
■時間 9:30～17:00 ■時間 13:30～15:00(予定)

■主催 株式会社森茂 ■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

075-341-1241 073-435-5200

■時間 9:00～ ■時間 10:00～17:00

■主催 和歌山県剣道連盟 ■主催 デュプロ株式会社　和歌山支店　

073-432-7760 073-446-8131

■時間 12:30～15:00 ■時間 10：00～11：00

■主催 ＥＣＣジュニア ■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

090-7871-5933 073-435-5200

■時間 9日14:00～、10日12:30～ ■時間 13:00～18:00

■主催 関西ボクシング連盟 ■主催 パナソニックメディコムネットワークス㈱

090-1957-8966(和歌山県ボクシング連盟 木村) 073-432-3734

■時間 13:00～17:00 ■時間 10:00～17:00

■主催 ＮＰＯ法人心のＳＯＳサポートネット ■主催 積水ハウスリフォーム中日本株式会社大阪南営業所和歌山リフォームセンター

080-5777-5560 073-476-2627

■時間 10:00～ ■時間 18:30～20:30

■主催 和歌山県ミニバスケットボール連盟 ■主催 脇村　佑輔

090-8467-5401(川端) 090-7491-0589

■時間 10:00～15:30 ■時間 13:00～15:00

■主催 学校法人雄湊学園 ■主催 宗教法人辯天宗

0736-62-9955(おのみなと紀泉台幼稚園) 072-622-6861

■時間 10:00～15:30 ■時間 13:30～16:00

■主催 学校法人雄湊学園 ■主催 和歌山労働局

073-431-0241(おのみなと幼稚園) 073-488-1170

■時間 監督会議15:00～、開会式16:00～ ■時間 10:00～15:00 (測定の最終受付は14:30まで)

■主催 第23回全国シニアソフトボール古希和歌山大会　実行委員会 ■主催 和歌山市

090-8147-1395 073-488-5121

■時間 9:30～ ■時間 13:00～16:00

■主催 近畿バドミントン協会 ■主催 和歌山県/和歌山労働局

090-9864-2970(和歌山県バドミントン協会) 073-441-2807

■時間 9:00～18:00　最終日9:00～16:00 ■時間 13:00～15:30 （面接開始は13:30～）

■主催 株式会社マルゼン ■主催 和歌山公共職業安定所

073-474-3147 073-424-9773

■時間 10:00～20:00 ■時間 30日開演16:30、1日開演12:00、16:30

■主催 インテリアひろみ ■主催 コンサート事務局

073-431-2356 0180-993-700(24時間音声サービス)

■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

和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ　9月催事案内

2(土)～4(月) 3(日) フラダンス＆ベリーダンス発表会和歌山あすか苑

県下剣道優勝大会
ビッグホエール ビッグ愛展示ホール

入場無料 入場無料

デュプロスペシャルフェア2017

英語でダンス＆プレイ　キッズクラス

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

招待制 入場無料

3(日)
第60回

6(水)～7(木)

ビッグ愛大ホール ビッグ愛レッスンルーム

入場無料 有　料

9(土)～10(日)
第87回全日本ボクシング選手権大会

14(木)

9(土) 9(土)

16(土) 16(土)～17(日)いのち❤たいせつキャンペーン

関西ブロック選考会
ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

入場無料 対象者限定

入場無料

ビッグホエール ビッグ愛展示ホール

入場無料 関係者のみ

18(月) 21(木)

秋のリフォームフェアー

ＭＥＤＩＣＯＭ　Ａｕｔｕｍｎ　Ｆａｉｒ

17(日) 18(月)

フレッシュミニバスケットボール大会
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 ビッグ愛展示ホール

入場無料 入場無料

16(土)
第6回

17(日) ブラスアンサンブルコンサート

家具直販セール Hey!Sey!JUMP 1/0th Anniversary Tour 2017

業務用　厨房機器　展示即売会

紀の国ものづくり就職フェア

和歌山市健康応援フェア2017

　※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

30(土)～10/1(日)

26(水)～28(木) 26(火)
平成29年度　
ハローワーク和歌山障がい者就職面接会

入場無料 有　料

30(土)～10/1(日)

ビッグ愛大・展示ホール ビッグホエール

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 入場無料

ビッグウエーブ

改正育児・介護休業法等 説明会おのみなと幼稚園運動会

おのみなと紀泉台幼稚園運動会 辯天宗　子育てスカイクラブ

和歌山県大会
ＥＣＣジュニア小学生英語暗誦大会　

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・展示ホール

入場無料 入場無料

23(土)～24(日)
平成29年度　第66回

24(日)

22(金)
第23回全国シニアソフトボール古希和歌山大会

23(土)開会式及び監督会議

近畿総合バドミントン選手権大会

ビッグホエール ビッグ愛大ホール

入場無料



【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

【お問合せ・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
９月分抽選日 ９/1(金)

抽選会スケジュール
Ｈ30年10月分→H29年 9月29日（金）
Ｈ30年11月分→H29年11月 1日（水）
Ｈ30年12月分→H29年12月 1日（金）

日 時 9月9日（土） 10:00～11:00
場 所 ビッグ愛 6階レッスンルーム

参加料 1,000円

＊ご兄弟でお越しの場合、おひとり様追加につき

プラス500円＊

定員・対象 15名・2～８歳位までのお子さま

講 師 ダミアン＆ユカ先生

【お問合せ】 和歌山ビッグ愛

リズムに合わせて英語を「聞く」「話す」ことで

自然に英語が身につきます♪

オリジナルドミノゲームやカードを使って英語を学んでいきましょう

【日 時】 9月10日(日) 17：00～18：00

【場 所】 和歌山ビッグ愛 北側芝生広場

＊雨天の場合はビッグ愛6階スポシンルーム

【参加料】 500円 【定 員】 20名

【講 師】 山本 小百合先生

【お問合せ・お申し込み】 和歌山ビッグ愛

いつもとは違う屋外でフラダンスを踊ってみませんか？

心地よい風を感じながらハワイアンの音楽にのせて楽しく踊りましょう！
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教室は

下記の時間で行います。

13：45～15：15 ビッグウエーブ 一般

15：30～16：45 ビッグウエーブ 4～8歳

17：10～18：25 ビッグホエール 小学生

18：30～20：00 ビッグホエール 経験者（小学生高学年以上）

※その他の詳細については、事務所までお気軽にお問い合わせください。

年齢・身体に応じたプログラムで身体に負担をかけず、

老若男女・初心者・経験者問わず、楽しく参加できます。

初心者の方にはラケットに当てやすい大きめの球を使用する

など、練度に応じたプログラムを準備しており、はじめてでも

楽しく基礎の習得と運動のルール・マナーを学べます。

まずは から始めてみませんか？


