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イベント案内

Feel
cultural & arts information in yonago
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ダンス・マンス２月！
・ダンス・フェス１
・ダンスカンパニーコンドルズ
鳥取米子スペシャル公演
グレッグ・アーウィン童謡コンサート
米子ユースオーケストラ演奏会
淀江の魅力再発見！写真作品展
〜ただ今耐震補強工事中〜米子市公会堂から
今月のイベント案内
チケット取扱案内

2

2014

ダンス・マンス 2月!!
２月に米子市文化ホールを舞台にして、２つのダンスイベントを開催します。
まさに「ダンス・マンス（month:月）２月」! お得なダンス割もご用意してます。
ジャンルを超えたダンスの祭典

ワン

ダンス・フェス１ ver.5

2/9・11

売切必至!

15:00〜

米子市文化ホール

日、
火(祝）

いよいよ開催、ダンスの祭典「ダンス・フェス１ ver.5」
地元米子市を中心とした５９チームが文化ホールに大集合！
ダンスならなんでもＯＫのオールジャンルのステージが、２日間にわたり繰り広げられます。
これを観れば、地元ダンスシーンを語れるかも。
ダンスファンはもちろん、ダンスは初めてという方も会場の熱い空気を体験してください。
「ダンス・フェス1」
必見です！！
9日（日）出演団体
米子西高校応援部／ヌエバ・ラス・フローレス／永江イエロー／ENJOY SMILE ハッピーズ よさこい隊
ENJOY SMILE ハッピーズ D＋／E.S.H. CHEERILY GIRLS／Mr.sns／hearty party／JSS米子ラブピース
しあわせダンススクール／リッキー・ソロ／Baby Pretzel 音楽天国 Kidʼs Dance／Baby Pretzel 音楽天国 ADULT
ダンススタジオ FLAPS BREAKERS／ダンススタジオ FLAPS Pubric／Rainbow Clover／CUBE with PUREFULL
Starscream／goose pimples／ヨガスクールROSE ベリーダンスフィットネスチーム ザフラローズ ベール
Wednesday／ヨガスクールROSE ベリーダンスフィットネスチーム ザフラローズ／Divr ダンススタイル
Halau Hula o Kaminoaka aloha／Rhyrize OLD SCHOOL／Baby Pretzel 音楽天国チアダンスチーム らぷら／SqueeS
おちゃっぴーずBOBCAT米子jr.&ティーン／リトルポップコーン ちびちび天国クラス／Rhyrize FREE STYLE
11日（火・祝）出演団体

チケット 好評発売中 (全席自由）
バレエスタジオ パ・ドルチェ／リッキー・ダンス・カンパニー／ ANIMA 赤組／ ANIMA 白組
各 日
1,000円
獣電戦隊 BUNNY DOLL ／美少女戦士 BUNNY DOLL ／ Belly Dance Lesaala&Almas ／ Anthurium ／ゑびマヨ軍艦 B
(9日と11日で出演者が異なります。
）
サバル・ジャミール／カレイホククラス／スニュム スニュム／若佐久美子バレエスクール／ Dance Nuts

米子市文化ホールのみで取り扱い

米子北高体操部ダンス班／ Valentine Angels ／ Gratias tibi ／コナミスポーツクラブ米子 Jr.FUNK ／ Divr crew

※チケットには限りがあります。

米子バレエスクール／米子バレエスクール スタームーン／ Belly Dance Cherish ／ BOBCAT 松江 Jr. ／ IZUNA

※お子様は年齢に関係なく,お席を希望
される場合は、チケットの購入をお願い
いたします。

リトルポップコーン リトルクラス／ darlingDA♡LINDA ／ダンススタジオ FLAPS Jr. ／ ALD ／ EXO-Y ／ BOBCAT Y
★出演順ではございません。出演団体は変更となる場合がございます。

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

2/15

[構成・振付・演出]近藤良平 ／ [出演]コンドルズ

18:00〜

米子市文化ホール
ダンスカンパニー コンドルズ初の鳥取米子公演せまる！
「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！
コンドルズ主宰

土

近藤良平【Ryohei Kondo】

2013年10月3日放送のNHK総合
「地球イチバン」の旅人役と
してメイン出演。朝日舞台芸術賞寺山修司賞受賞。TBS「情熱
大陸」。映画「ブタがいた教室」などに出演。櫻井翔主演、
三池
崇史監督作品「ヤッターマン」の振付なども担当。
野田秀樹
演出NODA MAP
「THE BEE」
、長塚圭史作演出「音のない世界」
などに役者としても出演。サントリーボス「シルキーブラッ
ク」TVCMなどにも出演。毎年夏の恒例となった池袋での
「ニュー盆踊り」の振付演出も手がけ約5000人を動員してい
ます。
「AERA」
の表紙にもなりました。メンバーの小林顕作は
NHK教育
「みいつけた」オフロスキー役で活躍中。
2014年初めにはドイツツアーも決定しています。

