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
2(日) 平成31年度和歌山県高校総体剣道競技

5/31(金)～6/

ビッグホエール ■時間 9:00～17:00

入場無料

1(土)

■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)

和歌山県民共済セミナー

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～15:45
■主催 和歌山県民共済セミナー事務局
入場無料
073-428-1431(申込必須)

3(月)

犯罪被害者等支援県民フォーラム

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～16:30

入場無料

5(水)
ビッグ愛展示ホール

入場無料

7(金)

大学・短期大学・専門学校 進学ガイダンス
■時間 15:45～18:30
■主催 株式会社日本ドリコム
06-6399-0888

和歌山県情報化推進協議会（ＷＩＤＡ） 総会・講演会

2019 和歌山全中バスケットボールリハーサル大会

ホエール・ウエーブ

■時間 8:45～
■主催 第49回全国中学校バスケットボール大会実行委員会
073-433-3125(紀之川中学校 本田)

11(火)
ビッグ愛展示ホール

入場無料

12(水)
ビッグ愛展示ホール

入場無料

14(金)

紀の国いきいき健康長寿祭健康マージャン交流大会(予備日)

■時間 9:30～17:30
■主催 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
073-435-5214

2019年 国公立・私立大学・専門学校 進学相談会
■時間 16:00～18:30
■主催 株式会社栄美通信 大阪支社
06-6342-7744

ウィッグ（かつら）展示即売会

ビッグ愛展示ホール ■時間 10:00～16:00
■主催 株式会社ユキ
入場無料
0120-20-3020

16(日)

22(土)

ピアノ発表会（吉田・森下）

22(土)

第100回 全国高等学校野球選手権記念和歌山大会 抽選会
■主催 一般財団法人和歌山県高等学校野球連盟
073-426-3580
バーモントカップ 第28回全日本少年フットサル大会 和歌山県大会

入場無料

入場無料

6(木)

■時間 9:30～18:00
■主催 三菱電機住環境システムズ株式会社和歌山支店
073-472-1330

紀の国いきいき健康長寿祭健康マージャン交流大会
■時間 9:30～17:30
■主催 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
073-435-5214

2019年度

和歌山私立中フェア

ビッグ愛大ホール ■時間 9:30～12:30

入場無料

8(土)

■主催 能開センター
073-474-9511

第70回和歌山県中学校バスケットボール選手権大会

入場無料

9(日)

■主催

(一社)和歌山県バスケットボール協会/和歌山県中学校体育連盟

073-433-3125(紀之川中学校

本田)

国体選手選考会

ビッグウエーブ ■時間 10:00～

対象者限定

11(火)
ﾋﾞｯｸﾞ愛６階ｽﾎﾟｼﾝﾙｰﾑ

有

料

13(木)

■主催 和歌山県空手道連盟
090-5365-7394(津本)

午後の月いちヨガ
■時間 14:00～15:00
■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
073-435-5200

令和元年度 和歌山県交通指導員会連絡協議会総会

ビッグ愛大ホール ■時間 13:30～15:30

入場無料

15(土)

16(日)

■主催 和歌山県交通指導員会連絡協議会
073-441-2350

福祉・介護・保育の就職フェア わかやま
■時間 13:00～16:00
■主催 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
073-435-5211

第25回紀の国KOボクシング

料

20(木)
関係者のみ

22(土)
ﾋﾞｯｸﾞ愛６階ﾚｯｽﾝﾙｰﾑ

有

料

27(木)

■主催 クラトキプロモーション
073-462-1675

Trimble フェア 2019
■時間 13:00～17:30
■主催 TPホールディングス株式会社
072-729-2690

ワルツ体験会
■時間 13:00～14:30
■主催 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
073-435-5200
男女共同参画週間特別公開セミナー 「男の家事が社会を救う !
～笑って考えるジェンダー論～」講師：瀬地山 角さん

ビッグ愛大ホール ■時間 19:00～20:40
主管:(一社)和歌山県サッカー協会フットサル委員会

090-8792-2956(井上)

29(土)～30(日) 家具直販セール
ビッグ愛大・展示ホール

4(火)

ビッグ愛展示ホール

■主催 和歌山県空手道連盟
090-5365-7394(津本)

ビッグウエーブ ■時間 9:30～

入場無料

招待制

有

和歌山県空手道連盟基本形・指定形講習会

■主催:(公財)日本サッカー協会

ビッグ愛展示ホール

ビッグウエーブ ■時間 開場12:00 開始12:30～

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～（抽選会）

入場無料

■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)

1(土)～2(日) 三菱 夏の合展

入場無料

ビッグウエーブ ■時間 9:00～

関係者のみ

入場無料

ビッグ愛大・展示ホール

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～16:00
■主催 吉田 陽子
入場無料
073-462-6420

16(日)

ビッグウエーブ ■時間 31日9:30～(第一試合) 1日・2日9:00～(第一試合予定)

ビッグホエール ■時間 10:00～

■主催 和歌山県情報化推進協議会
073-428-2688

9(日)
入場無料

2(日) 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

ビッグ愛展示ホール

■主催 和歌山県環境生活部県民局県民生活課
073-441-2350

ビッグ愛大ホール ■時間 13:00～17:00

入場無料

5/31(金)～6/

入場無料

30(日)

■時間 10:00～20:00
■主催 インテリアひろみ
073-431-2356

■主催 和歌山県・和歌山市・一般財団法人和歌山社会経済研究所
073-435-5245
第31回

公益社団法人和歌山県柔道整復師会

少年柔道大会

ビッグウエーブ ■時間 10:00～16:00
■主催 公益社団法人和歌山県柔道整復師会
入場無料
073-474-1212

※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

■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

リズムに合わせて英語を聞いて・話して身につけよう！
ダミアン＆ユカ先生と楽しく英語を学びましょう♪

６月８日（土） 10:00～11:00
場所 ビッグ愛6階レッスンルーム
参加料 1,000円
＊きょうだいで参加の場合お一人追加につき500円＊

定員/対象 1５名/2～８歳までのお子さま
お問合せ･お申込み
ビッグ愛 ℡.073-435-5200

新体操教室
Rhythmic gymnastics
ピラティスは姿勢を美しく整える
多くの運動があり
猫背や反り腰など姿勢を良くしたい方に向けた
プログラムを行います!

6月 21日

(金）13：30～14：30

場 所 ビッグ愛
6階 スポシンルーム
講 師 安原 博文先生
参加料 1,000円
定 員 20名
お問合せ・お申込み
ビッグ愛 ℡073-435-5200

新体操の基本でありながら、すべてのスポーツの入り
口となるストレッチと柔軟を軸に、基本姿勢・美しい
動き作りのためのバレエレッスン、ロープやフープを
使った手具操作の基本を習得するクラスです。技術の
習得だけでなく、挨拶や返事など、スポーツを通して
の健全な心身の成長を目指し練習しています。

レッスンは水曜、以下の時間で行われます。
年少児～年長児・・・16：00～17：00
小学生（低学年）・・・17：00～18：00
小学生（高学年）・・・18：00～19：00

無料体験できます。
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
６月分抽選日

５/３１(金）

抽選会スケジュール
2020年 7月分→2019年 7月 1日（月）
2020年 8月分→2019年 8月 1日（木）
2020年 9月分→2019年 8月30日（金）

