
■時間 13:00～17:00 ■時間 2日13：00～19：00　3日10：00～15：00

06-4802-1308 073-431-1306

■時間 13：30～15：30 ■時間 13：00～17：00

073-435-5245 06-4862-5267（当日のみつながります）

■時間 10：00～17：00 ■時間 10：00～18：00

073-435-5214 06-6745-2106

■時間 9日9:00～18:00(錬成会)　10日9:00～18:00(大会) ■時間 10：00～11：30

073-423-0446 073-474-9511

■時間 10：00～17：00 （受付は9：30～） ■時間 16日12:00～16:00(稽古会)　17日9:30～16:00(大会)

kinkitaikai17@gmail.com 090-5155-5337(尾藤)

■時間 16日9:00～19:00　17日8:00～19:00 ■時間 9:00～

03-6869-7412 090-9865-2903(堀井)

■時間 10：00～16：00 ■時間 12：00～16：00

073-444-1768 06-6341-7800

■時間 10:00～16:00 ■時間 10：00～20：00

073-445-4400(橋本) 073-431-2356

■時間 15:00～17:30 ■時間 25日11:30～(開会式)　26日・27日9:00～

073-451-7525(岡本) 073-461-3960(和歌山県高体連空手道専門部　河島)

■時間 9：30～17：00 ■時間 14：00～15：00

073-477-4848 0736-62-2117

■時間 9：30～17：00 ■時間 30日8:00～19:00　31日8:00～17:00(ﾎｴｰﾙのみ)

075-341-1241 073-482-0563(海南市立第三中学校　廣田)

■時間 9:00～ ■時間 10:00～

073-444-4181(和歌山県バドミントン協会　新井) 090-5365-7394(津本)

■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

27(水) 29(金)

■主催 WMO新体操クラブ

(株)共栄 第94回春季展示会

23(土) 25(月)～27(水)

メディナス就活フェス
「病院合同就職説明会」

入場無料

ビッグ愛大・展示ホールビッグホエール
インテリアひろみ■主催spice■主催

入場無料 入場無料

21(木･祝) 23(土)～24(日)

株式会社メディカルバイタイムズ■主催

20(水) 21(木･祝)

招待制 入場無料

モリタ展示会 2019春マイナビ就職セミナー 和歌山会場

家具直販セールchouchou market 28

小学生フットサル大会

能開センター

第8回和歌山県剣道道場連盟
紀の国剣道新人優勝大会

第10回
スポーツ吹矢紀の国わかやま支部交流大会

和歌山県剣道道場連盟■主催

■主催

第38回全国高等学校空手道選抜大会第13回WMO新体操クラブ 演技発表会

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

ホエール・ウエーブビッグウエーブ

入場無料 入場無料

入場無料

　※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

31(日)

29(金)～31(日) 30(土)～31(日)

入場無料 関係者のみ

31(日)
和歌山県空手道連盟
ジュニア強化・形講習会

招待制 入場無料
第51回
県会長杯争奪バドミントン大会(団体戦)

ビッグウエーブ ビッグウエーブ

ホエール・ウエーブビッグ愛展示ホール

■主催

■主催

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛展示ホール

入場無料 入場無料

有　料 入場無料

16(土)～17(日)
第8回日本フットサル施設連盟

17(日)

一般社団法人和歌山シニアサポート協会■主催

ビッグ愛大・展示ホール ビッグホエール

ビッグウエーブビッグウエーブ

一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部■主催

16(土)～17(日) 16(土)～17(日)

9(土)～10(日) 15(金)

一般社団法人　日本フットサル施設連盟■主催

入場無料 入場無料

ビッグ愛大ホールホエール・ウエーブ

ビッグ愛大ホールビッグ愛大ホール

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会■主催

株式会社リクルート■主催和歌山県男女共同参画センター■主催

入場無料 入場無料

シルクロード手織絨毯展7(木)～11(月) 9(土)～11(月)

■主催 アスワン株式会社

和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ　3月催事案内

1(金) 2(土)～3(日)

株式会社モリタ■主催株式会社マイナビ■主催
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

入場無料 招待制

和歌山県男女共同参画センター 
20周年記念事業 残間里江子さん講演会 就活開幕ＬＩＶＥ和歌山3(日) 6(水)

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

株式会社森茂

和歌山県バドミントン協会 和歌山県空手道連盟■主催

和歌山県バレーボール協会■主催

和歌山県高等学校文化連盟吹奏楽部会■主催

シルバー美術展〔兼：第32回全国健康福祉祭和歌山大会

（ねんりんピック紀の国わかやま2019）出品作品選考会〕

和歌山砂山少年剣友会■主催

和歌山砂山少年剣友会創立45周年記念大会　
吉宗杯小梅杯争奪少年剣道大会 2019年度和歌山県立中学校 入試分析会

一般社団法人日本音楽療法学会 
第17回近畿学術大会

第6回わかやま終活フェア

第10回 和歌山県高等学校文化連盟吹奏楽部会 

選抜バンド演奏会

和歌山あすか苑
第51回
近畿中学生バレーボール選抜優勝大会

和歌山県スポーツ吹矢協会　紀の国わかやま支部■主催

公益財団法人全日本空手道連盟　公益財団法人全国高等学校体育連盟■主催

■主催 株式会社共栄



３/１(金）２０２０年
３月分抽選日

抽選会スケジュール
2020年 4月分→2019年 4月 1日（月）
2020年 5月分→2019年 4月26日（金）
2020年 6月分→2019年 5月31日（金）

【主催】 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

運動不足や体重増加が気になる方にオススメします！

難しい動作は行いませんので初めての方でも安心です！

動きに慣れたらテンポを上げてしっかり汗を流しましょう！

【日 程】 ３月５日・１２日・１９日・２６日

【時 間】 １９：００～２０：００

【場 所】 和歌山ビッグ愛

6階スポシンルーム

【参加料】 各１，０００円

【定 員】 ２０名

【講 師】 田名後 茜先生

【お問合せ・お申込み】

和歌山ビッグ愛まで
℡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

硬式テニス

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）
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

午後の月いちヨガ
毎週教室に通うのは難しい…

そんなあなたに

月に一度のヨガ教室はいかがですか？

日々の疲れやストレスから解放され

リラックスしましょう

3月 12日（火曜日）

14：00～15：00

【場所】和歌山ビッグ愛

6階スポシンルーム

【参加料】1,000円

【定員】20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

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♪

ダミアン＆ユカ先生と楽しく英語を学びましょう！

3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

＊兄弟でお越しの場合お一人追加につき500円＊

定員・対象 10名 2～８歳位までのお子さま

お問合せ・お申込み

和歌山ビッグ愛まで ℡.073-435-5200