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
文化ホールほか県内プレイガイドで取り扱い

割
お得なダンス

「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。

米子市文化ホール TEL 35-4171

童謡をみんなでうたう会

特別講座

〜日本のうたの魅力再発見〜

グレッグ・アーウィン童謡コンサート
米子市文化ホール

淀江の魅力再発見！
3/17(月)
写真作品展 ～25(火)

3/16
14:00〜

会場 米子市淀江文化センター ロビー

日
「童謡の伝道師」グレッグ・アーウィン
アメリカ出身 東京在住のシンガーソングライター

Irwin
Greg

入場無料

昨年7〜1 2月に募集した、「淀江の魅力再発見！フォトコンテスト2 0 1 3」
の応募作品を展示します。
淀江の魅力をさ まざまな視点で切り取った作品 を ぜひご覧ください。

童謡講座の特別版を今年も3月に開催いたします。
今回のゲストは日本の童謡・唱歌100曲以上を自らの
視点で英訳し、その全ての楽曲を様々な場で披露
されているグレッグ・アーウィンさんをお迎えします。
日本のうたに魅了された海外の方が伝える 日本のうた
の魅力 とは、いったいどんなものなのでしょうか？
他ではなかなか聴けない日本のうたの魅力再発見の
コンサート、ぜひお越しください♪

■入場無料（要整理券）
文化ホールほか県内プレイガイドで取り扱い

(休館日:水曜)

「淀江の魅力再発見！フォトコンテスト2 0 1 3」
名水と健康と歴史のまち よどえ の魅力を再発見し発信していくため、
米子市淀江町地域の魅力を表現していただくフォトコンテストです。
よどえ ならではの景色や行事の様子、活動する人の姿、何気ない風景など、
写真を見た人が淀江町地域を訪れてみたくなる内容となっています。

1. 魅力再発見の部（一般の部）
2. 魅力再発見の部（子どもの部）
3. つぶやきの部 … (写真と短文を組み合わせた作品部門)

米子市文化ホール TEL 35-4171

主催・お問合せ/米子市淀江支所よどえまちづくり推進室 (0859)56-3164
共催/(一財)米子市文化財団 米子市淀江文化センター

鷲見三郎顕彰事業 ～ 未来にはばたけ若き演奏者たち！～

米子ユースオーケストラ演奏会
米子市文化ホール
米子市出身の世界的ヴァイオリ
ン教育者鷲見三郎にならい青少
年のオーケストラを編成してい
ます。今年の「米子ユースオー
ケストラ」は特別講師の鷲見恵
理子氏にヴァイオリン指導をし
ていただいています。「ストリ
ングジュニア」は可愛らしく楽
しい演出もあります。
今年の演奏会にご期待下さい。
演奏曲目／「オペレッタ<天国と
地獄>序曲より」
ほか

3/30

米子市公会堂から

14:00〜

日

- 米子ユースオーケストラ＆ストリングジュニア-

■入場無料（要整理券,2/1〜配布開始）
文化ホールほか県内プレイガイドで取り扱い

～ただ今耐震補強改修工事中～

米子市文化ホール TEL 35-4171

いよいよ工事も終わりに近づきました。
前庭広場の大ホール正面、歩道側の土塁が
撤去され、新しい芝生も貼られ、暖かくな
り新芽が出揃う緑のじゅうたんになる日
が楽しみです。再開後は歩道から前庭広場
に気軽に入りやすくなります。
大ホール客席（写真下）の床もコルクタイ
ルを貼り終わり、次に新しい客席が設置さ
れます。客席が無い大ホールの様子は、
今しか見れません。再開までもう少しです。
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。ご予約ご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。
米子市公会堂仮事務所(米子市文化ホール内)
TEL 22-3236

