和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ 5月催事案内
2(木)～5(日)

第36回

全国高等学校剣道部優秀校選抜剣道大会

ホエール・ウエーブ ■時間

入場無料

8(水)

2日9:00～16:00 3日～4日9:00～18:00

5日9:00～14:00

■主催 和歌山東高等学校剣道部後援会東志会
073-472-5620(和歌山県立和歌山東高等学校

小川)

憲法週間記念行事「無料法律相談」

ビッグ愛展示ホール ■時間 13：30～16：30 （受付は16：00まで）

入場無料

■主催 和歌山弁護士会／和歌山地方検察庁／和歌山地方法務局
073-422-4580

10(金)

神戸清光 ＥＸＰＯ 2019 ｉｎ 和歌山

ビッグ愛大ホール ■時間 10：00～18：00

入場無料

12(日)

健康フェア

ホエール・ウエーブ ■時間 10:00～17:00

入場無料

17(金)

■主催 エバグリーン
0737-63-5600

第5回 地質調査技術講習会

ビッグ愛大ホール ■時間 13：00～17：00

ビッグ愛展示ホール ■時間 11：00～16：00

関係者のみ

■主催 銀河の森きのくに子ども舞台芸術劇団実行委員会
073-497-0749

8(水)

第一回演歌・歌謡曲の祭典 in 和歌山

ビッグホエール

有

料

11(土)～12(日)

16(木)

Ｅ しごと ぱどフェア
～女性のためのお仕事応援～

ビッグ愛大・展示ホール ■時間 10：00～15：00

入場無料

18(土)

18(土)～19(日)

フィットちゃんランドセル出張展示会

18(土)～19(日)

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～16：00

入場無料

24(金)

■主催 株式会社ラ・ポンテ
076-441-4566

第56回 和歌山県空手道選手権大会
■時間 9:00～18:00
■主催 和歌山県空手道連盟
090-5365-7394(津本)

和歌山県小中学校教頭会総会研修会

ビッグ愛大ホール ■時間 10：00～16：00

関係者のみ

■主催 和歌山県小中学校教頭会
073-499-5252

ビッグホエール

入場無料

22(水)
関係者のみ

入場無料

ビッグホエール

■時間 開場12:00 開演13:00、開場16:30 開演17:30
■主催 ヤング・コミュニケーション

ビッグウエーブ

28(火)

防災リーダー研修会

ビッグ愛大ホール ■時間 10：20～16：30

入場無料

31(金)～6/2(日)
ビッグホエール

入場無料

■主催 和歌山県教育委員会健康体育課
073-441-3701

平成31年度和歌山県高校総体
剣道競技
■時間 9:00～17:00
■主催 和歌山県高等学校体育連盟
0736-62-2117(和歌山県立那賀高等学校)

2019チャリティ 第55回全日本都道府県対抗
ポケットビリヤード選手権大会
■時間 18日9:30～ 19日9:00～
■主催 日本アマチュアポケットビリヤード連盟
090-2527-7069(中野)

2019和歌山ゼロックスセレクションフェア
■主催 和歌山ゼロックス株式会社
073-446-4305

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～17：00

25(土)～27(月)

0570-033-366(ｼﾞｬﾆｰｽﾞﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ) 0570-200-888(ｷｮｰﾄﾞｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ)

■主催 和歌山県・和歌山県金融広報委員会
073-426-0298

25(土)～26(日) 日立ふぁみりぃフェア

Sexy Zone LIVE TOUR 2019 PAGES

料

消費者月間・金融経済講演会

ビッグ愛展示ホール ■時間 10：00～17：00

25(土)
有

■主催 泉州広告株式会社
072-437-3005

ビッグ愛大ホール ■時間 13：30～15：00

入場無料

ビッグウエーブ

ジェムテク・ノートパソコン有償譲渡会
■主催 一般社団法人日本電子機器補修協会
052-936-8887

関係者のみ

19(日)

■時間 開場15:00 開演16:00
■主催 サウンドクリエーター
06-6357-4400

入場無料

■主催 一般社団法人関西地質調査業協会和歌山県支部
080-1504-1938

入場無料

創作子どもミュージカル「空海」

ビッグ愛展示ホール ■時間 11：00～17：00

■主催 株式会社神戸清光
078-681-5789

2019わかやま

5(日)

入場無料

28(火)～29(水)
ビッグホエール

有

料

31(金)～6/2(日)
ビッグウエーブ

入場無料

■主催 日立ＧＬＳ株式会社
073-477-4166

令和元度和歌山県高校総体
レスリング競技
■時間 9:00～
■主催 和歌山県高等学校体育連盟レスリング専門部
090-8936-4873(室谷)

JAEJOONG ARENA TOUR 2019
～Flawless Love～
■時間 開場16:30 開演17:30
■主催 株式会社ジェイロック
03-5778-9548(公演事務局 平日14:30～18:00)

第72回和歌山県高等学校総合体育大会

バスケットボール競技
■時間 31日9:30～(第一試合) 1日・2日9:00～(第一試合予定)
■主催 和歌山県高等学校体育連盟バスケットボール専門部
073-472-5620(和歌山県立和歌山東高等学校

吉野)

※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
■和歌山ビッグ愛
和歌山市手平2-1-2 TEL.073-435-5200
お問い合わせ先

■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

5月19日（日）
13：00～15：00

（小雨決行）

対 象 小学5年生～高校生までの女子
場 所 河西緩衝緑地西松江緑地サッカー場
参加料 100円（傷害保険料を含む）
当日は運動のできる服装で、タオル・飲物をお持ちください
主催

（公財）和歌山県スポーツ振興財団
セレッソスポーツクラブ和歌山
（一社）和歌山県サッカー協会

【お問合せ・お申込み】
和歌山ビッグ愛１階管理事務所窓口もしくは、お電話・ＦＡＸにて受付
tel 073-435-5423
（公財）和歌山県スポーツ振興財団

fax 073-435-5201

和歌山の伝統工芸品として知られる
「紀州手まり」を作ってみませんか？
体験用の手まりをご用意しておりますので
1度で完成させることができます！

【日 時】
5月19日（ 日 ） 13:00～14:30
【場 所】
和歌山ビッグ愛 6階スポシンルーム
【料 金】1,500円
【定 員】15名
【講 師】宮脇先生
【お問合せ・お申込み】
ビッグ愛まで
℡.073-435-5200

バスケットボール教室

大好評の小学生トライアンズバスケットボール教室！
４月より木曜は低学年クラスと高学年クラスに分かれ、
更に年齢に応じた指導が行われるようになりました！
お問合せ・お申込みは

073-433-0035 ビッグホエール・ウエーブ管理事務所まで

【主催】 公益財団法人 和歌山県スポーツ振興財団

２０２０年
５月分抽選日

４/２６(金）

抽選会スケジュール
2020年 6月分→2019年 5月31日（金）
2020年 7月分→2019年 7月 1日（月）
2020年 8月分→2019年 8月 1日（木）

