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ダンスカンパニーコンドルズ 
鳥取米子スペシャル公演 2014 
 
米子市公会堂から 
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1 25 
18:00 
18:30 

さなめラララ♪すて～じ 『 be-strings コンサート』 
会場　米子市淀江文化センター ホワイエ 

主催 :さなめラララ♪すて～じ実行委員会・（一財 )米子市文化財団 共催 :米子市・米子市教育委員会 

定員１３０人 

幼児無料 

プレイガイド /米子市淀江文化センター・米子市文化ホール 
　　　　　　  米子市児童文化センター・米子市教育委員会文化課 

 be  strings (ビー・ストリングス) 
ピアノ・ギター・ベース 
昭和以降の日本の名曲を、ジャンルにこだわらず演奏する、 
男性２人女性１人の 米子発 アコースティック・ボーカルトリオ。 
山陰を中心にライヴ活動中 。 

　さなめラララ♪すて～じ、今回の出演は『be-strings』の三人。 
　誰もが一度は耳にしたことのある懐かしい曲や新しい曲を三人が 
オリジナルアレンジをし、幅広い年代で楽しんでいただけるロビー 
コンサートです。ジブリの曲などお客さんも一緒に歌うコーナーも 
あり、ご家族みんなで楽しめます。 
　まだまだ寒い冬本番ですが、暖かい雰囲気でほっこりしましょう。 

be strings(ビー・ストリングス)

昭和以降の日本の名曲を、ジャンルにこだわらず演奏する、
男性２人女性１人の米子発アコースティック・ボーカルトリオ。
山陰を中心にライヴ活動中。

渡邊よしえ（ピアノ）永栄武也（ギター）松尾昭倫（ベース）

主催 / さなめラララ♪すて～じ実行委員会・（一財）米子市文化財団 共催 / 米子市・米子市教育委員会 

プレイガイド /米子市淀江文化センター・米子市文化ホール
　　　　　　  米子市児童文化センター・米子市教育委員会文化課

お問合わせ　米子市淀江文化センター　（0859）39-4050

会　場 /米子市淀江文化センター ホワイエ

開場 18:00/ 開演 18:30

定員 130 名
チケット /一般 500 円 / 小・中・高校生 300 円 / 幼児無料

12/20 (金) 

チケット発売開始 

12/20 (金

チケッ

土

誰もが一度は耳にしたことのある懐かしい曲や新しい曲を
　　　　　　　　　幅広い年代で楽しんでいただけるロビーコンサートです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで歌うコーナーもあります♪

誰もが一度は耳にしたことのある懐かしい曲や新しい曲を
　　　　　　　　　幅広い年代で楽しんでいただけるロビーコンサートです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで歌うコーナーもあります♪

車でお越しの方はセンター前の駐車場をご利用ください。 

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 

 
 

 コンドルズ『Time is on My Side』

鳥取米子スペシャル公演 

土 
 18:00～ 
2/15 

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。 
※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 

待望の米子公演実現！ 

「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お見逃しなく！ 

 

 
チケット 好評発売中 (全席指定） チケット 好評発売中 (全席自由） 
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 

各　日 　　  1,000円  
  (9日と11日で出演者が異なります。） 
米子市文化ホールのみで取り扱い 

文化ホールほか県内プレイガイドで取り扱い 

   

2/9・11 
15:00～ 

日、 
火(祝） 

ダンス・フェス１ ver.5
ジャンルを超えたダンスの祭典 

ワン

米子市文化ホール 

ダンス・マンス 2月!! ダンス・マンス 2月!! 

 

 
 

ダンスの祭典「ダンス・フェス1」。 

5回目をむかえ、米子でもすっかりおなじみの 

イベントとなりました。 

毎回多くのダンサ-達が出演しますが、今回は 

さらに新しいチームが続々登場。ますます地 

元ダンスシーンは盛り上がってます！！ 

 

さて、「ダンス・フェス1」の1番の特徴はダンス 

のジャンルを問わない「オールジャンル」とい 

うこと。HIP HOP、フリースタイル、バレエ、フラメンコ、フラダンス、 

ＪＡＺＺ、バリダンス、コンテンポラリー、チア、よさこい、ベリーダ 

ンス、バリダンスetc.いろんな種類のダンスが楽しめます。ダンス 

ファン必見のこのステージ。観ればあなたも地元ダンスシーンが語

れるかも。 

寒い季節、2日間のホットなステージでココロもカラダも熱くなって

ください！！ 

 

