
■時間 13:30～15:00 ■時間 9:00～18:00
■主催 (一財)和歌山県交通安全協会 ■主催 三菱電機住環境システムズ(株) 和歌山支店

073-473-1710 073-472-1330

■時間 10：00～16：00 ■時間 10：00～16：00
■主催 spice ■主催 和歌山県技能振興コーナー(和歌山県職業能力開発協会)

090-5899-8771(橋本) 073-499-6484

■時間 13:30～15:30 ■時間 14:00～16:00
■主催 NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会　和歌山支部 ■主催 日本年金機構・全国健康保険協会和歌山支部

06-6344-8064 073-474-1841

■時間 10：00～17：00(11日は16：00まで) ■時間 9：30～17：10(10日)、9：30～15：15(11日)
■主催 ねんりんピック紀の国わかやま2019実行委員会 ■主催 和歌山市・ねんりんピック紀の国わかやま2019和歌山市実行委員会

073-441-2576 073-435-1364

■時間 13:00～16:30 ■時間 9:00～17:00　(14日は12時まで)
■主催 (一社)和歌山県老人福祉施設協議会 ■主催 和歌山県教育委員会・和歌山県高等学校文化連盟写真部会

073-435-5227 073-471-0621

■時間 14:00～16:00 ■時間 10：30～15：30
■主催 和歌山県・(公財)和歌山県人権啓発センター ■主催 JAわかやま

073-435-5420 073-473-9402

■時間 17：00～21：00 ■時間 12:45～16:00
■主催 Good Luck ■主催 和歌山県・(社福)和歌山県社会福祉協議会

080-4295-5920 073-435-5211

■時間 9:30～16:00 ■時間 13:00～14:30
■主催 ふれあいＬＰガスフェアー実行委員会 ■主催 (公財)和歌山県スポーツ振興財団

073-475-4740 073-435-5200

■時間 8：30～16：45 ■時間 10:00～15:00
■主催 和歌山県教育庁スポーツ課 ■主催 まみたんフリーマーケット

073-441-3753 072-437-9530

■時間 10：00～16：00 ■時間 13:30～16:20
■主催 和歌山県・和歌山県障害者スポーツ協会 ■主催 厚生労働省

073-487-4352(和歌山県ゆうあいスポーツフェスタ協会) 052-914-1374

■時間 9:00～17:00 ■時間 10：00～16：00
■主催 （株）チャイルド社　和歌山営業所 ■主催 和歌山県・公益財団法人和歌山県人権啓発センター・和歌山県人権啓発活動ネットワーク協議会

073-452-1386 073-435-5420(公益財団法人和歌山県人権啓発センター)

■時間 9：30～18：30 ■時間 9：30～21：00
■主催 藤戸台小学校育友会 ■主催 和歌山県かるた協会

073-457-2560 080-1453-8004(宮路)

■時間 12:00～17:30 ■時間 13:00～16:00 (受付は15:30まで)
■主催 地理空間情報活用推進に関する近畿地区産学官連携協議会　関西G空間フォーラムin和歌山実行委員会 ■主催 和歌山県専門士業団体連絡協議会

073-441-3060 073-426-3600

■時間 10:00～16:00 ■時間 10：30～16：30
■主催 （独）自動車事故対策機構 和歌山支所 ■主催 和歌山県精神保健福祉協会

073-439-7337 073-435-5194

■時間 10:00～17:00 (最終日12:00まで) ■時間 9：00～18：00
■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会 ■主催 近畿小学生バドミントン連盟

073-435-5214 090-3056-9798(寺村)

■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

28(木)～12/3(火) 11/30(土)～12/1(日)

ビッグ愛展示ホール ホエール・ウエーブ

入場無料 入場無料

ふれあい作品展 第6回 近畿オープン小学生バドミントン大会

入場無料 入場無料

27(水)～29(金) 29(金)

ビッグ愛大ホール ビッグウエーブ

有　料 入場無料

精神障害者ソフトバレーボール 和歌山県大会運行管理者等基礎講習

第9回 JAわかやま女性運動会きらら

20(水)～21(木) 23(土)

ビッグウエーブ ビッグ愛展示ホール

入場無料 入場無料

ビッグホエール ビッグウエーブ

入場無料 入場無料

11(月) 12(火)～14(木)

招待制 有料

16(土)～17(日) 17(日)

16(土)

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛6階レッスンルーム

15(金) 16(土)

ビッグホエール

福祉・介護・保育の就職フェア　わかやま

ビッグウエーブ ビッグウエーブ

入場無料 入場無料

25(月) 25(月)

ビッグ愛大ホール ビッグ愛展示ホール

入場無料

社交ダンス　ワルツレッスンふれあいＬＰガスフェアー

わかやまねんりんフェスタ

ビッグ愛大ホール ビッグ愛展示ホール

ねんりんピック紀の国わかやま2019卓球交流大会

令和元年度和歌山県高等学校総合文化祭 写真部門展

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

17(日)

　※催事内容等については主催者に直接お問い合わせください。  

入場無料 入場無料

18(月)

ビッグホエール ビッグ愛展示ホール

ビッグ愛大・展示ホール ビッグホエール

招待制 入場無料

23(土) 24(日)

まみたんフリーマーケット

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 関係者のみ

9(土)～11(月) 10(日)～11(月)

介護の日オープンフォーラム

16(土)

入場無料 入場無料

14(木) 15(金)同和運動推進月間　特別講演会
ビッグ愛大ホール ビッグホエール

入場無料

ビッグ愛大ホール

入場無料 入場無料

Good Luck 運動会

和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ　11月催事案内
1(金) 2(土)～3(日)

ビッグ愛大ホール ビッグ愛展示ホール

令和元年度　交通安全功労者・優良運転者等表彰式 三菱　秋の展示会

4(月) 5(火)

関係者のみ 入場無料

入場無料 入場無料

3(日) 3(日)
ビッグホエール ビッグウエーブ

紀の国わかやまものづくりフェア2019chou chou! Market vol.30

ファイナンシャルプランナーフォーラム 令和元年度　年金委員・健康保険委員研修会・表彰式

過労死等防止対策推進シンポジウム第16回 和歌山県ゆうあいスポーツフェスタ

チャイルドフェアー ふれあい人権フェスタ2019

第61回 全国競技かるた和歌山大会第3回 ふじとCUP

関西Ｇ空間フォーラムｉｎ和歌山 よろず無料相談会

和歌山県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト体力測定会(第1ステージ)



１１/１(金）
２０２０年

１１月分抽選

抽選会スケジュール
2020年12月分→2019年11月29日(金)
2021年 1月分→2019年12月27日(金)
2021年 2月分→2020年 1月31日(金)

【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

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♪

11月 12日（火）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】ビッグ愛 TEL.073-435-5200

リズムに合わせて英語を聞いて・話して身につけよう！

ダミアン＆ユカ先生と楽しく英語を学びましょう♪

11月 16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

＊きょうだいで参加の場合お一人追加につき500円＊

定員/対象 1５名/2～８歳までのお子さま

お問合せ･お申込み ビッグ愛 ℡.073-435-5200

キッズクラス開催♪

運動不足や体重増加が気になる方にオススメします！

音楽に合わせてボクシングエクササイズを行います！

楽しくしっかり汗をながしましょう！！

【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】 田名後 茜先生

【お問合せ・お申込み】 ビッグ愛 ℡０７３‐４３５‐５２００

お問い合わせは

場 所：ビッグホエール・アリーナ

練習日：火曜 17：30～19：00

対 象：小学生

ビッグホエール管理事務所

073－433-0035

バレーボール
ビッグホエールスポーツ教室


