
■時間 9:00～ ■時間 10:00～17:00

073-432-7760 073-422-1111

■時間 15:30～18:00 ■時間 13:00～16:00

06-6223-1371 073-432-3412

■時間 12:30～15:00 ■時間 10:00～16:00

090-7871-5933 0737-52-3170

■時間 13:00～14:30 ■時間 1部10:00～12:00 2部13:30～15:30　（受付は各回30分前)

073-435-5200 090-8988-4458(森)

■時間 10:00～ ■時間 9:00～

073-426-2223 090-8936-4873(室谷)

■時間 18:15～20:15 ■時間 14日10:00～ 15日9:30～(開会式)

090-7359-2131 073-433-0035(和歌山ビッグホエール管理事務所)

■時間 10:00～17:00 ■時間 10:00～15:30

073-446-8131 072-437-3005

■時間 10:00～17:00 ■時間 上記のとおり

090-4901-5131 073-446-8111

■時間 10:00～15:30 ■時間 9:00～17:00

0736-62-9955(おのみなと紀泉台幼稚園) 073-432-7760

■時間 13:00～16:00 ■時間 10:00～15:50

073-441-2807 073-431-0241(おのみなと幼稚園)

■時間 9:30～(開会式) ■時間 16:00～18:30

090-1714-3786(山本) 06-6342-7744

■時間 13:00～15:30(面接開始は13:30～) ■時間 10:00～20:00

073-424-9773 073-431-2356

■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

記録員講習会
ねんりんピック紀の国わかやま

わかやま産品商談会in和歌山
令和元年度

サッカーフェスティバル
WFAキッズ(U-6)

和歌山県ジュニアレスリング選手権大会
第16回

進学相談会 
2019年国公立・私立大学・短期大学・専門学校

(一社)和歌山県サッカー協会

第6回和歌山ビッグホエール杯

全国選抜少年剣道錬成大会

和歌山県レスリング協会■主催

■主催

■主催 和歌山県ペタンク・ブール連盟

和歌山県剣道連盟■主催

(株)大黒ヘルスケアサービス■主催

■主催

　※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

26(木)

23(月・祝)
第一回和歌山県空手道選手権大会

25(水)激しい空手＆楽しい吹矢　第一回和歌山県吹矢選手権大会

入場無料 入場無料

28(土)～29(日)

入場無料 入場無料

令和元年度　

ハローワーク和歌山障がい者就職面接会

ビッグウエーブ ビッグ愛展示ホール

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大・展示ホール

■主催

■主催 極真会館極真勇姿舎

和歌山公共職業安定所

入場無料 入場無料

入場無料 入場無料

22(日) 22(日)

■主催 学校法人雄湊学園

第2回　紀の国就職フェア

ビッグホエール

ビッグホエール

ビッグ愛展示ホール

ビッグウエーブ

■主催 和歌山県・和歌山労働局・和歌山市

18(水)～19(木) 20(金)

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

21(土) 21(土)～22(日)

入場無料 入場無料

ビッグ愛展示ホールビッグ愛大ホール
田中　博美■主催

おのみなと紀泉台幼稚園運動会

入場無料 入場無料

21(土) 21(土)

入場無料 入場無料

対象者限定 入場無料

14(土) 14(土)～15(日)

ビッグウエーブ ビッグウエーブ

ホエール・ウエーブビッグ愛大ホール

アンキッズ・アカデミー■主催

ビッグ愛大ホール ビッグ愛展示ホール

ビッグ愛大・展示ホールビッグ愛展示ホール

ECCジュニア■主催

大学・短期大学・専門学校進学相談会

8(日) 8(日)

7(土) 8(日)

7(土) 7(土)

有　料 事前申し込み

ビッグホエールﾋﾞｯｸﾞ愛６階ﾚｯｽﾝﾙｰﾑ

入場無料 入場無料

(公財)和歌山県スポーツ振興財団■主催

和歌山県大会
ECCジュニア小学生英語暗誦大会　

進路情報センター昭栄広報■主催

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(日) 3(火)

和歌山商工会議所　青年部■主催和歌山県剣道連盟■主催
ビッグホエール ビッグ愛大ホール

入場無料 招待制

入場無料 入場無料

4(水) 6(金)

YEGエキスポ第62回県下剣道優勝大会

(公財)わかやま産業振興財団

インテリアひろみ■主催

(株)栄美通信　大阪支社■主催

学校法人雄湊学園■主催

家具直販セール

おのみなと幼稚園運動会

Tink'u Trombone Ensemble Concert

ストーマケアQOL相談会 (10:00～11:45)
ひろみと集う会 ストーマケアセミナー (13:00～16:30)

和歌山県中学校剣道強化練成会

アンキッズ・アカデミー親子運動会

社交ダンス・ワルツレッスン

和歌山市■主催デュプロ(株)■主催

Tink´u Trombone Ensemble■主催 (公財)和歌山県スポーツ振興財団■主催

女性の就職応援フェア２０１９デュプロスペシャルフェアー2019



８/３０(金）
２０２０年

９月分抽選日

抽選会スケジュール
2020年10月分→2019年10月 1日（火）
2020年11月分→2019年11月 1日（金)
2020年12月分→2019年11月29日(金)

【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

場所 和歌山ビッグ愛 6階 レッスンルーム

参加料 1,000円 定員 15名 講師 安原博文先生

お問合せ・お申込み 和歌山ビッグ愛 ℡.073-435-5200

丁寧なアシストで初心者の方でも安心です！

猫背や反り腰でお悩みの方にオススメです！

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】 9月 23日 （月･祝） 18:30 ～ 21:00

【場所】 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

TEL 073-433-0035

ビッグホエールでは幼児から一般の方までの女性を
対象に、バレエ教室の新規参加者を募集しています。
無料体験からお気軽に始めてみませんか？

Class
年齢・レベル別のクラスをご用意しています。

こどもバレエ
対象：小学生

時間：18:30～19:30
バレエが大好きな気持ち

を大切に、バレエで必要

な筋力・音楽性・柔軟性

を更に高めます。

丁寧な基礎練習で身体

の軸を強くし、どんなダンス

にも対応できるしなやかな

身体を目指します。

プライマリー
対象：幼児～

時間：17:45～18:30

遊びを取り入れながらバ

レエに必要な柔軟性や

基本動作を学びます。

お友達と踊れる喜び・思

いやりの心を大切にして

います。

大人バレエ
対象：一般

時間：19:30～20:50

初心者にもとてもわかり

やすい指導で、和やか

な雰囲気がたえない楽

しいクラスです。

バレエの動きを通してキレ

イな姿勢づくりも習得でき

ます。

※教室開講日はいずれも木曜

ビッグホエール・ウエーブ管理事務所

お問合せ・お申込み

http://www.wakayamasposhin.or.jp/all-lessons/

バレエ教室
Big Whale Ballet School

9月28日(土) 14：00～15：00
【場所】 和歌山ビッグ愛 北側芝生広場

【参加料】 ５００円 【定員】 １５名 【講師】職員

【お問合せ・お申込み】

和歌山ビッグ愛 TEL.073-435-5200