コンドルズ [CONDORS]

 

[構成・振付・演出]近藤良平  
[出演]コンドルズ　 

近藤良平を主宰とし、男性が学ラン姿でダンス、 

生演奏、人形劇、映像、コントを展開するダンス 

集団です。世界２０ケ国以上で公演。ニューヨ 

ークタイムズ紙絶賛。渋谷公会堂も即完超満員。 

収容人数５万人の味の素スタジアムで開催さ 

れた東京スポーツ国体２０１３開会式式典演技 

では総演出を担当しました。NHK総合「サラリー 

マンNEO」内「サラリーマン体操」、NHK連続テレビ 

小説「てっぱん」オープニング振付出演。NHK紅 

白歌合戦出場。 

 

【コンドルズ公式HP：http://www.condors.jp/】  

2014年初めにはドイツツアーも決定しています。 

 



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

劇団　異時幻 

　異時幻は演劇をこよなく愛するものの集まりです。 

しばらくお休みしていたのですが、いよいよ来年の３月初旬、公演を

行うことになりました。演目は『トランス』（作：鴻上尚史）という三人芝

居。みなさんは、誰かを無性に必要としたことはありますか？ 

この作品に出てくる登場人物は、三人が三人とも互いをとても必要と

しています。そんな関係性から生み出される空間は、観客を別の時空

にいるような感覚にさせることでしょう。 

稽古は毎回、ストレッチや筋肉トレーニングなど、舞台に立てる身体

作りからはじまります。言葉を大事にされる演出家のもと、信頼とい

う関係性でもって芝居をつくっている最中です。まだまだ役者も募集

中です。一緒に異なる時間の幻をみませんか。 

　　　　　　　　　　　　　    お問合せ： 080-1910-3314 （池口） 

～ウィンターホットソング～ 
事業 
報告 

新春を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

また、日頃より当館をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

今年は公会堂がいよいよこの春4月にリニューアルオープンいたします。

市民の思いの詰まった新・公会堂が、芸術文化の発信拠点、市民活動の場

として新たに動き始めます。

これからも米子市公会堂をはじめ、米子市文化ホール、米子市淀江文化

センター3館職員一同「文化をつくる　はぐくむ　ひろげる」をテーマに

皆様に愛される施設になるよう力を合わせて参りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

～　心に残る新たな感動をお届けできますように　～

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　　館長　塚田 慎介

 

アカペラ夜空    １２月２０日(金) 新年のごあいさつ 

舞台スタッフコラム
Under Ground 

　新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ 

よろしくお願いします。 
　“笑う門には福来たる”てなことで、年末年始はお笑 
い番組が増えますね。漫才や落語の席で、よく使われる 
マイクがあります。SONY さんの『C-38』、通称サンパチ 
です。特長として、嫌な高音部分を削ってくれる機能が 
あるので人の声や三味線などを収音するのにとても活 
躍します。内部は繊細な作りになっており、サンパチで 
ボイスパーカッションをして、壊したコンビがいるとか 
いないとか…。 
　芸人さんは、TV ではピンマイクをつけていることが多 
く、漫才の際に真ん中にあるサンパチは立っているだけ 
ということもあります。 
　舞台でも定番のマイクの一つです。見つけた際には、 
丁寧に扱ってやってください！ 

サンパチ 

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

外装工事もほぼ終わり、きれいになった 
公会堂が姿を現してきました。歩道など 
からも公会堂の姿がうかがえるようにな 
り、近くを通られた方も工事が終盤に 
なったと感じられていると思います。 
大ホールの天井（写真下）も元の形と色 
合いで新しくなり懐かしい姿がよみがえ 
りました。再開が待ち遠しいです。 
先月もご紹介しましたが、再開に向けて 
仮申込の受付を行っております。 
集会室、和室は平成２６年４月１日から平成２６年１２月 
２８日まで、大ホールは平成２６年５月２１日から平成２６年 
１２月２８日までの予約が可能です。 
※平成２７年１月分の予約につきましては、平成２６年 
１月４日（土）より開始となります。 
 

