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
1(土)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

1(土)～4(火)

(大ホール)お住まいまみたん 家フェスvol 2

(展示ホール)まみたん

フリマ

■時間 大ホール10:00～16:00 展示ホール10:00～15:00
■主催 泉州広告株式会社 ぱど事業部
072-437-9530

第4回アジアベテラン選手権(兼)
第19回全日本ベテランフェンサーズ選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 10:00～

入場無料

■主催 日本フェンシング協会
03-3900-6157(日本フェンシング協会 ベテラン委員会 川口)

2(日)～3(月) 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

7(金)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

9(日)

■主催 かせ屋
073-435-0027

平成30年度わかやま産品商談会in和歌山
■時間 13:00～16:00
■主催 公益財団法人わかやま産業振興財団
073-432-3412

わかやまスポーツフェス2018
■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
073-433-0035(和歌山ビッグホエール管理事務所)

平成30年度ラジオ体操指導員養成講習会

ビッグホエール ■時間 受付:9:30～

事前申し込み

2(日)

■主催 和歌山県
073-423-2215(NPO法人わかやまスポーツ伝承館)

こどもピースフェスタ2018

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～15:00
■主催 こどもピースフェスタ実行委員会
090-9166-1633

入場無料

2(日)

第61回県下剣道優勝大会

ビッグホエール ■時間 9:00～

入場無料

ビッグホエール ■時間 10:00～15:00

入場無料

1(土)

8(土)

■主催 和歌山県剣道連盟
073-432-7760

ＥＣＣジュニア小学生英語暗誦大会 和歌山県大会

ビッグ愛大ホール ■時間 12:30～15:00

入場無料

11(火)

■主催 ＥＣＣジュニア
090-7871-5933

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
0120-20-3020

入場無料

15(土)～17(月) 和歌山あすか苑

15(土)～17(月) 第49回関西の匠建築家展

ビッグ愛大ホール ■時間 9:30～17:00

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～18:00（15日は13:00～）
■主催 ＡＳＪ 和歌山スタジオ
0800-200-3159

招待制

■主催 株式会社森茂
075-341-1241

入場無料

第5回和歌山ビッグホエール杯

15(土)～16(日) 全国選抜少年剣道錬成大会

ホエール・ウエーブ ■時間 15日10:00～/16日9:30～(開会式)
■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
073-433-0035(和歌山ビッグホエール管理事務所)

入場無料

積水ハウスリフォーム中日本株式会社

20(木)

ＰＨＣメディコムネットワークス 誕生祭

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～18:00

入場無料

■主催 ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社
073-432-3734

22(土)～23(日) 秋のリフォームフェアー

22(土)～23(日) 和歌山県中学校剣道強化錬成会

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～17:00
■主催 積水ハウスリフォーム 秋のリフォームフェアー
073-476-2627

ビッグウエーブ ■時間 9:00～17:00

招待制

24(月)

ＲＯＳＳＩＮＩＡＭＯ～ロッシーニ没後150年に寄せて～

歌とピアノによるコンサート

ビッグ愛大ホール ■時間 14:00～16:00

有

料

26(水)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

入場無料

25(火)

■主催 和歌山県剣道連盟
073-432-7760

女性の就職応援フェア2018

ビッグ愛大ホール ■時間 10:00～16:00

■主催 ＭＥｘＴ 音楽実験劇場
078-581-1083

平成30年度 わかやま産品商談会in和歌山
■時間 13:00～16:00
■主催 公益財団法人わかやま産業振興財団
073-432-3412

29(土)～30(日) 家具直販セール
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

■時間 10:00～20:00（28日は16:00～）
■主催 インテリアひろみ
073-431-2356

入場無料

27(木)

■主催 泉州広告株式会社
072-437-9530

2018年

ぱど事業部

国公立・私立大学・短期大学・専門学校

進学相談会

ビッグ愛展示ホール ■時間 15:30～18:00
■主催 株式会社栄美通信大阪支社
06-6342-7744

入場無料

Hey! Say! JUMP LIVE TOUR
or LOVE

29(土)～30(日) SENSE

ビッグホエール ■時間 29日開演17:00/30日開演12:00、17:00

有

料

■主催 コンサート事務局
0180-993-700(24時間音声サービス)

※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
お問合せ先

■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

10:00

11:00

興味はあるけど難しそう…初めてだから不安…
そんな方でも大丈夫 ！
基本の姿勢や動きから丁寧に指導しますので初めての方も
安心してご参加ください

6

【日時】9月28日（金）
18：35～19：20

1,000
500
10

2

【場所】和歌山ビッグ愛
6階レッスンルーム
【定員】10名 【参加料】無料
【講師】Shay先生
【お問合せ・お申込み】
和歌山ビッグ愛まで
℡.073-435-5200

.073-435-5200

たっぷりヨガ
まわりと比べず自然の流れに身をゆだね
ありのままの自分と向き合いましょう
たっぷりと時間をかけて伝統的なヨガを行います
【日 時】 10月14日（日） 18：30～21：00
【場 所】 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム
【参加料】 2,000円
【定 員】 15名
【講 師】 AIKO先生
【お問合せ・お申込み】 和歌山ビッグ愛
℡.073-435-5200

硬式テニス
13：45～15：15
15：30～16：45
17：10～18：25
18：30～20：00

お問合せ・お申込みは

ビッグウエーブ 一般
ビッグウエーブ 4～8歳
ビッグホエール 小学生
ビッグホエール 経験者（小学生高学年以上）
ソフトテニス
13：15～14：45 ビッグウエーブ 一般
15：00～16：30 ビッグウエーブ 一般
17：10～18：40 ビッグホエール 小学生
18：45～20：15 ビッグホエール 中高生

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
９月分抽選日

８/３１(金）

抽選会スケジュール
2019年10月分→2018年10月 1日（月）
2019年11月分→2018年11月 1日（木）
2019年12月分→2018年11月30日（金）

