和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ 2月催事案内
1(土)

みんな笑顔で
人生は二幕目がおもしろい！

2(日)

■主催 和歌山県 健康生きがいづくりアドバイザー協議会
073-474-2248

食の安全シンポジウム
ゲノム編集技術を利用して得られた食品について

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～16:30

入場無料
8(土)

入場無料
13(木)

令和元年度
近畿スポーツ推進委員研究協議会
近畿スポーツ推進委員協議会

073-441-3753 (九野)

浄化槽技術講習会

ビッグ愛展示ホール ■時間 13:30～16:30 (受付13:00から)

入場無料
18(火)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料
20(木)

■主催 (一社)和歌山県浄化そう協会
073-431-6291

和歌山県就活サイクルプロジェクト

合同企業説明会
■主催 和歌山県

23(日)

フェア

■主催 和歌山県
073-441-2790

辯天宗 和歌山第二教区
合同感謝祭

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:00

入場無料
24(月)

■主催 辯天宗和歌山第二教区
073-477-2004

第21回 沖縄の芸能と唐手
心の里がえり

ビッグ愛大ホール ■時間 12:00～15:30

有

料

25(火)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料
27(木)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

■主催 和歌山かりゆし会
073-431-5007

業界研究＆インターンシップフォーラム
■時間 12:30～17:00
■主催 サンケイ広告(株)
073-432-1321

和歌山大学 システム工学部 システム工学科
材料工学・化学・電子計測メジャー合同卒業研究発表会

■時間 9:30～18:30
■主催

8(土)～9(日）

入場無料
14(金)15(土)

ＭＩＫ

フリマ２１

■主催 (有)エム・アイ・ケイ
073-423-5037

第28回
和歌山工業高校杯剣道大会
9日(ﾎｴｰﾙ)

■主催 和歌山工業高校剣道部

9:00～
保護者会

073-444-0158 (和歌山工業高校

木原)

スプリングフェア
(印刷機材展)

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～18:00

入場無料
19(水)

入場無料

073-421-8080

ビッグ愛展示ホール ■時間 9:30～11:30

事前申し込み

0570-200-888(全日10：00-18：00)

■主催 (株)後藤進行堂
073-424-1356

ギャンブル等依存問題を考える
セミナー

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～17:00

■時間 13:00～16:00

わかやま
テレワーク

2(日)

2日 OPEN 16:00 / START 17:00

■主催 キョードーインフォメーション

ホエール・ウエーブ ■時間 8日(ｳｴｰﾌﾞ)

10:00～12:00
公益社団法人全国スポーツ推進委員連合

和歌山県スポーツ課

‘19

料

入場無料

073-441-2622

■主催

有

1日 OPEN 17:00 / START 18:00

ビッグ愛展示ホール ■時間 11:00～15:00

■主催 和歌山県

ビッグホエール ■時間

米津玄師
2020 ＴＯＵＲ/ＨＹＰＥ

ビッグホエール ■時間

ビッグ愛展示ホール ■時間 13:00～17:00

入場無料

1(土)～2(日)

和歌山大学システム工学部 材料工学・化学・電子計測メジャー

073-457-8270

■主催 和歌山県遊技業協同組合
073-423-0294

21(金)～23(日) 振袖展
ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～19:00

入場無料
23(日)

(23日は17時まで)

■主催 かせ屋
073-499-8669

2019年度関西広域連合スポーツ交流大会

バドミントン大会

ビッグウエーブ ■時間 9:00～18:00

入場無料
24(月)

■主催 関西広域連合
和歌山県スポーツ課プロジェクト推進室

073-441-3688

第5回ビジネスプランコンテスト発表会＆表彰式

第8回

創業支援セミナー

ビッグ愛展示ホール ■時間 13:30～17:30

入場無料
26(水)

■主催 創業支援セミナーinわかやま実行委員会
073-432-3412

第1回

模擬調停

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:30

入場無料
29(土)～3/1(日)

■主催 和歌山県調停協会連合会
073-422-4191

フランスベッド 2020
ベッド大バーゲン

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～18:00

招待制

■主催 フランスベッド(株)
072－729-0072

※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。
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

たっぷり
満月ヨガ
興味はあるけど難しそう…初めてだから不安…
そんな方も安心してご参加ください！
基本の姿勢や動作から丁寧に指導します♪

2月 7日（金）

満月の日は大地にパワーがあふれています
満月のパワーを全身で感じながら
たっぷりと時間をかけ伝統的なヨガを行います

2月 9日（日）

18：35～19：20

18：30～21：00

【場所】 ビッグ愛 6階レッスンルーム

場所 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム

【定員】 10名

参加料 2,000円

【参加料】 無料

【講師】 Shay先生

定員 15名 講師 AIKO先生

【その他】 女性限定のレッスンです

お問合せ･お申込み
ビッグ愛
℡.073-435-5200

【お問合せ・お申込み】
ビッグ愛 ℡.073-435-5200

2月 16日（日）10：00～11：00
2月 18日（火）14：00～15：00

バスケットボール教室

【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】井田 真美先生
【お問合せ・お申込み】
ビッグ愛 TEL.073-435-5200

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♪

【主催】

大好評のトライアンズバスケットボール教室！小学生クラスは
3クラスあり、レベルや年齢に応じてトライアンズ講師からの
指導が受けられます。楽しくてずっと続けられる教室です。
お問い合わせ・お申し込みは

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

２０２１年
２月分抽選日

１/３１(金）

抽選会スケジュール
2021年 3月分→2020年 2月28日(金)
2021年 4月分→2020年 4月 1日(水)
2021年 5月分→2020年 5月 1日(金)

