
法律相談

新潟県弁護士会

スタジオ3（9：45～12：45）

（5名　駐車場5台）

法律相談 法律相談 令和3年度三条市転入・新採用 国民体育大会新潟予選会

新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 教職員面識式 成年の部

スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） 三条市教育委員会 三条卓球連盟

（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） 小中一貫教育推進課 アリーナ全体（8：00～17：00）

令和3年度三条市転入・新採用 ホール全体（10：30～17：00） マルチR3D（12：00～13：00）

教職員面識式 スタジオ1.2.3（10：30～17：00） （120名　駐車場50台）

前日準備リハーサル （230名　駐車場200台）

三条市教育委員会

小中一貫教育推進課

ホール全体（13：30～16：30）

（230名　駐車場200台）

法律相談 法律相談

新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45）

（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台）

法律相談 法律相談 三条市文化祭アラビアンナイト 県央地区フットサル1ｄay大会

新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 魔法のランプと明日のヒカリ ビギナークラス

スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） NPO法人三条おやこ劇場 三条市サッカー協会

（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） ホール全体（9：00～18：00） アリーナ全体（8：00～19：00）

スタジオ123（9：00～18：00） 90名　駐車場60台

（420名　駐車場200台）

法律相談 第92回三条地区メーデー

新潟県弁護士会 準備

スタジオ3（9：45～12：45） 連合県央地域協議会

（5名　駐車場5台） アリーナ全体（17：00～22：00）

マルチR1B（18：00～22：00）

630名　駐車場200台
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第92回三条地区メーデー 中越地区バドミントン大会
連合県央地域協議会 新潟県央工業高等学校
アリーナ全体（7：30-13：30） アリーナ全体（7：00～19：30）
マルチR1B（7：30-13：30） マルチR1全体（7：00～10：00）
（630名　駐車場200台） ランニング走路

（1000名　駐車場100台）

中越地区バドミントン大会 法律相談 三条地区卓球選手権大会
新潟県央工業高等学校 新潟県弁護士会 三条卓球連盟
アリーナ全体（7：00～19：00） スタジオ3（9：45～12：45） アリーナ全体（8：00～18：00）
ランニング走路 （5名　駐車場5台） マルチR3D（12：00～13：00）
（1000名　駐車場100台） 530名　駐車場100台

法律相談 法律相談 三条祭り大名行列荷物運搬 三条祭り大名行列 三条祭り大名行列片付け
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市経済部営業戦略室 三条市経済部営業戦略室 三条市経済部営業戦略室
スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） アリーナ全体（12：00～22：00） 体文全館（9：00～22：00） アリーナ全体（9：00～22：00）
（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） マルチR1全体（9：00～22：00） （315名　駐車場265台） マルチR1全体（9：00～22：00）

ロビー・交流広場（9：00～22：00） ロビー（9：00～22：00）
（315名　駐車場265台） 交流広場（9：00～22：00）

（315名　駐車場265台）

法律相談 法律相談 山下洋輔・石田泰尚デュオ
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 音楽乱士（ミュージックランド）
スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） ホール全体（9：00～20：00）
（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） スタジオ1,3（12：00～20：00）

（510名　駐車場300台）
1dayフットサル大会（オープンクラス）

三条市サッカー協会
アリーナ全体（8：00～19：00）
（90名　駐車場60台）

法律相談 法律相談 第44回東北日本居合道大会 第44回東北日本居合道大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 居合道講習 居合道試合
スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） 光明館武道場 光明館武道場
（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） アリーナ全体（10：00～22：00） アリーナ全体（7：00～17：00）

ホール舞台部（12：00～15：00） ホール舞台部（7：00～15：00）
マルチR1全体（10：00～22：00） マルチR1全体（7：00～17：00）
マルチR2全体（10：00～22：00） マルチR2全体（7：00～17：00）
マルチR3全体（12：00～17：00） マルチR3全体（7：00～17：00）
（750名　駐車場200台） （750名　駐車場200台）

令和３年度　年間予約　　5月スケジュール
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法律相談 法律相談 東京2020オリンピック 東京2020オリンピック 東京2020オリンピック
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 聖火リレー 聖火リレー 聖火リレー
スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） 三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 三条市健康づくり課
（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） アリーナ全体（9：00～22：00） アリーナ全体（9：00～22：00） アリーナ全体（9：00～22：00）

