
■時間 19:00～20:30 ■時間 13:00～16:30

■主催 和歌山県・和歌山市 ■主催 和歌山県神社庁　和歌山支部

073-435-5245 080-5053-3818

■時間 13:00～16:30 ■時間 4日9:30～ 　5日9:00～

■主催 株式会社リクルート ■主催 日本アマチュアポケットビリヤード連盟

0120-713-658 080-3678-8800(加藤)

■時間 8:00～ ■時間 10:00～17:00

■主催 和歌山県高体連バドミントン専門部 ■主催 一般社団法人コンクリートメンテナンス協会

073-444-4181(和歌山県立星林高等学校 新井) 082-541-0133

■時間 9:30～16:30 ■時間 14:00～15:30

■主催 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 ■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

073-435-5214 073-435-5200

■時間 15:45～18:30 ■時間 12:15～17:00

■主催 株式会社日本ドリコム ■主催 学校法人山本学園 IBW美容専門学校

06-6399-0888 073-433-1828

■時間 12:30～16:00 ■時間 9:30～

■主催 公益社団法人和歌山県栄養士会 ■主催 一般社団法人 バスケットボールジャパンアカデミー

073-426-4616 03-6280-1020

■時間 9:00～ ■時間 10:00～16:00

■主催 一般社団法人 和歌山県サッカー協会 ■主催 有限会社中村鞄製作所

073-472-2713 03-3899-5115

■時間 9:00～17:00 ■時間 10:00～16:00

■主催 和歌山市立東和中学校 ■主催 Team  FREEDOM Entertainment

073-471-0451 090-8127-7040

■時間 12:30～16:00 ■時間 9:30～13:15

■主催 公益社団法人 和歌山県柔道整復師会 ■主催 能開センター

073-474-1212 073-474-9511

■時間 14:00～15:30 ■時間 9:30～

■主催 和歌山県精神保健福祉協会 ■主催 一般社団法人 日本卓球リーグ実業団連盟

073-435-5194 03-5833-2382

■時間 9:30～10:30 ■時間 11:00～15:00

■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団 ■主催 株式会社協和

073-435-5200 0120-415-991(平日9:30～17:00)

■時間 18:00～19:00 ■時間 13:30～15:30

■主催 公益社団法人和歌山県青少年育成協会 ■主催 和歌山県交通安全母の会連絡協議会

073-435-5236 073-441-2350

■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

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

事前申込み 関係者のみ

4(土)
合同面接LIVE　和歌山

4(土)・5(日)

和 歌 山 ビ ッ グ 愛 ・ ビ ッ グ ホ エ ー ル ・ ビ ッ グ ウ エ ー ブ 6 月 催 事 案 内

1(水)
男女共同参画週間

4(土)
和歌山県神社庁和歌山支部

特別公開セミナー 総会及び支部総代会総会

4(土)～7(火)
令和4年度和歌山県高等学校総合体育大会

7(火)
コンクリート構造物の

バドミントン競技 補修・補強に関するフォーラム

2022 第56回チャリティ― 全日本都道府県対抗

ポケットビリヤード選手権大会
ビッグ愛展示ホール ビッグホエール

事前申込み 入場無料

IBW SUMMER CONTEST
進学ガイダンス 2022

癒しと健康づくり
囲碁(7日)・将棋(8日)大会 ～太極拳と練功十八法～

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛スポシンルーム

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

入場無料 事前申込み

7(火)・8(水)
紀の国いきいき健康長寿祭

8(水)

ビッグ愛展示ホール ビッグウエーブ

入場無料 無観客

11(土)
和歌山県栄養士会

11(土)・12(日)

事前申込み 有料

9(木)
大学・短期大学・専門学校

9(木)

中村鞄製作所
和歌山県フットサルリーグ ランドセル展示会

2022
第10回定時総会 bjカップ U15

ビッグ愛大ホール ビッグホエール

関係者のみ 保護者・関係者のみ

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール
健康チェック

シート持参の方 事前申込み

14(火)
東和中スポーツ大会

19(日)

11(土)
2022

12(日)

2022年度　
少年柔道大会 和歌山県私立中学フェア

Ahamele　Marché
スマイルカップ in　和歌山ビッグ愛

ビッグホエール ビッグ愛展示ホール

関係者のみ 入場無料

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

無観客 入場無料

21(火)
令和4年度 

22(水)～26(日)

19(日)
第34回 公益社団法人和歌山県柔道整復師会

20(月)

2023
新作ふわりぃランドセル展示会

2022年度北斗電気設備前期日本卓球リーグ

こころの集い(講演会) 和歌山大会
ビッグ愛大ホール ビッグホエール

事前申込み
有料または

無観客の予定

ビッグ愛レッスンルーム ビッグ愛展示ホール

有料 入場無料

28(火)
令和4年度 公益社団法人和歌山県青少年育成協会

29(水)

23(木)
メディカル　フィットネス

25(土)

　※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

和歌山県交通安全母の会連絡協議会
通常総会 総会

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大ホール

関係者のみ 関係者のみ



【主催】（公財）和歌山県スポーツ振興財団

【お問合せ・お申込み】和歌山ビッグ愛 ℡.073-435-5200

6月28日（火）
10：00～11：00

大好評「ピラティス」教室をイベントで開催！
体幹を鍛えぶれない体を目指しましょう！

いつでも！どこでも！誰にでも！

【日 程】6月8日（水）

【時 間】14：00～15：30

【場 所】和歌山ビッグ愛
6階スポシンルーム

【参加料】 1,200円

【講 師】松本尚美先生

【定 員】15名(先着順)

【持ち物】上履き・飲み物

機能解剖学に基づき、骨盤の歪みや
肩甲骨の位置を調整し

腰痛・肩こり等の身体におこる様々な
不調を改善していきます

メディカル
フィットネス

【場 所】和歌山ビッグ愛
6階 レッスンルーム

【参加料】1,200円
【講 師】 兼次冨実子先生
【定 員】15名（先着順）
【持ち物】ヨガマット・飲み物

6月23日(木)
9：30～10：30

＼ 皆様のご来店お待ちしております ／

❑ お弁当・お飲み物のご注文承ります！
❑ 会議室利用料金とお弁当・お飲物併せて見積・請求が可能です！

営業時間 8：30～18：00 ℡.073-435-0311

ビッグ愛1階 売店


