
■時間 13：00～17：00 ■時間 9：30～17：00

■主催 ㈱マイナビ ■主催 ㈱森茂

06-4802-1308 075-341-1241

■時間 13：30～16：00 ■時間 13：00～16：00

■主催 (一社)和歌山県鍼灸マッサージ師会 ■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会

073-475-7771 073-435-5248（事前申し込み）

■時間 10：00～16：00 ■時間 13：00～17：00

■主催 ㈱ユキ ■主催 ㈱リクルートホールディングス

0120-20-3020 06-6311-3030

■時間 10：00～11：45 ■時間 10：00～19：00　（最終日は17：00まで）

■主催 能開センター ■主催 かせ屋

073-474-9511 073-435-0027

■時間 開会式9:30～ ■時間 10：00～12：00

■主催 和歌山県剣道道場連盟 ■主催 和歌山コンピュータービジネス専門学校

090-5155-5337(尾藤) 073-474-0200

■時間 16日16：00～18：00　17日10：00～17：00 ■時間 13：30～16：30

■主催 ㈱後藤進行堂 ■主催 障害と人権　弁護士ネット・和歌山弁護士会

073-424-1356 073-422-1858

■時間 13：00～16：00 ■時間 13:00～16:00

■主催 和歌山県青少年・男女共同参画課 ■主催 WMO新体操クラブ

073-441-2501 073-451-7525(岡本)

■時間 10：30～16：30 ■時間 10:00～16:00

■主催 能開センター・テレビ和歌山 ■主催 spice

073-474-9511 073-445-4400(橋本)

■時間 9:00～20:00 ■時間 9：30～17：00

■主催 和歌山県バドミントン協会 ■主催 ㈱共栄

073-444-4181 073-477-4848

■時間 23日～26日9：30～17：00　27日9：30～15：00 ■時間 12：00～16：00

■主催 趣悠会展 ■主催 和歌山かりゆし会

0737-83-4731 073-431-5007（居酒屋めんそうれ）

■時間 14：00～15：00 ■時間 9:00～19:00(予定)

■主催 和歌山県高等学校文化連盟　吹奏楽部会　　　 ■主催 中学校オープン卓球研修会実行委員会

0736-62-2117 06-6633-1951

■時間 29日10:00～18:00　30日9:00～16:00 ■時間 9:00～19:00(予定)

■主催 近畿大学附属和歌山高等学校 ■主催 高校オープン卓球研修会実行委員会

073-452-1161 06-6633-1951

■和歌山ビッグホエール　武道体育センター和歌山ビッグウエーブ
　和歌山市手平2-1-1　TEL.073-433-0035

　※催事内容等については主催者に直接お問合せください。  
施設

お問い合わせ先
■和歌山ビッグ愛         
　和歌山市手平2-1-2　TEL.073-435-5200

第23回

高校オープン卓球研修会
ビッグホエール ビッグウエーブ

入場無料 入場無料

ビッグ愛大ホール ビッグウエーブ

入場無料 入場無料

29(水)～30(木) 春季高校剣道錬成大会 29(水)～31(金)

27(月)～29(水)
和歌山県高等学校　文化連盟　吹奏楽部会　

27(月)～28(火)
第16回

第8回選抜バンド演奏会 中学校オープン卓球研修会

第18回

沖縄の唄と踊り　心の里帰り
ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 入場有料

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

入場無料 招待制

23(木)～27(月) 趣悠会展 26(日)

20(月)
第49回

22(水)
㈱共栄2017年度

県会長杯争奪バドミントン大会 春季展示会

chouchou! Market vol.23楽しく学ぼう!アニメde科学
ビッグ愛大ホール ビッグホエール

入場有料 入場無料

ビッグ愛大ホール ビッグウエーブ

入場無料 入場無料

20(月)
TVアニメシリーズ「タイムトラベル少女」放送記念

20(月)

入場無料 入場無料

19(日) ネット依存防止啓発セミナー 19(日)
第11回　WMO新体操クラブ

演技発表会

16(木)～17(金)
㈱後藤進行堂

18(土) 障害と人権弁護士ネット2017例会2017スプリングフェア(印刷機材展)
ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

卒業式　30回紀の国剣道新人優勝大会
ビッグホエール ビッグ愛大ホール

入場無料 入場無料

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 対象者限定

12(日)
第6回　和歌山県剣道道場連盟

13(月)

入場無料 入場無料

9(木)
2017年度

10(金)～12(日) 新作振袖発表会和歌山県立中学校　入試分析会

7(火) ウィッグ(かつら)展示即売会 8(水) 「就活開幕ＬＩＶＥ　和歌山」

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 入場無料

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛展示ホール

入場無料 招待制

5(日)
第16回

7(火)

和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ　3月催事案内

1(水)
マイナビ就職セミナー

4(土)～6(月) 和歌山あすか苑合同会社説明会　和歌山会場

平成28年度

健康セミナー 和歌山県地域福祉推進フォーラム



平成３０年
３月分抽選日 ３/1(水）

抽選会スケジュール
Ｈ30年 4月分→Ｈ29年 3月 31日（金）
Ｈ30年 5月分→Ｈ29年 5月 1日（月）
Ｈ30年 6月分→Ｈ29年 6月 1日（木）

【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

【お問い合わせ・お申し込み】 ビッグ愛 ℡073-435-5200 / ビッグホエール・ウエーブ ℡073-433-0035

たっぷりヨガ
～アーユルヴェディックマッサージ＆ヨガ～

インドの伝統医学のアーユルヴェーダに基づいた足踏み

マッサージで身体を解し、リラックスを重視した無理の

ないヨガで気の流れを整えていきましょう。

日時 3月5日（日）18：30～20：30

場所 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム

参加料 2000円/人

※2名でお申し込みの場合、2名で3800円

定員 16名 講師 舟井愛子

お問い合わせ・お申込み 和歌山ビッグ愛

2017.3.18

10:00～

wakayama

BIG-AI

sposhin

room3月16日(木)無料体験会開催
スキンシップを通して絆を深め、心地よい

刺激が赤ちゃんの心や身体の発育に

よい影響を与えることができます。

ママも骨盤調整ヨガで産後の

体のバランスを整えましょう。

時間 10：30～11：45

場所 ビッグ愛6階 スポシンルーム

対象 ２ヶ月～１歳未満の赤ちゃんとママ

定員 １０組 講師 横山 安紀子

お問い合わせ・お申込み 和歌山ビッグ愛

和歌山ビッグウエーブの健康フラダンスは

ウクレレを使うことが最大のポイントです！

素敵な音楽に合わせて踊ることで感性や

表現力が磨かれ、さらには何気ない日常に

刺激を与えてくれます。世界中の人を魅了

して止まないハワイアン音楽を奏でながら

楽しく健康に美しくなりましょう！！

＼ 無料体験受付中 ／

和歌山ビッグウエーブ

健康フラダンス教室
木曜日 10：30～12：00

※参加料、開催日等の詳細については、

ビッグホエール・ビッグウエーブ管理事務所まで

お問い合わせください。

●日時 3月18日（土） 10：00～

●場所 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム

●参加料 2,600円 ●定員 20名

●講師 辻 須美代

●その他 お飲み物は各自ご持参ください。

●お問い合わせ・お申込み 和歌山ビッグ愛


