和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ 5月催事案内
3(木)～5(土) 振袖大展示会

3(木)～6(日)

ビッグ愛大ホール ■時間 10:00～19:00（最終日は17:00まで）

入場無料

8(火)

■主催 かせ屋
073-435-0027

憲法週間記念行事 「無料法律相談」

入場無料

第4回

ホエール・ウエーブ ■時間 9:00～18:00(最終日は14:00まで)
■主催 和歌山東高等学校剣道部後援会東志会

入場無料

ビッグ愛展示ホール ■時間 13：30～16：30（受付は16：00まで）
■主催 和歌山弁護士会/和歌山地方検察庁/和歌山地方法務局
073-422-4580

11(金)

地質調査技術講習会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：00～17：00

10(木)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

12(土)

■主催 一般社団法人関西地質調査業協会和歌山県支部
080-1504-1938

関係者のみ

12(土)

アンキッズ・アカデミー親子運動会

13(日)

ビッグウエーブ ■時間 10:00～

13(日)

18(金)

国体選手選考会

ウィッグ(かつら)展示即売会

国際交流フェスティバル2018

平成30年度
交通事故をなくする県民運動推進協議会 総会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：30～14：30

24(木)

■主催 交通事故をなくする県民運動推進協議会
073-441-2350

和歌山県人権擁護委員連合会 定時総会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：00～16：00
■主催 和歌山県人権擁護委員連合会
073-422-5548

会 員

26(土)

とろんぼ～んず わかやま 13ｔｈコンサート

ビッグ愛大ホール ■時間 18：30～20：15

入場無料

■主催 とろんぼ～んず
073-488-7181

わかやま

2018年第54回チャリティ全日本都道府県対抗

26(土)～27(日) ポケットビリヤード選手権大会
ビッグホエール

入場無料

17(木)
入場無料

19(土)
入場無料

ビッグ愛展示ホール ■時間 11：00～16：00
■主催 公益財団法人和歌山県国際交流協会
入場無料・一部有料
073-435-5240

入場無料

大学・短期大学 進学相談会
■時間 15：30～18：00
■主催 進路情報センター
0120-05-4146

平成30年度

昭栄広報

和歌山県保育所連合会

総会・研修会
■主催 和歌山県保育所連合会
073-435-5224

剣道年齢別選手権大会
兼国体予選会
■主催 和歌山県剣道連盟
073-432-7760

ぱど 女性のためのお仕事応援フェア
■時間 10：00～16：00
■主催 泉州広告株式会社
072-437-3005

消費者月間・金融経済講演会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：30～15：00

入場無料

21(月)

入場無料

ビッグ愛大・展示ホール

■主催 和歌山県空手道連盟
090-5365-7394(津本)

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～16：00
■主催 株式会社ユキ
0120-20-3020

20(日)

小川)

ビッグウエーブ ■時間 9:00～

■主催 アンキッズ・アカデミー
073-426-2223

ビッグウエーブ ■時間 10:00～

対象者限定

073-472-5620(和歌山県立東高等学校

ビッグ愛大ホール ■時間 13：00～16：10

関係者のみ

対象者限定

第35回全国高等学校剣道部
優秀校選抜剣道大会

■時間 26日10:00～、27日9:30～
■主催 日本アマチュアポケットビリヤード連盟
090-2527-7069(中野)

20(日)

■主催 和歌山県・和歌山県金融広報委員会
073-426-0298

第55回

和歌山県空手道選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 9:00～18:00

入場無料

22(火)

■主催 和歌山県空手道連盟
090-5365-7394(津本)

2018和歌山ゼロックス
セレクションフェア

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～17：00
■主催 和歌山ゼロックス株式会社
073-446-4305

入場無料

25(金)

第50回
和歌山県青少年(補導・相談)センター連絡協議会

研修大会

ビッグ愛大ホール ■時間 12：00～16：30
■主催 和歌山県青少年（補導・相談）センター連絡協議会研修大会
073-425-2351

関係者のみ

26(土)～27(日) 日立ふぁみりいフェア
ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～17：00
■主催 日立コンシューママーケティング株式会社関西支社阪和支店和歌山営業所
073-477-4166

招待制

27(日)
ビッグウエーブ

有

料

第24回

紀の国ＫＯボクシング
■時間 開場12:00 開始12:30
■主催 クラトキプロモーション
073-462-1675

※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
■和歌山ビッグ愛
お問い合わせ先 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

月いちヨガ

この春から始めよう、

New! ヨガ&ピラティス

月に一度のヨガ教室はいかがですか？

基本となるヨガにピラティスの要素を融合させた新しいレッスンです
柔軟性だけでなく筋力アップや体力維持を目指す方にオススメです！

時 間 19：00～20：15
日 程 ５月 １１日・１８日・２５日
金曜日
場 所 和歌山ビッグ愛 ６階レッスンルーム
参加料 １回1,000円
定 員 １５名
講 師 RYOKO先生
お問合せ 和歌山ビッグ愛 073-435-5200

あ 日 程】５月１３日（日）
【

【時 間】10：00～11：00
【場 所】和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム
【参加料】1回1,000円 【定員】25名
【講師】井田 真美先生
【お問合せ・お申込み】

和歌山ビッグ愛まで TEL.073-435-5200

無料体験
できるよ！
10:00

11:00
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.073-435-5200

日本古来の武道である
「なぎなた」の演技･試合
の基礎技術を指導します｡
年少児～一般の方までを
対象とした教室のため、
親子での参加もできます。

練習日･･･木曜 18：00～19：00
参加料･･･10回 6,800円（受講券5回 4,100円）
お問い合わせ・お申し込みは

073-433-0035 ビッグホエール・ウエーブ管理事務所まで

【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

２０１９年
５月分抽選日

５/１(火）

抽選会スケジュール
2019年 6月分→2018年 6月 1日（金）
2019年 7月分→2018年 6月29日（金）
2019年 8月分→2018年 8月 1日（水）

