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(日)

未来のトップアスリートのための
体感型スポーツ栄養セミナー

1(日)

中 止

ビッグ愛大ホール ■時間 9:30～16:30
■主催 (公社)日本栄養士会
事前申し込み
073-463-7490

5(木)

ビッグ愛大ホール ■時間 10:00～17:00 (9日は12時まで)
■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会
入場無料
073-435-5214

中 止

7(土)～8(日) 第32回(2020年)
西日本フェンシング選手権大会

中 止

ビッグウエーブ ■時間 9:00～17:00

入場無料
12(木)

■主催 和歌山県フェンシング協会

090-5968-6578(和歌山県フェンシング協会事務局

Makes Cup
大学サークルバレーボール大会

中 止

ビッグホエール ■時間 10:00～19:00
■主催 大阪市立大学ＳetＵp
入場無料
090-6493-0120(木村)

14(土)
ビッグ愛大・展示ホール

入場無料

坪井)

福祉・介護・保育の
就職フェアわかやま

中 止

■時間 13:00～16:00
■主催 和歌山県・(社福)和歌山県社会福祉協議会
073-435-5211

第9回日本フットサル施設連盟選手権U12全国大会

14(土)～15(日) 小学生フットサル全国大会

中 止

ビッグウエーブ ■時間 14日 12:00～18:00 15日 9:00～18:00

入場無料

■主催 一般社団法人
03-6869-7412

日本フットサル施設連盟

第4回つわぶき会哲人会
17(火)～19(木) エイブルアート絵画クラブぱれっと展
ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～16:00(19日は13時まで)

入場無料
19(木)

■主催 (社福)つわぶき会
073-454-2940

中 止

令和2年度 和歌山県立和歌山北高等学校
合格者説明会

ビッグウエーブ ■時間 11:00～(受付)

対象者限定
20(金)

chou

chou !

Market

vol. 31

ビッグホエール ■時間 10:00～16:00

入場無料
21(土)

27(金)

11(水)

就活開幕LIVE和歌山

13(金)

■主催 競拳インターナショナル
090-8659-0945(櫻井) 090-1486-5440(高橋)

吹奏楽部会

中 止

第43回 日進中学校合唱部
定期演奏会

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～15:30
■主催 日進中学校 合唱部
入場無料
073-471-5391

中 止

中 止
中 止

主任児童委員研修会

中 止

ビッグ愛大ホール ■時間 10:00～16:00
■主催 和歌山県民生委員児童委員協議会
関係者のみ
073-435-5230

第9回和歌山県剣道道場連盟
14(土)～15(日) 紀の国剣道新人優勝大会
ビッグホエール ■時間 14日 12:00～16:00(稽古会)

入場無料
17(火)

■主催 和歌山県剣道道場連盟
090-5155-5337(尾藤)

ウィッグ(かつら)
展示即売会

ビッグ愛大ホール ■時間 10:00～16:00
■主催 (株)ユキ
入場無料
0120-20-3020

19(木)

2020年診療報酬・調剤報酬
改定説明会

中 止

15日 9:30～16:00(大会)

中 止
中 止

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～18:10
■主催 PHCメディコムネットワークス(株)
関係者のみ
073-432-3734

20(金)
入場無料
20(金)

入場無料

第24回競拳アマチュアキックボクシング大会
(ジュニア部 成人部)

和歌山県高等学校文化連盟
第11回 選抜バンド演奏会

令和元年度

073-431-7836

和歌山会場

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～17:00
■主催 (株)リクルート
入場無料
0120-713-658

ビッグ愛大・展示ホール

ビッグ愛大ホール ■時間 14:00～15:30
■主催 和歌山県高等学校文化連盟吹奏楽部会
入場無料
0736-62-2117(県立那賀高校)

29(日)

■主催 株式会社マイナビ
06-4802-1308

22(日)

発表会

ビッグウエーブ ■時間 10:30～

入場無料

入場無料

入場無料

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:00
■主催 田邉ピアノ教室
入場無料
073-499-4505

22(日)

マイナビ就職セミナー

メディナス就活フェス

中 止

■時間 11:30～16:00
■主催 (株)メディカルバイタイムズ
06-6447-5580

第52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 ■時間 9:00～

■主催 spice
090-5899-8771(橋本)

田邉ピアノ教室

■主催 近畿柔道連盟
公益財団法人和歌山県柔道連盟

ビッグウエーブ ■時間 13:00～17:00

ビッグ愛大・展示ホール

■主催 和歌山県立和歌山北高等学校
北校舎 073-455-3528 西校舎 073-453-1281

近畿女子柔道選手権大会

ビッグウエーブ ■時間 10:00～15:00

入場無料

5(木)～9(月) シルバー美術展

第30回
近畿柔道選手権大会

中 止

■主催 和歌山県バドミントン協会
073-444-4181(和歌山県バドミントン協会

紀州っ子
アドベンチャーフェスタ2020

中 止

■時間 10:00～15:00
■主催 紀州っ子アドベンチャーフェスタ実行委員会
073-435-5236

26(木)～30(月) 趣悠会展
ビッグ愛展示ホール ■時間 9:30～17:00(30日は15時まで)

入場無料
28(土)

■主催 趣悠会
0737-83-4731

トロンボーンによる
ソロコンサート

ビッグ愛大ホール ■時間 18:30～20:00
■主催 岩本 浩志
入場無料
073-454-0795

29(日)

第14回 WMO新体操クラブ
演技発表会

ビッグウエーブ ■時間 13:00～16:00

入場無料

■主催 WMO新体操クラブ
090-7495-9083(岡本)

※催事内容等については主催者に直接お問合せください。
■和歌山ビッグ愛
施設
お問い合わせ先
和歌山市手平2-1-2

TEL.073-435-5200

新井)

■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

3/2・3/16(月)
9:30～10:30

3/3・3/24(火)

3月

9日、3月23日（月）
19:30～20:30

19:30～20:30

講師
福井 瞳先生
場 所≫ビッグ愛 ６階レッスンルーム
参加料≫１回 1,000円
定 員≫15名
お問合せ・お申込み≫ビッグ愛 ☎073-435-5200

【場所】ビッグ愛 6階レッスンルーム
【参加料】1回 500円
【講師】小杉 愛先生
【定員】15名
【その他】女性限定 上履きお持ちください(なくても可)
初心者・経験者・年齢問わずどなたでも大歓迎です
【お問合せ･お申込み】ビッグ愛 ℡073-435-5200

【場 所】 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

対象

13：15～14：45 一般

【お問合せ・お申込み】 ビッグ愛
℡０７３‐４３５‐５２００

【主催】

時間

お問合せ・お申込みは

場所
ビッグウエーブ/
メインアリーナ

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
３月分抽選日

２/２８(金）

抽選会スケジュール
2021年 4月分→2020年 4月 1日(水)
2021年 5月分→2020年 5月 1日(金)
2021年 6月分→2020年 6月 1日(月)

