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(水)

ミマキエンジニアリング夏のロードショー和歌山会場

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～16:30
■主催 株式会社ミマキエンジニアリング
入場無料
06-6388-8258

3(金)～5(日)

4(土)
ビッグホエール

入場無料

7(火)～9(木)

■主催 かせ屋
073-435-0027

chouchou! Market vol.26
■時間 10:00～16:00
■主催 spice
073-445-4400(橋本)

azzurro WAKAYAMA FESTA 2018

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

17(金)～19(日) 新作振袖発表会
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
入場無料
073-435-0027

第73回国民体育大会近畿ブロック大会

18(土)～19(日) バスケットボール競技
ビッグホエール

入場無料

■時間 18日8:30～19:20/19日10:00～15:30
■主管 一般社団法人 和歌山県バスケットボール協会
073-463-6964
第73回国民体育大会近畿ブロック大会

18(土)～19(日) フェンシング競技

ビッグウエーブ ■時間 18日13:00～17:00/19日10:00～14:00

入場無料

19(日)

■主管 和歌山県フェンシング協会
090-5968-6578(坪井)

第73回国民体育大会近畿ブロック大会

剣道競技

ビッグウエーブ ■時間 9:00～

入場無料

21(火)

■主管 和歌山県剣道連盟
073-432-7760

子ども音楽ワークショップ
紀州備長炭楽器 炭琴を楽しむ

ビッグ愛展示ホール ■時間 13:00～15:30
■主催 和歌山市子ども劇場・子どもＮＰＯ連絡会
入場無料
073-452-7710

25(土)

第10回近畿女子選手権

ビッグウエーブ ■時間 13:00～17:00

入場無料

26(日)

■主催 近畿ウエイトリフティング競技連盟
和歌山県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

090-9095-9135(笠松)、090-3491-3720(丸木)

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:30

入場無料

26(日)

和歌山優裳会

展示販売会

5(日)

第9回

スポーツ吹矢紀の国わかやま支部交流大会

入場無料

■時間 9:00～16:00
■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)

8(水)

平成30年度和歌山県生徒指導研究協議会

ビッグウエーブ

ビッグ愛大ホール ■時間 10:30～16:30

事前申し込み

■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

18(土)

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 14:00～15:45

入場無料

18(土)
ビッグウエーブ

入場無料

19(日)

■主催 佐々木信乃
072-484-1423
第73回国民体育大会近畿ブロック大会

柔道競技
■時間 10:30～
■主管 公益財団法人
073-431-7836

和歌山県柔道連盟

カラオケホルン友の会

ビッグ愛大ホール ■時間 9:30～17:00

事前申し込み

21(火)

■主催 カラオケホルン
073-431-5586

【和歌山】サンクスアイ

社長セミナー

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～16:00

整理券

■主催 サンクスアイ株式会社
096-285-3910
第73回国民体育大会近畿ブロック大会

25(土)～26(日) バレーボール競技

ビッグホエール ■時間 25日10:00～/26日9:30～

入場無料

25(土)

■主管 和歌山県バレーボール協会
090-5127-5931(上野)

ゴールデンキッズ育成プログラム

ビッグウエーブ ■時間 17:30～21:00

入場無料

■主催 和歌山県教育委員会
073-441-3753(和歌山県教育委員会

スポーツ課)

第15回
和歌山県ジュニアレスリング選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 9:00～

■主催 楠川・横田
0736-62-7589

入場無料

第73回国民体育大会近畿ブロック大会

ウエイトリフティング競技

ビッグウエーブ ■時間 8:00～17:00

入場無料

全日本レディースソフトテニス個人戦大会

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

26(日)

ピアノ発表会

第45回

ホエール・ウエーブ ■時間 1日14:00～16:00(開会式)/2日9:00～17:00
■主催 和歌山レディースソフトテニス連盟
入場無料
090-3925-5352(川並)

4(土)～5(日)

新作振袖発表会

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

1(水)～2(木)

■主管 和歌山県ウエイトリフティング協会
090-9095-9135(笠松)、090-3491-3720(丸木)

29(水)

■主催 和歌山県レスリング協会
090-8936-4873(室谷)

飲酒運転根絶県民フォーラム

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～15:30

入場無料

■主催 交通事故をなくする県民運動推進協議会
073-441-2350

※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

■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

無料体験受付中

New! ヨガ&ピラティス
初級・中級者向けのヨガにピラティスの要素を融合させ
柔軟性と筋力をバランスよく整えていきます
日 程

8月 3日・10日・24日
9月 7日・14日・21日

時 間 19：00～20：15 曜 日 金曜日
場 所 和歌山ビッグ愛 ６階レッスンルーム
定 員 １５名 無料体験受付中です！
※教室に途中参加される場合は回数割が適用できます
講 師 RYOKO先生
対 象 一般女性
お問合せ 和歌山ビッグ愛 073-435-5200
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or

練習日・・・火曜17：30～19：00
場 所・・・和歌山ビッグホエール
対 象・・・小学生
持ち物・・・運動できる服装・室内履き・
飲み物・タオル

実績のある郭一彦講師（県スポーツ優秀指導者賞
受賞・全日本ジュニア監督３位入賞）をはじめとした
三名の講師による行き届いた指導が特長です。

☎ 073-435-5200
お問合せ・お申込みは

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
公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
和歌山県スポーツ振興財団
【主催】

２０１９年
８月分抽選日

８/１(水）

抽選会スケジュール
2019年 9月分→2018年 8月31日（金）
2019年10月分→2018年10月 1日（月）
2019年11月分→2018年11月 1日（木）

