われていきます。 
屋根が完成したらいよいよホールの内装に 
取り掛かります。 
米子市文化財団（米子市公会堂）と米子高 
専との連携事業、高専文化セミナーを10月 
26日（土）午前10時～12時に「数学で触れ 
てみる」をテーマに行います。場所は中海 
テレビ放送センタービルです。ぜひ会場に 
お越しください。(当日自由参加) 

　当スタジオはダンスを通じて『個性を伸ばす』をモットーにしてい

る山陰最大のダンススタジオです!!4才～大人の方までを対象に、 

ダンス未経験の方、運動不足を解消されたい方、ダンスに対して本気

で取り組んでおられる方まで、満足して頂けるスタジオです. 

―ダンススタジオ Rism-Train 発表会― 

  会場：米子市淀江文化センター 

　2013年12月21日(土)　開場14:00　開演14:30 

今流行のストリートダンスの発表会です。100人以上の出演者による

多彩なストリートダンス、ダンスコンテストもあります。 

　　                          お問合せ：rism-train@ezweb.ne.jp 

米子市公会堂から 
～ただ今耐震補強改修工事中～ 

　※ 申込み方法、集会室の面積、使用料など、事前に公会堂仮事務所 
　　 へお問合せの上お越しください。 

　米子市文化ホール　事務所窓口 

■受付場所 

　※ 平成26年11月分の仮申込みの受付は、平成25年11月1日(金)に 
     行います。 

　○大ホール　　　　　 平成26年5月21日(水)～10月31日(金)まで 
　○集会室１～７、和室　平成26年4月1日(火)～10月31日(金)まで 

■受付対象期間 

　10月2日(水)午前9:00～ 
  ※ただし午前9時までに受付場所にて必ず受付をお済ませ下さい。 
　　また、電話での受付は午後1時より開始します。 

米子市公会堂の 
仮申込みの受付を開始します 

舞台スタッフコラム 『シャッカン』 

舞台では今でも尺貫法で物の大きさ長さが設定されている 
ものが多くあります。 
たとえば平台と呼ばれる二重舞台を作るための台やその足 
となる木の箱など、様々なものが尺貫法で作られています。 
平台の中でもよく使われる『サブロク』といわれる大きさ 
の平台。これは、３尺×６尺の広さの平台です。 
１尺=１０寸=１０/３３メートルですので、だいたい９０㎝ 
×１８０㎝の大きさの台です。 
そのほかにも舞台間口の広さに１間という単位を使ったり 
します。１間=６尺ですので、だいたい１８０㎝の長さにな 
ります。このように今でも舞台では伝統的に尺貫法が使わ 
れています。 
舞台を使用されるときに単位がわからなかったら、スタッ 
フに気軽に訊ねてくださいね。 

■受付日時 

米子市公会堂仮事務所(米子市文化ホール内)  
                                                            TEL  22-3236 

Fruit cafe Hatano     38-1715 

米子市美術館ヨコにcafeがオープンしました。 

Fruit cafe Hatano フルーツカフェハタノ 
シニア野菜ソムリエ　秦野みほが 
プロデュースするカフェ。 
旬のフルーツを使ったフレッシュ 
ジュースをはじめ、モーニング 
セットやパフェ、フルーツサンド 
などをお楽しみいただけます。 
ランチタイムのスペシャルメニュ 
ーもご好評をいただいております。 
ご来館シーンに合わせてごゆっく 
りとお過ごしくださいませ。 
 



開催日 催し名 会場・時間 主催・お問合せ等 

トッケチ
取り扱い中

＊この他にも取り扱いのチケットがございます。お問い合わせください。 

発行元 

米子市文化ホール・米子市公会堂・米子市淀江文化センター 

〒683-0043　鳥取県米子市末広町 293 
TEL（0859）35-4171 ／ FAX（0859）35-4175　発行日 2013.9.25 
URL http://www.yonagobunka.net/culturehall/index.html 

鳥取県米子市角盤町2丁目61 

TEL（0859）22-3236 

米子市公会堂 

イオン
日吉津

鳥取県米子市 淀江町西原708-4 

TEL（0859）39-4050 

米子市淀江文化センター 
鳥取県米子市 末広町 293 

TEL（0859）35-4171 

米子市文化ホール 

イオン 

　　　　　　ホテル 
ハーベストイン米子 

（木） 24 第30回鳥取県西部医師会　一般公開健康講座 
「子供の目の病気からわかること」 

文化ホール  　　　14:00～15:30(予定） 

（前広場） 
 

（イベントホール） 
 

公益社団法人　鳥取県西部医師会 
0859-34-6251　無料 

イベント

  案内

文化ホール　　　  18:45～20:30 米子マンドリンオーケストラ 
第28回定期演奏会 

米子マンドリンオーケストラ 
0859-33-3321 
一般1,000円　高校生以下無料 

26 （土） 

文化ホール　　　　18:00～ 駅citing YONAGO 
ハロウィン in イルミネーション 

米子市文化ホール 
0859-35-4171 無料 26 （土） 

文化ホール  　　　18:30～21:00 野坂知子 
0859-27-0818　無料 23 （水） トラヴェルシエール 

フルートコンサート 

（金） 25 
（水） 23 

米子なつかしの名画劇場 

米子市文化ホール 0859-35-4171　 
前売券 各日500円 
　　　 (Feel友の会会員400円) 
当日券 700円 
       (Feel友の会会員560円) 

