
体文フェスタ

アリーナ　12:00～18:00

まちづくり会社

マルチR3CD12:00～13:00

150名　駐車場30台

新潟県卓球連盟

令和4年度三条市立学校転入教職員令和4年度三条市立学校転入教職員

新採用教職員面識式 新採用教職員面識式

ホール全14：00～22：00 ホール全9：00～18：00

スタジオ全14：00～22：00 スタジオ全9：00～18：00

20名　駐車場10台 230名　駐車場100台

小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課

*開館時間調整中

アリーナ全体　10:00～22:00 アリーナ全体　6:00～21:00

マルチ2全体　10:00～22:00 ホール全体　6:00～21:00

マルチ3全体　10:00～22:00 マルチR1A　6：00～21：00

30名　駐車場30台 マルチR2全体　6:00～21:00

三条剣道会 マルチR3全体　6:00～21:00

多目的練習場　6:00～21:00

スタジオ全　6：00～21：00

ロビー・ホワイエ・野外広場

※全館希望です。

1500名　駐車場：全駐車場

三条剣道会

アリーナ全体17:00～22：00

マルチR1A18:00～22:00

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

三条杯争奪高等学校剣道大会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

30名　駐車場30台

連合県央地域協議会

新潟県弁護士会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

新潟県弁護士会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

2021年5月10日更新

55名　駐車場30台

川村音楽教室

国民体育大会　新潟県予選会

（青年の部）

アリーナ全体8:300～17:00

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

月 火 水

31 2

木 金 土

9

17

10

日

川村音楽教室ピアノ発表会(第一希望)

マルチホール9:00～16:00

スタジオ3　11:00～16:00

兼古ピアノ発表会(第二希望)

11 12 13 14 15 16

4

18 19 20

7 85 6

21 22

三条市体育文化会館　令和4年4月利用予定　

23

25 26 27 28 29 30

24

マルチホール全体9:00～14:00

140名　駐車場20台

兼子ピアノ教室

第93回三条地区メーデー

三条杯争奪高等学校剣道大会



体文フェスタ

アリーナ　12:00～18:00

まちづくり会社

2021年5月10日更新

スタジオ3　9:30～12:30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

スタジオ3　9:30～12:30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

法律相談

26

新潟県弁護士会

アリーナ全体10:00～12:00

法律相談

スタジオ3　9:30～12:30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

スタジオ3　9:30～12:30

法律相談

スタジオ3　9:30～12:30

法律相談

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

新潟県弁護士会

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

三条祭り大名行列

アリーナ全体9:00～22:00

三条市経営部営業戦略室

9 10

5名　駐車場5台

新潟県卓球連盟

マルチR3CD12:00～13:00

500名　駐車場150台

スタジオ3　9：30～12:30

アリーナ全体12:00～22:00

マルチR1A9:00～22:00

ロビー・交流広場9:00～22:00

20名　駐車場10台

三条市経済部営業戦略室

月 火 水 木 金

三条祭り大名行列

52

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

第93回三条地域メーデー

アリーナ全体7:30～13:30

法律相談

TR・ホワイエ以外、全館

9:00～22:00

360名　駐車場265台

三条市経営部営業戦略室

15

19

法律相談

84

三条祭り大名行列

11

日

14

土

1

三条地区卓球選手権大会

27

22

アリーナ全体8:00～18:00

7

12 13

マルチR1A9:00～22:00

ロビー・交流広場9:00～22:00

30名　駐車場30台

2523 24

新潟県弁護士会

三条市体育文化会館　令和4年5月利用予定　

30 31

63

21

28

16 17 18 20

105名　駐車場70台

三条市サッカー協会

マルチR1A　7:30～13:30

600名　駐車場200台

連合県央地域協議会

フットサルビギナー1day大会

アリーナ全体9:00～17：00

29

聖公会　聖母こども園　運動会

(リハーサル)

78名　駐車場3台
聖公会　聖母こども園

PTAバレーボール大会

アリーナ全体9:00～18:00

500名　駐車場300台

裏館小学校PTA

法律相談

法律相談

スタジオ3　9:30～12:30

5名　駐車場5台



体文フェスタ
アリーナ12:00～18:00
まちづくり会社

特定健康診査・胸部レントゲン検診
アリーナ全体8:30～17:00
マルチR1A11:00～14:00
ロビー8:30～17:00
回廊ギャラリー(マルチホール側)
300名　駐車場200台
健康づくり課　健診係

