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イルミネーション～ Yonago ファンタジア～ 

さなめ ラララ♪すて～じ 

ダンス・フェス１ver.5 

ダンスカンパニーコンドルズ 

米子市公会堂利用予約受付中 

今月のイベント案内 

チケット取扱案内 
 
 

 



 

 

 

米子市文化ホール 

ダンス・フェス１ ver.5

 

米子市文化ホール 

米子市文化ホール TEL  35-4171 

米子市文化ホール TEL  35-4171 

 
 

 

 

米子市文化ホール TEL  35-4171 

会場　米子市文化ホール前多目的広場 

Yonago ファンタジア 

（一社）鳥取県電業協会 共催 

 

 

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

～1/13 
開催中 

『Time is on My Side』
コンドルズ鳥取米子スペシャル公演 

2/9・11 
15:00～ 

日、 
火(祝） 

ホール前を彩るイルミネーション 

毎年クリスマスに向け文化ホール前にきらめくイルミネーション。 

今年は1万9000球のLEDが、文化ホールのシンボル「白鳥のオブジェ」 

と街路樹を彩ります。 

友達や恋人との待ち合わせ場所にもぴったり。 

白鳥をバックに写真を撮った２人は○○になると 

いううわさも。。。。(撮影用に白鳥の前に白いベンチ 

を設置しました。スタッフがシャッターを押します 

ので気軽に声をかけてください。） 
期間 10/26(土)～1/13(月） 

時間 17:00～22:00 

 

土 
 18:00～ 
2/15 

ダンス・マンス 2月!! 

お得なダ
ンス割 

 
「ダンス・フェス1」と「コンドルズ公演」、両公演を購入 

される方は、一方のチケットを500円引きいたします。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

 

※他の割引との併用はできません。 

地元ダンスチームが一堂に会す「ダンス・フェス１」の季節が 
やってきました。今回も文化ホールを会場に熱いステージが 
繰り広げられます。当日はストリート、HipHop、バレエ、ジャズ、 
フラダンス、フラメンコ、チアなど様々なダンスチームが集合！ 
ジャンルを超えたダンスの祭典をぜひお楽しみください。 
 

ジャンルを超えたダンスの祭典 

チケット 12月14日(土) 発売 
各日1,000円 (全席自由） 

米子市文化ホールのみで取り扱い 
※チケットには限りがあります。 

ダンスカンパニー「コンドルズ」　米子公演実現！ 
「コンテンポラリーダンス」を基に「演劇」「映像」「コント」まで加わった 
新感覚の舞台作品を上演している、大人気ダンスカンパニー「コンドルズ」 
の米子公演を２月に開催!! 
世界的評価も高い彼らの初の県内公演をお見逃しなく！ 
 

 
チケット 好評発売中 (全席指定） 
一　般 　　  5,000円  
Withシート  4,500円  (高校生以下に同伴の方） 
友の会割引   4,000円  (Feel、県文化振興財団） 
高校生以下   2,000円 

文化ホール他、市内プレイガイドで取り扱い 

ワン

アカペラ夜空 12/20 12/20 
アカペラグループ『アカスキ』、『be mellow』のみなさんを迎え、寒い夜空に澄んだ 
歌声を響かせます。温かいお菓子や飲み物といっしょに贅沢な時間を過ごしませんか？ 

会場：米子市文化ホール 
　　 オープンスペース 

19:00 19:00 
入場無料 

～ウィンターホットソング～ 

   春と冬と恒例になりました、「さなめラララ♪すて～じ」    

今回、出演してくださるのは『be-strings』の皆さんです。 

ピアノ、ギター、ベースの編成で、60 年代の曲から、新し 

い曲まで、オリジナルのアレンジで皆さんを楽しませてく 

れます。   

元気いっぱいの曲で包まれるコンサートです。ぜひご家族 

ご友人とご参加ください！ 

　　　　　　　　　　　　淀江文化センター 15 周年事業として、 

　　　　　　　　　　　アートスタート全国フォーラムとの共催 
　　　　　　　　　　　で、11月17日に、劇団かかし座さんによ 
　　　　　　　　　　　るハンドシャドウズ・アニマーレ公演を 