米子市公会堂から 
～ただ今耐震補強改修工事中～ 

溶接・研磨 株式会社シノダ 
0854-37-1347 

かわいいくまっぷの焼印が入った文化
ホール職員手作りのパンケーキも大好
評でした。焼印作成にご協力いただき
ました株式会社シノダのみなさん、本
当にありがとうございました。 

be mellow( ビーメロウ ) 

アカスキ 

10月から点灯している米子市文化ホール前広場イルミネーション 
「Yonagoファンタジア」開催中に合わせ、一夜限りのコンサートをひら 
きました。当日は今年一番の雪に見舞われましたが、たくさんのお客様 
に来館していただきました。澄んだ空気の中、美しいハーモニーを真剣 
に聴くお客様の表情がとても印象的でした。今後もオープンスペースで 
素敵な歌声を届けていきたいと思ってい 
ます。その際はぜひ、お気軽に足をお運 
びください。 

米子市文化ホール 

会場　オープンスペース 



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 2013.12.25 
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 

＊     　 対象公演両方購入で片方のチケットが割引になります。 

（月・祝） 13 
（土)～ 11 淀江町青少年ゆめ基金活用事業　 

小灘一紀　絵画展「神々の微笑み」 
淀江文化センター　10:00～17:00 
　　　　　　　　　(入場は16:30まで） （イベントホール） 
 

淀江町青少年ゆめ基金活用委員会 
0859-56-3164　無料 

（月・祝） 13 

淀江町青少年ゆめ基金活用事業・ 
第十二回ゆめ講演会　小灘一紀　講演会 
「人をかたちづくるもの 
　　　～芸術に吹き込まれた魂～」 

淀江文化センター　13:30～15:15 
　　　　　　　　（終了後、講師による 
　　　　　　　　　　絵画の説明有り） 

淀江町青少年ゆめ基金活用委員会 
0859-56-3164　無料(要整理券) 

（木） 16 
第33回鳥取県西部医師会　一般公開健康講座 
「脳卒中のリハビリテーション 
  ～住み慣れた町で 
        暮らし続けるために～」 

文化ホール  　　　14:00～15:30(予定） 
（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

 

第14回さなめラララ♪すて～じ  
「be-stringsコンサート」 
1/25(土)　　 米子市淀江文化センター 

( 一財 ) 米子市文化財団　主催事業 1 月 

1/13(月・祝)　　 米子コンベンションセンター 

 

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。 

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） 

（木） 16 

（ホワイエ) 

文化ホール　　　　18:30～20:35 米子市民劇場 1月例会 
文学座公演　『くにこ』 

米子市民劇場 
0859-33-8695　会員制 

文化ホール　　　　13:30～16:00 米子高専吹奏楽部第24回定期演奏会 
米子高専吹奏楽部 
0859-24-5179 無料 

27 （月） 

26 （日） 

（土） 25 第14回さなめラララ♪すて～じ  
「be-stringsコンサート」 

米子市淀江文化センター 
0859-39-4050 
一般/500円　 
小・中・高校生/300円　 
幼児無料　　 

淀江文化センター　18:30～19:30 

（日） 19 米子管弦楽団第26回定期演奏会 

米子管弦楽団団長 本田祐美子 
090-7504-8483 
一般/1,200円（当日1,500円） 
高校生以下/入場無料（要整理券） 

淀江文化センター　14:00～ 

（日） 19 
ケロポンズAND鈴木翼 
ファミリーコンサート 

ケロポンズを米子に呼ぶ会 
090-8359-5299(春名) 
大人(中学生以上)3,000円 
小人(3歳以上)1,500円 
当日＋500円 

文化ホール　　　　14:00～16:00 

米子労音　2014年　1月　例会 
トリオ・マカロン ライブ 
吉田誠(クラリネット)上野星矢(フルート) 
ロー・磨秀(ピアノ) 

米子勤労者音楽協議会(米子労音) 
0859-34-3173 会員制(当日入会可能)  文化ホール　　　　18:45～ 

（月） 6 

30 （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 
（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 

アンサンブル・ヴァンベール4thコンサート 

＊     はFeel友の会割引対象チケットです。 友割 

1/19(日)　　　  米子市文化ホール 

ケロポンズAND鈴木翼 ファミリーコンサート 

米子管弦楽団第26回定期演奏会 
1/19(日)　　 米子市淀江文化センター 

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 

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 ダンス割 友割 ダンス割 

ダンス割 

ダンスマンス２月！ 
ダンスマンス２月！ 
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