和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ 12月催事案内
11/30(土)～12/1(日)

第6回 近畿オープン
小学生バドミントン大会

ホエール・ウエーブ ■時間 9：00～18：00

入場無料
4(水)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料
6(金)

わかやま就職フェア

7(土)

近畿高等学校
保健体育研究発表大会
■主催 和歌山県高等学校保健体育科研究会
0736-22-1029（笠田高校)

JOCカップ
近畿壮行会

ビッグウエーブ ■時間 9：00～17：00

入場無料
8(日)

■主催 和歌山県バレーボール協会
090-5127-5931

第23回競拳ジュニアキックボクシング

和歌山大会

ビッグウエーブ ■時間 10：30～

入場無料
14(土)

■主催 一般社団法人 競拳インターナショナル
090-8659-0945(櫻井)

15(日)

■主催

和歌山県スポーツウエルネス吹矢協会 紀の国わかやま支部

090-9865-2903

令和元年度 和歌山県高等学校
柔道新人大会(個人試合)

ビッグウエーブ ■時間 10：00～15：00

入場無料
19(木)

■主催 和歌山県高等学校体育連盟 柔道専門部
073-424-2446

福祉人材確保・定着フォーラム
介護ロボット和歌山フォーラム

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:20(展示は11:00～17:00)

入場無料
22(日)

■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会
073-435-5211

第20回 マーチングバンド･バトントワーリング
フェスティバル in Wakayama

ビッグホエール ■時間 開場13：30 開会式14：00

入場無料
22(日)

■主催 和歌山県バトン協会
0736-77-1207

親子クリスマスのつどい

ビッグ愛展示ホール ■時間 12:00～16:00

入場無料
26(木)～27(金)

■主催 和歌山親子のつどい実行委員会
090-7492-9669

第36回 近畿中学生
ソフトテニス選抜インドア大会

ホエール・ウエーブ ■時間 8：25～

入場無料

5(木)

■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会
073-435-5214

ピンチをチャンスに変える働き方

入場無料
7(土)

■主催 和歌山イコール会議
073-487-3229

2019-20 V.LEAGUE
堺ブレイザーズホームゲーム

ビッグホエール ■時間 11：00～15：30

有

料

8(日)

■主催 一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構
072-233-2291

第23回

おれんじロードバレーボール大会

ホエール・ウエーブ ■時間 開会式 8:30～

入場無料
14(土)

■主催 和歌山県ママさんバレーボール連盟
073-473-4338

第14回

和歌山市子ども暗唱大会

ビッグ愛大ホール ■時間 10:30～16:00

入場無料

■主催 和歌山城南ロータリ―クラブ
073-432-1615

第2回 スポーツウエルネス吹矢 14(土)～15(日) 第5回近畿ジュニア
紀北地区大会
バスケットボール選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 8：00～17：00

入場無料

入場無料

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～16:00
就職支援センター

ビッグ愛大ホール ■時間 10:30～16:00

関係者のみ

ふれあい作品展

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～17:00(3日は13:00まで)

■主催 近畿小学生バドミントン連盟
090-3056-9798(寺村)

■時間 13:00～16:00
■主催 和歌山県経営者協会
073-497-8001

11/28(木)～12/3(火)

■主催 近畿ソフトテニス連盟
073-436-7111(高山)

ホエール・ウエーブ ■時間 9:30開始予定

入場無料
15(日)

■主催 近畿ジュニアバスケットボール連盟
090-3266-7265(永廣)

和歌山市なぎなた大会

ビッグウエーブ ■時間 13：30開始予定

入場無料
21(土)

■主催 和歌山県なぎなた連盟
073-444-6959

高校進級ガイダンス

ビッグ愛大ホール ■時間 18:45～20:30

入場無料

■主催 Academy Campus(GES高校生部)
073-475-2212

22(日)

第30回
和歌山市剣道振興大会

ビッグウエーブ ■時間 9：00～17：00

入場無料
26(木)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料
28(土)

■主催 和歌山県剣道連盟和歌山支部
073-422-4079

マイナビインターンシップフェア

和歌山会場
■時間 13:00～17:00
■主催 (株)マイナビ
06-4802-1308

第43回 全国高校
女子ソフトテニス研修大会

ビッグホエール ■時間 9：00～17：00

入場無料

■主催 昇陽高校ソフトテニス部
090-4290-4655

※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
■和歌山ビッグ愛
お問い合わせ先 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

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♪

12月 10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

ベビーマッサージと
ママの産後エクササイズ
おためし体験会
12月19日(木) 10:30～11:45
《場所》和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム
《参加料》無料
《定員》6組12名
《対象》2カ月～1歳未満の赤ちゃんとママ
《講師》横山 安紀子先生
《お問合せ･お申込み》ビッグ愛 TEL.073-435-5200

12月 25日（水）10：30～11：30
【場所】 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム
【参加料】1,500円
※きょうだいで参加の場合お一人追加につき500円
【定員】 20組
【対象】 4ヵ月～小学生までの親子
【講師】 わんぱくリトミック 「まい先生」
Skippy English Time 「まり先生」
【お問合せ・お申込み】 ビッグ愛 TEL.073-435-5200

13：15～14：45
15：00～16：30
17：10～18：40
18：45～20：15
お問い合わせ・お申し込みは

【主催】

ビッグウエーブ

一般

ビッグウエーブ

一般

ビッグホエール

小学生

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

公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

１１/２９(金）

２０２０年
１２月分抽選

抽選会スケジュール
2021年 1月分→2019年12月27日(金)
2021年 2月分→2020年 1月31日(金)
2021年 3月分→2020年 2月28日(金)