開催しました。 

　チケットは完売、当日も満員御礼で大変にぎわいました。手影絵 

の世界の紹介から始まり、歌と音楽を交えながら動物など様々な影 

絵が登場し、会場からは驚きの声や笑い声が聞こえてきました。 

　メインプログラムの『PENTA＆PENKO』では、『夢』をテーマにペ 

ンギンの男の子の視点を中心に影と鳴き声と音楽のみの物語が進み 

ました。 

　観客の参加するプログラムもあり、公演時間が 1時間とは思えな 

い濃い内容でした。幼児、子どもたちを中心とした500 人超のお客 
様でしたが、皆様のご協力で無事終了することができました。 

ありがとうございました。 



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

劇的集団ヤブこぎ 

　私達は昨年の2012年、市内の演劇をやりたいと意気込む面々が集

まって劇団を旗揚げしました。まだまだ未熟かもしれません・・・。 

しかし一歩ずつ着実に進歩しています。そんな私達と一緒に活動して

くれる人も随時募集中です。まずはぜひ劇団の次回公演へ足を運んで

みて下さい。一緒に面白い舞台を創りましょう。ご来場心よりお待ち

しております。          

                           劇的集団ヤブこぎ第3回公演  「謝罪の罪」 

                                   日時 : 12月7日(土)/①19：00～ 

                                          12月8日(日)/①14：00～②18：00～ 

                                   会場 ： 米子市文化ホール展示室 

                                   チケット：前売600円、当日800円 

                                お問い合せ(担当：引田) ： 090-4108-1398   

                                              ta45278@zg8.so-net.ne.jp 

米子市公会堂の 
利用予約を受け付けています。 

♪童謡をみんなでうたう会－おでかけ事業－♪ 

古典の日 

『師走』 

舞台の仕事柄、時節にあわせたイベントも数多くあります。 
この時期になるとクリスマスコンサートなんかも増えてき 
ますよね。 
そんなイベントに携わっていると「もう今年も終わりだ 
なぁ…。」としみじみ感じてしまいます。 
 
テレビだと、年末に向けて音楽番組の特番も増えますよね。 
こういった仕事をしていると音楽番組の見方もちょっと 
違ったりします。 
「このアーティストさんはこんなマイクを使ってるんだ。」 
なんて、マイク、照明、舞台セット…。 
色々なことが気になって肝心の歌をあまり聴いてなかったり。 
 
いつも見てる番組でも見方を変えて、舞台セットやマイク、 
照明に注目すると面白いかもしれませんよ？ 

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

舞台スタッフコラム
Under Ground 

事業 
報告 

事業 
報告 

 

昨年制定された古典の日（11/1)にちなんで、古典に親しん 

でもらうアウトリーチを市立成実小学校で開催しました。 

今年のテーマは「百人一首」で、米子南高等学校かるた部顧問の井上孝文 

先生を講師に、5年生の児童29人が百人一首について学びました。 

講座では、百人一首の内容や歴史について、クイズ形式で楽しく学んだり、 

実際の競技かるたで、早く札を取るための覚え方「決まり字」を習ったり 

しました。最後は大きな取り札をボードに貼り付け、チームに分かれて 

　　　　　　　　　　　　　　実際に「かるた取り」を行い、児童たちは 

　　　　　　　　　　　　　　「あった！」などと歓声を上げながら、札 

　　　　　　　　　　　　　　を取っていました。 

　　　　　　　　　　　　　　米子市文化ホールでは、来年度も市内の 

　　　　　　　　　　　　　　小学校を対象に古典の日アウトリーチを 

　　　　　　　　　　　　　　開催する予定です。 

アウトリーチ 11/6(水) 米子市立成実小学校 

 

