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地域と共に・SPOSHIN NEWS
館長のご挨拶・施設のご案内

教室ピックアップ
春のイベント案内

地域と共に

平成３０年２月２日、新南地区老人クラブ「鈴木 寛 会長」か
ら定例会へ講師派遣のご依頼があり訪問させていただきま
した。集会のテーマは「健康いきいき」で、脳トレーニングや
ハンドゲームなどで楽しく時間を過ごし、笑いが絶えず大盛
況にて終了しました。
今後も地域に対してボランティア活動やスポーツの振興を
積極的に取り組んでまいります。

河西緩衝緑地公園の西松江緑地園路拡幅工事を２ヵ年施工で行
なっています。
第１期（平成２９年度）の施工につきましては新日鐵住金北門から
入る道は３月末で終了しました。第２期（平成３０年度）の施工は
西松江緑地体育館からサッカー場（駐車場）に行く道を予定して
います。施工時期が決まり次第、河西緩衝緑地のホームページで
お知らせいたします。

笑顔と健康をお届け
平成３０年２月１０日、武道館において「防災セミナー」を開
催しました。近い将来、必ず来ると言われている「南海トラフ
地震」に向けて、速やかに避難できるように、家の中の家具
の固定方法について教えていただき、実習も行いました。
参加された皆さまは、簡単にできる固定方法に、「早速、家に
帰って家具を固定します」と大変好評でした。
今後もこのようなセミナーを開催し、地域と共に歩む活動に
取り組んでまいります。

防災セミナー開催

財団各施設のスポーツ教室・イベントをすべて紹介

スポーツ教室・イベント案内
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ビッグホエール・ウエーブ

施設案内
和歌山ビッグホエール

館長 樫葉　直

毎朝８時、ビッグホエールに７０歳代で成人式を迎えたような人たちが４０名程集まってくる。その目的は、「ラジオ体操」であ

る。明るくエネルギーがあり何よりも健康的、今の老活世代が若返ってきている証拠であり実に頼もしいではないですか。

老後といえば、７０～８０歳というイメージだったのでしょうが、今や１００歳まで広がろうとしています。老人の数が増加し

ている昨今、ひとりひとりがなるべく医療の世話にならないよう、自己管理をして適度な運動をするなど、みずから予防する

ことが必要ではないでしょうか。老後の生活を「余生」と語っていたのは、もはや昔の話。続く人生をいかに心身ともに再生し

ていくかが、老活世代の新たな課題です。健康寿命をのばし、人生、何かが光っている「老活のおすすめ」をいたします。

スポーツの大会はもちろん、幼稚園や学
校、職場の運動会やマーチングの練習で
もご利用いただけます。各種式典や集会
に、見本市や展示会に巨大なクジラ型の
多目的ホール・アリーナで、多彩な感動
の舞台として、ぜひご利用ください。

館長のご挨拶・施設のご案内

施設案内
武道・体育センター　ビッグウエーブ
メインアリーナ・サブアリーナ・武道場からなる
複合施設で、ホエールのサブアリーナとしての役割
の他、バスケットボール２面やテニス３面、ハンド
ボール 1 面など様々なスポーツに対応できますの
で、学校のクラブ活動やサークルで、また仲間と体
を動かしたいときなどにぜひご利用ください。

健康寿命をのばし、人生、何かが光っている
「老活のおすすめ」をいたします。

ビッグホエール
軽運動場 ビッグホエール（アリーナ） ビッグウエーブ（メインアリーナ）

ビッグウエーブ
（サブアリーナ）

健康と喜びの声・春の健康レシピ・
認知症予防トレーニング
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ビッグ愛