ホール全体（9：00～22：00） ホール全体（9：00～22：00） ホール全体（9：00～22：00）
マルチR1全体（9：00～22：00） マルチR1全体（9：00～22：00） マルチR1全体（9：00～22：00）
スタジオ3（9：00～22：00） スタジオ3（9：00～22：00） スタジオ3（9：00～22：00）
1F男女更衣室A 1F男女更衣室A 1F男女更衣室A/北側多目的トイレ
北側多目的トイレ 北側多目的トイレ （63名　駐車場60台）
（63名　駐車場60台） （63名　駐車場60台）

法律相談 法律相談 運動会（リハーサル） 運動会（本番） 中部日本選手権大会新潟県
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 聖公会聖母こども園 聖公会聖母こども園 予選会（カデット以下）
スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） アリーナ全体（9：00～22：00） アリーナ全体（8：00～13：00） 三条卓球連盟
（5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） （150名　駐車場20台） （780名　駐車場150台） アリーナ全体（8：00～17：00）

マルチR3D（12：00～13：00）
胸部レントゲン検診 （220名　駐車場50台）
三条市健康づくり課
アリーナ全体（8：30～17：00）
マルチR1全体（8：30～17：00）
（400名駐車場200台　検診車2台）

中越地区中学校総合体育大会 法律相談 法律相談 三条美術協会展（準備） PTAバレーボール大会 三条美術協会展（本番）
バレーボール競技（準備） 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市生涯学習課 裏館小学校PTA 三条市生涯学習課
三条市中学校体育連盟 スタジオ3（9：45～12：45） スタジオ3（9：45～12：45） ホール全体（9：00～22：00） アリーナ全体（8：00～17：00） ホール全体（9：00～22：00）
アリーナ全体（15：00～22：00） （5名　駐車場5台） （5名　駐車場5台） スタジオ1.2.3（9：00～22：00） （500名　駐車場300台） スタジオ1.2.3（9：00～22：00）
マルチR1全体（15：00～22：00） 特定健康診査 （900名　駐車場500台） （900名　駐車場500台）
（20名　駐車場5台） 中越地区中学校総合体育大会 胸部レントゲン検診 三条美術協会展（本番）

バレーボール競技（本番） 三条市健康づくり課 三条市生涯学習課
三条市中学校体育連盟 アリーナ全体（8：30～17：00） ホール全体（9：00～22：00）
アリーナ全体（7：00～18：00） マルチR1全体（8：30～17：00） スタジオ1.2.3（9：00～22：00）
マルチR1全体（7：00～18：00） （400名駐車場200台　検診車2台） （900名　駐車場500台）
（250名　駐車場100台） 三条美術協会展（準備）

三条市生涯学習課
ホール全体（9：00～22：00）
（900名　駐車場500台）

三条美術協会展（本番） 法律相談 中越地区中学校総合体育大会 法律相談 運動会・練習・前日準備 運動会（本番） 三条市親善バウンドテニス大会
三条市生涯学習課 新潟県弁護士会 卓球競技（本番） 新潟県弁護士会 なでしこ青空保育園 なでしこ青空保育園 三条市バウンドテニス協会
ホール全体（9：00～22：00） スタジオ3（9：45～12：45） 三条市中学校体育連盟 スタジオ3（9：45～12：45） アリーナ全体9：00～22：00 アリーナ全体8：30～13：30 アリーナ全体（9：00～17：00）
スタジオ1.2.3（9：00～22：00） （5名　駐車場5台） アリーナ全体（7：00～22：00） （5名　駐車場5台） （320名　駐車場200台） （320名　駐車場200台） （60名　駐車場30台）
（900名　駐車場500台） マルチR1全体（7：00～22：00）

中越地区中学校総合体育大会 （300名　駐車場100台） 中越地区中学校総合体育大会
卓球競技（準備） 卓球競技（本番）
三条市中学校体育連盟 三条市中学校体育連盟
アリーナ全体（15：00～22：00） アリーナ全体（7：00～18：00）
マルチR1全体（15：00～22：00） マルチR1全体（7：00～18：00）
20名　駐車場5台 （250名　駐車場100台）

三条美術協会展（片付け）
三条市生涯学習課
ホール全体（9：00～22：00）
（900名　駐車場500台）

法律相談
新潟県弁護士会
スタジオ3（9：45～12：45）
（5名　駐車場5台）
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