2021年5月10日更新

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

新潟県教育庁中越教育事務所
社会教育課

マルチR2全体14:00～22:00
40名　駐車場:40台法律相談

なでしこ青空保育園　

令和4年度　小・中・特別支援学校等
PTA指導者研修会(中越地区)
アリーナ全体10:00～17:30
マルチホール全体10:00～17:30
スタジオ1.3　10:00～17：30

運動会　(準備)
アリーナ全体9:00～22：00

なでしこ青空保育園　(第一希望)

U12新潟県ミニバスケットボール選抜

新潟県バスケットボール協会

30名　駐車場30台

なでしこ青空保育園　(第一希望)
運動会　(本番)
アリーナ全体9:00～13:30
230名　駐車場200台
なでしこ青空保育園　

　法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

マルチR1A7:00～22:00 マルチR1A7:00～18:00
300名　駐車場100台 250名　駐車場100台
三条市中学校体育連盟 三条市中学校体育連盟三条市中学校体育連盟

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

中越地区中学校総合体育大会 中越地区中学校総合体育大会
卓球競技(1日目) 卓球競技(2日目)
アリーナ全体7:00～22:00 アリーナ全体7:00～18:00アリーナ全体15:00～22:00

マルチR1A15:00～22:00
20名　駐車場5台

中越地区中学校　総合体育大会
バレーボール競技
アリーナ全体7:00～18:00
マルチR1A7:00～18:00
250名　駐車場100台
三条市中学校体育連盟

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

健康づくり課　健診係

U12新潟県ミニバスケットボール選抜
優勝大会　中越支部予選会
アリーナ全体8:30～19:00
620名　駐車場:100台

新潟県空手道連盟 700名　駐車場300台
新潟県空手道連盟

1 2
三条美術協会展 三条美術協会展
マルチホール全体9:00～22:00

第77回国民体育大会空手道競技
新潟県予選会　

第77回国民体育大会空手道競技
新潟県予選会　

三条市体育文化会館　令和4年6月利用予定　

12

土

6 9

中越地区中学校　総合体育大会

月 火

アリーナ全体7:00～18:00
マルチR1全体7:00～18:00

水 木 金

3

10

三条美術協会展
マルチホール全体9:00～22:00

マルチR1A9:00～18:00
210名　駐車場：１８０台
三条市勤労青少年ホーム

日

54

優勝大会　中越支部予選会
アリーナ全体8:30～22:00
620名　駐車場:100台

マルチR2全体7:00～18:00

13

2621 22 25

アリーナ全体9:00～18:00

事業所対抗バレーボール
ソフトバレーボール大会

バレーボール競技(前日準備)
アリーナ全体15:00～22:00
マルチR1A15:00～22:00

7 8

155名　駐車場155台

15
令和4年度　安全運転管理者等講習会

1716

中越地区中学校総合体育大会
卓球競技(前日準備)

27 28 29 30

新潟県安全運転管理者協会

新潟県弁護士会
5名　駐車場

20

三条市中学校体育連盟

三条美術協会展
マルチホール全体9:00～22：00平土間
マルチR3CDE17:00～19:00
40名　駐車場40台
三条美術協会

マルチホール全体9:00～22:00
300名　駐車場250台 300名　駐車場250台 300名　駐車場250台
三条美術協会 三条美術協会 三条美術協会

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台 第30回全国中学生空手道選手権大会

11

第30回全国中学生空手道選手権大会

新潟県弓道連盟　第2回　審査会

ロビー・ホワイエ8:00～16:00
240名　駐車場230台

三条美術協会展
マルチホール全体9:00～　撤収作業
30名　

マルチホール全体8:00～16:00
スタジオ1　8:00～16:00

14

20名　5台 新潟県バスケットボール協会

三条美術協会 新潟県弁護士会

特定健康診査・胸部レントゲン検診

マルチR2AB　9:00～17:00
マルチR3B～F　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00
新潟県弓道連盟

18

新潟県予選会新潟県予選会
アリーナ全体14:00～22:00

19

23 24

聖公会　聖母こども園　運動会
(リハーサル)
アリーナ全体9:30～22:00
120名　駐車場4台
聖公会　聖母こども園　

聖公会　聖母こども園　運動会
(本番)
アリーナ全体9:00～13:00
730名　駐車場100台
聖公会　聖母こども園

アリーナ全体8:30～17:00
マルチR1A11:00～14:00
ロビー8:30～17:00
回廊ギャラリー(マルチホール側)

300名　駐車場200台


