和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ 8月催事案内
1(火)

和歌山ＷＥＢ合同

インターンシップ説明会

入場無料

入場無料

和歌山県連合小学校長会

夏季研修会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：30～16：00

会員制

■主催 和歌山県連合小学校長会
073-433-4661

入場無料
5(土)～6(日)

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～19：00(最終日は17：00まで）
■主催 かせ屋
073-435-0027

入場無料

第43回全日本空手道連盟剛柔会

全国空手道選手権大会

ビッグホエール ■時間 5日10:00～、6日9:30～

入場無料

4(金)

■主催 社会福祉法人
073-435-5211

和歌山県社会福祉協議会

羽林由鶴プロデュース

より良い結婚支援のあり方講座

ビッグ愛大ホール ■時間 13：30～16：30

4(金)～6(日) 振袖新作発表会

5(土)～６(日)

平成29年度
第1回 福祉・介護・保育の就職フェアわかやま

ビッグ愛大ホール ■時間 13：00～16：00

ビッグ愛展示ホール ■時間 15：00～18：00
■主催 サンケイ広告株式会社
073-432-1321

3(木)

2(水)

■主催 全日本空手道連盟剛柔会
090-5365-7394(第43回全空連剛柔会全国大会事務局・津本)

8(火)～9(水) azzurro WAKAYAMA FESTA 2017

■主催 和歌山県
073-441-2492

第99回

全国算数・数学教育研究（和歌山）大会

ビッグ愛大ホール ■時間 9：30～16：30

有

料

7(月)

■主催 日本数学教育学会/和歌山県算数・数学教育研究会
http://www.knt.co.jp/ec/2017/jsme/

第一生命

会社説明会・感謝祭イベント

ビッグ愛大ホール ■時間 10：00～15：00

入場無料
9(水)

■主催 第一生命保険株式会社和歌山支社
073-423-1261

平成29年度

和歌山県生徒指導研究協議会

ホエール・ウエーブ ■時間 9:00～
■主催 azzurro
090-5050-3188(中尾)

ビッグ愛大ホール ■時間 10：30～16：30

10(木)～11(金) 和歌山優裳会

11(金)～12(土)

入場無料

ビッグ愛展示ホール ■時間 10日10：00～18：00
■主催 優裳会 同人
075-223-1111

入場無料

11日10：00～17：00

入場無料

11(金)～13(日)

平成29年度全日本6人制バレーボール

クラブカップ男子選手権大会

ビッグホエール ■時間 11日9:30～、12日・13日9:00～

入場無料

■主催 和歌山県バレーボール協会
090-5127-5931(上野)

■主催 和歌山県教育庁学校教育局義務教育課児童生徒支援室
073-441-3661

平成29年度全日本6人制バレーボール

クラブカップ男子選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 11日10:30～、12日9:00～

入場無料
16(水）

■主催 和歌山県バレーボール協会
090-5127-5931(上野)

和歌山クラリネットファミリー

第17回

演奏会

ビッグ愛大ホール ■時間 14：00～16：00

入場無料

■主催 和歌山クラリネットファミリー
090-3612-4131

18(金)～20(日) 振袖新作発表会

18(金)～20(日) 10周年記念 大振袖展

ビッグ愛大ホール ■時間 10：00～19：00(最終日は17：00まで）

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～18：00
■主催 株式会社きもののきらり
073-423-6870

入場無料
24(木)

■主催 かせ屋
073-435-0027

入場無料

陸奥宗光伯 歿後120年記念会

ビッグ愛大ホール ■時間 14：00～16：30

入場無料
26(土)

■主催 「陸奥宗光 外務大臣」の功績を教育に活かす実行委員会
073-472-5619

入場無料

ＥＣＣジュニア和歌山市英語暗誦発表会

ビッグ愛展示ホール ■時間 9：30～11：30
■主催 ＥＣＣジュニア和歌山市
090-7356-9457

入場無料
29(火)

ビッグ愛レッスンルーム

有

料

～第1回

体験レッスン～裸足でフラメンコ

■時間 10：30～11：30
■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
073-435-5200

佐々木信乃ソプラノサロンコンサート

ビッグ愛大ホール ■時間 14：00～15：40

入場無料
26(土)

パンステージ

ビッグ愛展示ホール ■時間 16：00～17：00
■主催 Ｇｉ-ＦＡＣＴＯＲＹ
080-6169-0507

27(日)

26(土)

■主催 佐々木信乃
072-484-1423

第7回

スポーツ吹矢紀の国わかやま支部交流大会
ビッグウエーブ ■時間 9:00～17:00

入場無料
29(火)

■主催 和歌山県スポーツ吹矢協会紀の国わかやま支部
090-9865-2903(堀井)

ウィッグ（かつら）展示即売会

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～16：00
■主催 株式会社ユキ
052-459-7030

入場無料
30(水)

ビッグ愛大・展示ホール

対象者限定

第49回

近畿地域農山漁村

女性のつどい

■時間 13：30～19：00
■主催 和歌山県生活研究グループ/和歌山県/近畿農政局
075-414-9055

※催事内容等については主催者に直接お問合わせください。
施設
お問合わせ先

■和歌山ビッグ愛
和歌山市手平2-1-2

TEL.073-435-5200

■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

～ 第1回 体験レッスン ～
8月29日（火） 10：30～11：30

裸足でフラメンコ
シューズを履かず裸足で行う足や膝にも
優しいフラメンコのレッスンです
どなたでも大歓迎です
【講師】 知念 響
フラメンコ独特のコンパスといわれるリズムに
乗り一緒にフラメンコを楽しんでみませんか？

.場所】 和歌山ビッグ愛 6階レッスンルーム
【参加料】 1,000円

【定員】 10名

【お問合わせ・お申込み】 和歌山ビッグ愛

和歌山ビッグホエール

【教室時間】

水曜日
小学生 低学年
小学生 高学年

体験無料！
１７：００～１８：００
１８：００～１９：００

すべてのスポーツの基礎にも！

「ハワイアンフラダンス」「健康フラダンス」「ベリーダンス」

教室の参加者による発表会を開催します！
音楽に合わせ華麗に踊る姿を是非ご覧ください！！

ストレッチと柔軟を軸に、基本姿勢、美しい動き
作り、手具操作を学ぶ新体操の基礎クラスです。
技術の習得とともに、挨拶や返事、スポーツを
通して健全な心身の成長を
目指して練習しています。

日時 9月3日（日）13：30～15：00
場所 和歌山ビッグ愛 1階大ホール
詳しい日程等についてはお問合わせください。

入 場 無 料
お問合わせ 和歌山ビッグ愛

和歌山ビッグホエール・ビッグウエーブ管理事務所

【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・お申込み】 ビッグ愛 ℡073-435-5200 / ビッグホエール・ウエーブ ℡073-433-0035

平成３０年
８月分抽選日

８/1(木）

抽選会スケジュール
Ｈ30年 9月分→H29年 9月 1日（金）
Ｈ30年10月分→H29年 9月29日（金）
Ｈ30年11月分→H29年11月 1日（水）