Feelおでかけ事業 
11/13(金) 医療法人厚生会 デイサービスセンターひこな 

今年は文化ホール童謡講座木曜コース

の「よなご童謡の会」の４人の先生方

と一緒に「デイサービスセンターひこ

な」へでかけてきました。先生がバス

ガイドや北風小僧の寒太郎に扮する楽

しい演出もありました。利用者の皆さ

んとともに大きな声で「紅葉」「村

祭」「故郷」など14曲の童謡を合唱し

楽しい時間を過ごしてもらいました。 

現在の公会堂改修工事の様子 

集会室１～７ 

和室 

　机と椅子があり、各種教室や勉強会など 
  様々な用途でご利用いただけます。可動式の壁を 
　移動し広く使える部屋もあります。 

　畳の敷かれた部屋で日本舞踊の練習他、座卓を使用 
  すれば会議や教室にもお使いいただけます。 
 

平成２６年春より米子市公会堂が再開するにあたって、 
現在大ホール、集会室、和室の仮申込みの受付を行っています。 
この機会に新しい公会堂を利用してみませんか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集会室、和室は平成２６年４月１日から平成２６年１１月 
３０日まで、大ホールは平成２６年５月２１日から平成２６年 
１１月３０日までの予約が可能です。 
※平成２６年１２月分の予約につきましては、平成２５年 
１２月１日（日）より開始となります。 
 

　１，１２０席を有するホールです。 
  コンサートをはじめ、演劇、講演会など 
　幅広くお使いいただけます。 

大ホール 



開催日 催し名 会場・時間 主催・お問合せ等 

＊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 2013.11.25 
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） 12 
第32回鳥取県西部医師会　一般公開健康講座 

「診療に役立つ検査は受診者と 
  医療側の協力から」 

文化ホール  　　　14:00～15:30(予定） 

（展示室） 
 

（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

トッケチ
取り扱い中

第12回クリスマス子どもミュージカル　 
「名なしのピアノ～88の奇跡～」 
12/8(日)　　 米子コンベンションセンター 

12/1(日)　　 　　米子コンベンションセンター 

第42回 レインボージャズオーケストラ 
定期演奏会 

12/8(日)　　 　　米子市文化ホール 

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス 
第８回定期演奏会 

創作舞台「鬼笛」 
12/8(日)　　 島根県民会館 

 

若佐久美子バレエスクール25周年記念公演 
「眠れる森の美女」 
12/23(月・祝)　　島根県民会館 

( 一財 ) 米子市文化財団　主催事業 12 月 

12/9(月)　　 　　 松江プラバホール 

2/9(日),11(火・祝)　　米子市文化ホール 

ダンス・フェス１　-ver.5- 
2/15(土)　　 米子市文化ホール 

 

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。 

ダンスカンパニーコンドルズ 
鳥取米子公演スペシャル２０１４ 

（土） 7 
②18:00～ 

文化ホール　　　  7(土)①19:00～ 
                    8(日)①14:00～ 

劇的集団ヤブこぎ第３回公演 
「謝罪の罪」 

劇的集団ヤブこぎ 
090-4108-1398(引田) 
前売券600円(当日券800円) 

（日） 8 

（日） 8 文化ホール　　　  14:00～16:00 第8回定期演奏会 

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス 
0854-22-4693    
090-8248-5789(原) 
大人1,000円 
小人500円 

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） 

（水） 18 けんべい中高合同芸術発表会 
鳥取県立米子養護学校 
0859-27-3411　 
無料 

文化ホール　      10:10～12:10 

（日） 15 
童謡・唱歌発表会＆井上あずみ 
コンサート 
第25回 みんなで歌おうこどものうた 

株式会社中海テレビ放送 
0859-29-2854　 
無料(要整理券) 

淀江文化センター　14:00～ 

（金） 20 
アカペラ夜空 
～ウィンターホットソング～ 

米子市文化ホール 
0859-35-4171 

文化ホール　      19:00～20:00 

（土） 21 ダンススタジオRism-Train 発表会 
 ダンススタジオRism-Train 
 rism-train@ezweb.ne.jp 
 1,600円 

淀江文化センター　14:30～ 

（土） 14 
第22回米子市公民館ふれあい発表会 
舞台発表の部 

米子市教育委員会事務局生涯学習課 
0859-23-5442　無料 

文化ホール　　　　13:30～17:00 

（日） 15 米子北斗音楽祭 
米子北斗中学校・高等学校 
0859-29-6000　無料 

文化ホール　　　　12:30～16:30 

（月） 9 

19 （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 

（オープンスペース） 
 

（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 

ルナサ　松江公演 

＊     はFeel友の会割引対象チケットです。 友割 

12/15(日)～1/19(日)　　 米子市美術館 

米子市美術館リニューアルオープン 
サントリー美術館コレクション展 

友割 

第60回日本伝統工芸展 
12/11(水)～12/25(水)　　 島根県立美術館 

＊12/14～発売開始 
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