！

拡大版

Under Ground
舞台スタッフコラム

仕込み図

照明・音響・舞台セットなどの準備を『仕込み』と呼びます。
その時に舞台のどの場所に何を準備して、「こんな機材を使いますよ」という
のを書く設計図のようなものを『仕込み図』といいます。今回は照明の仕込み
図について書いていこうかなと思います。
昨年のダンス・フェス1で実際に
図っていうくらいですから、照明器具の各種を記号に置き換えて表記します。
使われた照明仕込み図(一部抜粋)
例えば『○』この記号なんだとおもいます？え？ただの丸じゃないかって？
そうです！ただの丸です。でも実はこれ、照明仕込み図だと1kw凸レンズライトという
照明器具を表す記号なんです！
そのライトはどんなライトなのか？って？その話は今回は置いておいて…。
3次元で表現する照明も実は2次元の設計図を元に作られてるんですよ。
照明のプランナーさんは頭の中でステージの場面を想像しながら仕込み図を描いているんです。
今回は特別に実際に使われた照明仕込み図を掲載しますので、色々想像してみてください！

レストラン プライムタイム
（ホテルハーベストイン
＜ランチタイム

１階）

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
ＴＥＬ （０８５９）３１－１１１１
ＦＡＸ （０８５９）３３－２２２２
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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！
優先予約・割引など特典あり ( 年会費 1,000 円 )
詳しくは 米子市文化ホール

35-4171 まで

( 一財 ) 米子市文化財団 主催事業

イベント
案内

開催日

催し名

会場・時間

2 月

主催・お問合せ等

3 （月）

童謡をみんなでうたう会
月曜コース

文化ホール

10:30〜11:45

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

6 （木）

平成25年度西部地区
同和対策協議会同和問題研修会

淀江文化センター

14:00〜15:30

鳥取県西部地区同和対策協議会
0859-31-9633 無料

文化ホール

両日とも15:00〜

米子市文化ホール 0859-35-4171
各日1,000円

9（日)、 ダンス・フェス１
11（火・祝）

-Ver.5-

ダンスカンパニーコンドルズ
15（土） 「コンドルズ鳥取米子
スペシャル公演2014」

文化ホール

18:00〜

(公財)鳥取県文化振興財団
(一財)米子市文化財団
問合せ：とりぎん文化会館
0857-21-8700

16（日）

淀江文化センター

10:00〜17:00

淀江公民館 0859-56-32222
無料

16:30〜18:30

楽部
鳥取県立米子東高等学校弦楽部
0859-22-2178
一般500円
高校生以下無料

淀江町民芸能カラオケ大会

米子東高等学校 弦楽部合唱部
16（日） 合同定期演奏会

文化ホール

20（木）

第34回鳥取県西部医師会 一般公開健康講座
文化ホール
「我が家で自分らしく生き、
暮らし続けるために -在宅医療とは-」 （イベントホール）

22（土）

第５回 菜の花サロンコンサート

23（日）

米子シネマクラブ第93回例会
「神弓」上映

2/9(日)〜3/16(日)

2/15(土)

米子市美術館

（当日入会可）

ダンス割

米子市文化ホール
ダンスマン
ス２月！

ダンス割 友割

米子市文化ホール

ヤング・プロデューサーズ・シリーズvol5 演劇公演
コネロス〜海と山と砂丘と呪われし6人の戦士〜
3/8(土),9(日)

倉吉未来中心

対象公演両方購入で片方のチケットが割引になります。＊ 友割 はFeel友の会割引対象チケットです。
＊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。

米子市公会堂
鳥取県米子市角盤町2丁目61
TEL（0859）22-3236

米子市淀江文化センター
鳥取県米子市 淀江町西原7 0 8 - 4
T E L （0 8 5 9 ）3 9 - 4 0 5 0

発行元

イオン
日吉津

イオン

ホテル
ハーベストイン米子

米子市文化ホール 0859-35-4171
木曜コース 年間 1,000 円
チャイルドコース 無料

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

植田正治 展

＊ ダンス割

鳥取県米子市 末広町 293
TEL（0859）35-4171

米子シネマクラブ
0859-23-1546 会員制(当日入会可)
可)

2/9(日),11(火・祝)

安来市民会館

米 子市文化ホール

①14:00〜16:02
②19:00〜21:02

ダンス・フェス１ -ver.5-

HANZOライブ 桂吉弥落語会
やすぎ夢ライブ
3/2(日)

菜の花サロンコンサート
0859-35-9750 無料

ダンスマン
ス２月！

とりぎん文化会館

生誕100年記念

14:00〜

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

鳥取県クラシックアーティスト・オーディション
受賞者によるコンサート
2/1(土)

0859-34-6251 無料

（イベントホール）

文化ホール

童謡をみんなでうたう会
27（木） 木曜コース
チャイルドコース

取り扱い中
ト
チケッ

文化ホール

会
14:00〜15:30(予定）公益社団法人 鳥取県西部医師会

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。

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 2014.1.25
URL http://www.yonagobunka.net/culturehall/index.html

