
■時間 12:30～16:00 ■時間 12:00～14:00 / 14:30～16:30

■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会 ■主催 和歌山県教育委員会スポーツ課

073-435-5211 073-441-3698

■時間 9:00～14:00 ■時間 12:45～16:30

■主催 アンキッズ・アカデミー ■主催 ユーロード編集部

073-426-2223 073-432-1321

■時間 10:00～11:00 ■時間 13:30～15:30

■主催 （公財)和歌山県スポーツ振興財団 ■主催 和歌山県交通指導員会連絡協議会

073-435-5200 073-441-2350

■時間 10:00～17:00 ■時間 14:00～16:30

■主催 和歌山県産品登録事業者連絡会 ■主催 和歌山県県土整備部県土整備局技術調査課

0736-64-8099 073-441-3083

■時間 8:00～ ■時間 9:00～17:00

■主催 近畿体育科 ■主催 和歌山県スポーツ少年団

073-455-3526(和歌山北高等学校 高田) 073-431-1080

■時間 9:00～17:00 ■時間 13日10:00～19:00、14日10:00～18:00

■主催 和歌山県バレーボール協会 ■主催 パリミキ

080-2527-1847(和田) 0737-83-3378

■時間 9:00～17:00 ■時間 9:00～17:00

■主催 一般財団法人 和歌山県交通安全協会 ■主催 和歌山県スポーツウェルネス吹矢協会

073-472-4668(事業課) 090-9865-2903（堀井健一）

■時間 14:00～16:30 ■時間 12:00～15:00

■主催 和歌山市認知症キャラバンメイト連絡会 ■主催 （株）ライセンスアカデミー

073-435-1197 06-6886-1641

■時間  9:30～ (予備日 25日) ■時間 23日9:00～/24日 8:30～ (予備日 25日)

■主催 和歌山県中体連バスケットボール専門部 ■主催 和歌山県中体連バレーボール専門部

090-7342-8081(粉河中学校 松田) 0737-82-3421(専門委員長 有田市立保田中学校 中谷)

■時間 10:00～15:30 ■時間 13:00～17:00

■主催 和歌山県 ■主催 和歌山県

073-441-2995 073-432-1437

■時間 13:30～16:00 ■時間 9:00～16:00

■主催 和歌山市自立支援協議会 就労部会 ■主催 社会福祉法人 さつき福祉会さつきこども園

073-431-7000（つわぶき会) 073-473-2444

■時間 9:40～ ■時間 開場12:30　開始13:00～

■主催 和歌山県剣道連盟 ■主催 クラトキプロモーション 

073-432-7760 073-462-1675

■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

　※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

和歌山メガネフェア

高校生対象合同企業説明会認知症フォーラム

事業所合同説明会 さつきこども園運動会

第26回紀の国KOボクシング
兼第70回全日本剣道選手権県予選 / 兼第61回全日本女子剣道選手権予選 (リングサイド指定席10,000円 / 1階指定席6,000円)

ビッグウエーブ ビッグウエーブ

無観客 有料

ビッグ愛展示ホール ビッグホエール

関係者のみ 保護者のみ

30(土)
第20回和歌山県剣道選手権大会

31(日)

30(土) 30(土)

和歌山県就活サイクルプロジェクト
わかやまスマート農業フェア ステップアップフェア

ビッグ愛大・展示ホール ビッグ愛大・展示ホール

事前申込み 事前申込み

ビッグホエール ビッグウエーブ

無観客 チーム関係者のみ

26(火)
令和4年度　

28(木)

23(土)・24(日)
第74回和歌山県中学校総合体育大会

23(土)・24(日)
和歌山県中学校総合体育大会

バスケットボール競技 バレーボール競技

ビッグ愛大ホール ビッグ愛展示ホール

事前申込み 入場無料

ビッグホエール ビッグウエーブ

入場無料 無観客

22(金) 22(金)

16(土)
第55回

18(月)
第10回

交通安全子供自転車和歌山県大会 和歌山県スポーツウェルネス吹矢大会

和歌山ラウンド
ビッグウエーブ ビッグ愛大・展示ホール

チーム関係者のみ 招待制

ビッグウエーブ ビッグホエール

関係者のみ 関係者のみ

10(日)
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会

13(水)・14(木)

9(土)
令和4年度全国高等学校体育科・コーススポーツ大会

10(日)
第53回和歌山県スポーツ少年団

女子バレーボールの部近畿ブロック予選会 剣道大会

令和4年度 第1回
建設資材フェア 自然にやさしい技術者認定制度研修会

ビッグ愛展示ホール ビッグ愛大ホール

入場無料 事前申込み

ビッグ愛レッスンルーム ビッグ愛大ホール

有料 関係者のみ

8(金)
第5回　和歌山県産品

8(金)

対象者限定 入場無料

5(火)
ジャイロキネシス®

6(水)

和 歌 山 ビ ッ グ 愛 ・ ビ ッ グ ホ エ ー ル ・ ビ ッ グ ウ エ ー ブ 7 月 催 事 案 内

2(土)
令和4年度 第1回

2(土)
ゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラム

和歌山県交通指導員会連絡協議会
＆美姿勢レッスン 総会

ユーロード！2023
親子運動会 企業合同説明会7月フォーラム

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

福祉・介護・保育の就職フェアわかやま バレーボール
ビッグ愛大ホール ビッグホエール

入場無料 参加者・保護者のみ

3(日)
アンキッズ・アカデミー

4(月)



【主催】（公財）和歌山県スポーツ振興財団

ビッグ愛・ビッグウエーブに七夕の笹を設置しています

☆彡 皆さまの願いが届きますように ☆彡

場所 和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム

参加料 1,500円（材料費込み）

講師 和歌山県立和歌山工業高等学校
創造技術科 雜賀 慎哉先生

定員/対象 10名/小学生～大人も参加可

場所 和歌山ビッグ愛 6階レッスンルーム

参加料 2,000円（材料費込み）

講師 和歌山県立和歌山工業高等学校
創造技術科 嶋田 光宏先生

定員/対象 10名/中学生～大人も参加可
※保護者同伴の小学生も参加可能です

イベント案内

教室案内

お知らせ

お問合せ・お申込み
和歌山ビッグ愛 ℡073-435-5200

③お申し込み
内容等に納得いただければ、次回からの参加申し込み

②無料体験に参加
教室の雰囲気や内容を実際に体験してお確かめください

①無料体験の予約
各施設へ電話して、希望の教室、日時を予約してください

☆各施設の教室一覧はコチラ→

スポーツ教室

してみよう！

何から始めたらいいのかわからない。
どんな教室なんだろう。
教室の雰囲気は？ たくさんある
スポーツ教室から一回無料お試しで、
自分に合うコト見つけましょう。

【無料体験の流れ】

【TEL】
073-435-5200（和歌山ビッグ愛）
073-433-0035（和歌山ビッグホエール・ウエーブ）