文化ホール 
23(水)「弁天小僧」10:15～11:41 
      「眠狂四郎殺法帖」13:00～14:22 
25(金)「沓掛時次郎 遊侠一匹」10:15～11:45 
      「反逆児」  13:00～14:50 

淀江文化センター　9:00～15:00 

よどえ夢まつり実行委員会 
0859-56-3164 
『ミュージカルサイノカミさん』 
鑑賞 一般 500円 小学生以下無料 

20 （日） 第30回淀江町産業祭（よどえ夢まつり） 

文化ホール  　　　14:00～17:00 
有限会社花の館よみ 0859-22-8700  
一般1,000円 高校生以下500円 20 （日） 

いのちの輝き  
日本・フラワーデザイナーよみかずみ 
フラワーデザイン展 

淀江文化センター　9:00～18:00 米子市淀江文化センター 
0859-39-4050　無料 21 （月） 

17 （木)～ 淀江文化センター15周年記念 にぎわい創出事業特別企画展示 
ふるさとよどえの若手作家たち 

 

米子マンドリンオーケストラ 第28回 定期演奏会 
マンドリンオーケストラの夕べ 
10/26(土)　　 米子市文化ホール 

( 一財 ) 米子市文化財団　主催事業 10 月 

10/14(月・祝)　　 島根県民会館 

10/30(水)　　  倉吉未来中心 

大型人形劇ミュージカル「里見八犬伝」 
11/17(日)　　 米子市淀江文化センター 

 

米子市公会堂はただいま閉館中です。 
　仮事務所は米子市文化ホール内に 
　あります。 

淀江文化センター開館15周年事業 
劇団かかし座公演「ハンドシャドウズアニマーレ」 

文化ホール        12:30～17:00 第10回中学生ソロコンテスト 
鳥取県吹奏楽連盟 
0859-26-3451(尚徳中 米原)　無料 （土） 5 

淀江文化センター  講座/10:00～ 
　　　　　　　　　  撮影会/13:00～ 写真講座・写真撮影会 in よどえ 

米子市淀江支所よどえまちづくり推進室  
0859-56-5201　無料(要申込) 

（日） 6 第4回「菜の花サロンコンサート」 
(ゲスト：西岡千秋) 

「なの花」サロンコンサート 
0859-35-9750  無料 

文化ホール　　　  14:00～ 

（日） 6 

（土） 5 

尚徳中学校吹奏楽部 
第7回定期演奏会 

米子市立尚徳中学校 
0859-26-3451  無料 

文化ホール　　　  14:30～16:00 

文化ホール　　　  10:30～11:45 
童謡をみんなでうたう会 
月曜コース 

米子市文化ホール 0859-35-4171 
年間 1,000 円（当日入会可） 

（月） 21 米子人生大学 
米子市教育委員会事務局 生涯学習課　 
0859-23-5444　年間受講料1,000円 

文化ホール　　　　14:00～16:00 

（土） 12 
とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェ 
クト古代びと千年の記憶シンポジウム 
～よどえの魅力を探る・楽しむ・ 
活かす～ 

鳥取県立むきばんだ史跡公園 
0859-37-4000　無料 

淀江文化センター　13:00～16:30 

（月） 7 

（月） 7 

米子人生大学 
米子市教育委員会事務局 生涯学習課　 
0859-23-5444　年間受講料1,000円 

文化ホール　　　　14:00～16:00 

24 （木） 
童謡をみんなでうたう会 
木曜コース 
チャイルドコース 

米子市文化ホール 0859-35-4171 

（当日入会可） 

木曜コース  年間 1,000 円 
チャイルドコース　無料 

文化ホール 

（第2会議室） 
 

（イベントホール） 
 

（イベントホール） 
 

（イベントホール） 
 

（イベントホール） 
 木曜コース      10:30 ～ 11:30 

チャイルドコース 11:30 ～ 12:00 

N響フレンズアンサンブルコンサート2013 

友割 

＊     はFeel友の会割引対象チケットです。 友割 

10/23(水)、25(金)　　  米子市文化ホール 

米子なつかしの名画劇場 友割 

ミュージカル　サイノカミさん 
10/20(日)　　 米子市淀江文化センター 
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