
■時間 1部10:00～12:00  2部13:00～15:00 ■時間 13:00～16:00

■主催 和歌山コンピュータビジネス専門学校 ■主催 (社福)和歌山県社会福祉協議会

073-474-0200 073-435-5211

■時間 9:00～ ■時間 10:00～

■主催 一般社団法人 日本フットサル施設連盟 ■主催 一般社団法人 和歌山県サッカー協会

03-6869-7412 073-472-2713(中村)

■時間 13:00～17:00 ■時間 10:00～16:00

■主催 株式会社マイナビ ■主催 (株)ユキ

06-4802-1308 0120-20-3020

■時間 10:00～20:00 (12日は19時まで) ■時間 11日 12:00～合同稽古 / 12日 9:30～試合開始

■主催 インテリアひろみ ■主催 和歌山県剣道道場連盟

073-431-2356 090-5155-5337(尾藤)

■時間 9:00～ ■時間 1部10:00～11:30  2部13:00～14:30

■主催 一般社団法人 和歌山トライアンズ ■主催 徳島文理大学 地域連携センター

073-400-2715 088-602-8261

■時間 10:00～15:00 ■時間 10:00～16:00

■主催 和歌山県点字図書館 ■主催 spice 

073-488-5721 090-5899-8771

■時間 9:00～ ■時間 13:00～16:00

■主催 和歌山県バドミントン協会 ■主催 (学)きたば学園 和歌山社会福祉専門学校

090-9864-2970(和歌山県高体連バドミントン専門部事務局 新井) 0737-67-2270

■時間 9:30～17:00 (27日は15:00まで) ■時間 10:30～11:30

■主催 趣悠会 ■主催 国立大学法人 和歌山大学

0737-83-4731 073-457-7009

■時間 10:00～18:00 ■時間 25日 13:00～ / 26日 11:00～

■主催 フランスベッド(株) ■主催 一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構

072-729-0072 080-2527-1847(和歌山県バレーボール協会 和田)

■時間 9:00～ ■時間 9:30～

■主催 高校生スポーツ協会 ■主催 和歌山県ハンドボール協会

075-253-1872 090-7491-7154(貴志川中学校 丸山)

■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

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(水) 4(土)

令和4年度 
第3回福祉・介護・保育の就職フェアわかやま

ビッグ愛大ホール ビッグ愛大・展示ホール

関係者のみ 入場無料

4(土)5(日)
第12回日本フットサル施設連盟選手権

5(日)

7(火)
マイナビ就職セミナー

9(木)
和歌山会場

フットサル 
小学生フットサル大会(全国大会) U18交流戦

ビッグウエーブ ビッグホエール

入場無料 入場無料

ビッグウエーブ ビッグ愛展示ホール

事前申込み 入場無料

11(土)12(日) 11(土)12(日)
第11回
和歌山県剣道道場連盟 紀の国剣道新人優勝大会

ビッグ愛大・展示ホール ビッグホエール

入場無料 関係者のみ

18(土)19(日)
MAD ROCK MATCH

21(火)
徳島文理大学

バスケットボール交流戦(U-15) 車いす避難サポーター養成講座
ビッグホエール・ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

入場無料 事前申込み

21(火) 21(火)

21(火)
第55回和歌山県会長杯争奪バトミントン大会

23(木)
団体戦

ビッグ愛展示ホール ビッグホエール

入場無料 入場無料

ビッグウエーブ ビッグ愛大ホール

入場無料 関係者のみ

23(木)～27(月) 24(金)
令和4年度
学位記授与式

ビッグ愛展示ホール ビッグホエール

入場無料 卒業生・関係者のみ

趣悠会展

25(土)26(日)
2023 フランスベッド

25(土)26(日)
2022-23 V.LEAGUE DIVISION2 MEN

工場直送フェア TrinityBlitzs VS SafilvaHOKKAIDO

入場無料

ビッグ愛大ホール ビッグウエーブ

入場無料 有料

26(日)
部活フェス

28(火)～30(木)

　※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
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

第36回 卒業式

ウィッグユキ 展示会

家具直販セール

視覚障害者のための福祉機器展 CHOU CHOU MARKET

第25回 卒業式

和歌山県ハンドボール協会トップアスリート事業

高校生ハンドボール大会 中学生の和歌山県近府県強化大会
ビッグホエール ビッグウエーブ

関係者のみ



【和歌山ビッグ愛】℡073-435-5200 【和歌山ビッグホエール】℡073-433-0035

【主催】（公財）和歌山県スポーツ振興財団

3月9日・23日

10:00～10:45

（いずれも木曜日）

【場 所】和歌山ビッグ愛
6階スポシンルーム

【参加料】1回 1,000円

【講 師］KANA先生

【定 員】各10名(先着順)

【持ち物】ヨガマット・飲み物

【お問合せ・お申込み】和歌山ビッグ愛

エクササイズ

イベント案内

【場 所】和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム

【参加料】1,000円

【講 師】三宅令子先生

【定 員】20名（先着順）

【持ち物】ヨガマット、飲み物

【お問合せ・お申込み】和歌山ビッグ愛

【日時】３月７日(火）10:00～11:00
※雨天の場合は3月14日（火）開催

【場所】和歌山ビッグ愛北側芝生広場
【参加料】600円 【定員】15名
【お問合せ・お申込み】和歌山ビッグ愛

歩行姿勢を正し
関節やヒザに負荷をかけず
体力づくりと筋力強化効果が

あるとされています!
当日はポールの無料

レンタルもございます！

【場 所】和歌山ビッグ愛 1階フリースペース

【参加料】 800円 【講 師】財団職員

【定 員】 8名（先着順）

【持ち物】園芸用手袋か軍手

※汚れてもいい服装でお越しください

【お問合せ・お申込み】和歌山ビッグ愛

リ メ イ ク 缶 で 作 る

多 肉 植 物 寄 せ 植 え

3月 26日（日）
10:00～11:00
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