県民の皆様、日頃からビッグ愛をご利用頂き有難うございます。

当施設は、大ホール、展示ホール、会議室を備え、社会福祉事業を重点とし

た県民交流の拠点施設として開館され年間利用者数は、平成２８年度実績

で、２６万４千人、自主事業参加者数１万１千人となっており、多くの方々

にご利用頂いております。

自主事業においては、「ハワイアンフラダンス・ヨガ」など１８教室を開設

いたしております。

平成３０年度も工夫を凝らした様々な事業を企画・立案してまいります

ので、どうぞこれまで同様、また一層の御支援、ご協力のほど宜しくお願い

いたします。

職員一同、県民の皆様のご来館を心よりお待ちしております。

館長 喜多英夫
工夫を凝らした様々な事業を企画・立案いたします。
より一層の御支援、ご協力宜しくお願いいたします。

施設案内
和歌山ビッグ愛では主に貸館業務を
行っております。
大ホール・展示ホールと６つの会議室
を皆様の多様なご要望に合わせて、設備
もサイズも最適なスペースをご提供い
たします。

河西緩衝緑地

河西緩衝緑地は、河西公園、湊緑地、松江緑地、西松江緑地、東松江緑地

の５つの緑地公園からなり、総延長５.４ｋｍ、総面積５２.５ｈａの花木に

囲まれた自然いっぱいの公園です。

特に春の河西公園トリムコース沿いの桜のトンネルは、県下でも有数

の桜の名所として皆様に親しまれています。

また、公園内には、体育館、テニスコート、サッカー場、野球場等の施設

や児童遊戯場、遊具などスポーツ・レクリエーションの場をご提供して

います。

本年も安全・安心、そして皆様に楽しんでいただける都市公園を目指

し、スタッフ一同誠心誠意努めてまいります。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

所長 千郷　優
安全・安心、そして皆様に楽しんでいただける
都市公園を目指します。

施設案内
河西公園、松江緑地、湊緑地にテニス
コート２面、河西プール、西松江緑地体育
館、野球場、サッカー場、多目的運動場、
ソフトボール場があり様々なスポーツ
を楽しむことができます。

和歌山県立体育館

日頃より、皆様方におかれましては、当館をご利用いただき誠にありがとうございます。

当施設は、貸館としてはもちろん、様々なスポーツ教室やイベントを提供する場として、広く県民の皆様に定着した施設で

あります。また、プロや実業団が競技するバレーボール・バスケットボールなどの一流のスポーツを観戦する施設として、

和歌山県の体育・スポーツ振興を担う重要な施設になっています。当館に来館いただく皆様が、スポーツの楽しさや躍動

を存分に味わえる、そういう機会を提供することが私どもの役割と考えています。すでに半世紀を超える施設であります

が、選手、観客、主催者の皆様にとってより良い環境を目指し、スポーツ・健康増進・交流の場として、多くの皆様のご来館

をお待ちしています。

館長 宮本和幸

半世紀を超える施設でありますが、
スポーツ・健康増進・交流の場として、
利用者の皆様にとってより良い環境を目指します。

施設案内
昭和39年（1964）4月1日の開館以来、長
年にわたり和歌山県のスポーツ活動の
拠点として親しまれています。
体育場はバレーボールコート1面から
1時間単位でご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせください。JR和
歌山駅から900ｍ・150台無料駐車完備

和歌山県立武道館

日頃より、皆様方におかれましては、当館をご利用いただき誠にありがとうございます。

和歌山市南西部の景勝地である和歌浦に位置する当施設は、昭和44年の開設以来、来年で50年の節目を迎えます。この

間、多くの武道関係の皆様の練習の場として、時には合気道や柔道等の錬成大会で利用され、和歌山県の体育・スポーツ

振興を担う重要な施設として、その役割を担ってきました。また、地域との交流の場として防災セミナーや武道祭等も開

催し、地域防災や武道・スポーツを共に学んでいただける環境を提供してきました。これからも皆様から愛され、必要と

される施設を目指してまいりますので、多くの皆様のご来館をお待ちしています。

館長 宮本和幸
50年の節目を迎え、これからも皆様から愛され、
必要とされる施設を目指してまいります。

施設案内
心身を鍛える練習場として地域の方や、県外の方に当
館をご利用いただいています。近くに片男波海水浴場
があり夏の合宿には最適です。自然豊かで武道をする
には適した環境ですので、是非ご利用ください。

会議室

西松江サッカー場 東松江緑地

河西プール

展示ホール 補助館

武道場

本館
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