
第61回アマチュアダンスグランプリ 令和4年度　安全運転管理者等講習会令和4年度　三条市小学校音楽祭 令和4年度　三条市小学校音楽祭 三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展
アリーナ全体　9:00～17:00 マルチホール全体　8:00～16:00 (準備) (本番) (会場設営) (作品搬入) (審査会・展示作業)
マルチR2AB　9:00～17:00 スタジオ1　8:00～16:00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　8:00～22:00 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
マルチR3CD　9:00～17:00 ロビー・ホワイエ　8:00～16:00 スタジオ全体　9:00～22:00 スタジオ全体　8:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
200名　駐車場150台 230名　駐車場230台 25名　駐車場25台 520名　駐車場120台　バス最大10台50名 マルチR1B　9:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00
新潟県PDI協会 一社　新潟県安全運転管理者協会 三条市教育委員会 三条市教育委員会 三条市生涯学習課 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00

マルチR3A～F　9:00～22:00 マルチR3A～F　9:00～22:00
令和4年度　三条市小学校音楽祭 300名　 スタジオ全体　9:00～22:00
(本番) 三条市生涯学習課 ランニング走路・ネット遊具　9:00～22:00
マルチホール全体　8:00～19:00 100名
スタジオ全体　8:00～19:00 三条市生涯学習課
520名　駐車場120台　バス最大10台
三条市教育委員会

三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展
（展示作業） （展示作業） （展示作業） （展示作業） （展示作業・表彰式準備・関連イベント開会式・公開1日目・表彰式・作品鑑賞会開会式・公開2日目・表彰式・作品鑑賞会
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 アリーナ全体　9:00～22:00 準備) アリーナ全体　8:30～22:00 ホールイベント)
マルチR1B　9:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 マルチR1B　8:30～22:00 アリーナ全体　8:30～22:00
マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR1B　9:00～22:00 マルチR2全体　8:30～22:00 マルチR1B　8:30～22:00
マルチR3A～F　9:00～22:00 15名　 15名 15名 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR3A～F　8:30～22:00 マルチR2全体　8:30～22:00
30名 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 マルチR3A～F　9:00～22:00 スタジオ全体　8:30～22:00 マルチR3A～F　8:30～22:00
三条市生涯学習課 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　8:30～22:00 スタジオ全体　8:30～22:00

法律相談 法律相談 スタジオ全体　9:00～22:00 800名 マルチホール全体　8:30～22:00
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 30名 三条市生涯学習課 800名
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

三条市美術展 三条市美術展 三条市美術展 法律相談 新潟県内信用金庫卓球大会 加茂市立葵中学校50周年式典及び
(公開3日目) (公開最終日・作品返却・片付け) (会場撤去・片付け) スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全　8：00-17：00 合唱コンクール
アリーナ全体　8:30～22:00 アリーナ全体　8:30～22:00 アリーナ全体　9:00～18:00 5名　駐車場5台 マルチR1A　8：00-17：00 アリーナ全体　9:00～17:00
マルチR1B　8:30～22:00 マルチR1B　8:30～22:00 マルチR1B　9:00～18:00 新潟県弁護士会 マルチR3F　8：00-17：00 マルチホール全体　9:00～17:00
マルチR2全体　8:30～22:00 マルチR2全体　8:30～22:00 マルチR2AB　9:00～18:00 300名　駐車場200台 マルチR1A　9:00～17:00
マルチR3A～F　8:30～22:00 マルチR3A～F　8:30～22:00 50名 新潟県信用金庫協会 スタジオ全体　9:00～17:00
300名 300名 三条市生涯学習課 430名　駐車場150台
三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 加茂市立葵中学校

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 法律相談 剣道指導者講習会「日本剣道形」 三条市音楽祭　合唱の部
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 「指導法」 （リハーサル）
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台 アリーナ全　8：30-18：00 マルチホール全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 マルチR1A　8：30-22：00 マルチR3CD　9:00～22:00

120名　駐車場100台 スタジオ全体　9:00～22:00
三条剣道会 200名　駐車場50台

三条市生涯学習課

剣道指導者講習会「日本剣道形」
「指導法」
アリーナ全　8：30-18：00
マルチR1A　8：30-18：00
120名　駐車場100台
三条剣道会
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法律相談 令和4年度　三条市表彰式 令和4年度　三条市表彰式 三条市音楽祭　楽器の部 三条市音楽祭　楽器の部
スタジオ3　9:30～12:30 (準備) (本番) (リハーサル) (本番)
5名　駐車場5台 マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　7:30～13:00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 マルチR1全体　13:00～22:00 マルチR1全体　7:30～13:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00

マルチR2全体　13:00～22:00 マルチR2全体　7:30～13:00 スタジオ全体　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00
マルチR3A～F　13:00～22:00 マルチR3A～F　7:30～13:00 150名　駐車場50台 マルチR3ABCD　9:00～22:00
スタジオ全体　13:00～22:00 スタジオ全体　7:30～13:00 三条市生涯学習課 スタジオ全体　9:00～22:00
ロビー・ホワイエ　13:00～22:00 ロビー・ホワイエ　7:30～13:00 ホワイエ　9:00～22:00
25名　駐車場5台 220名　駐車場150台 250名　駐車場100台
三条市役所政策推進課 三条市役所政策推進課 三条市生涯学習課

三条市音楽祭　合唱の部 すこやか北越銀行杯第33回新潟県小学生
( ( 本番) バレーボール大会

マルチホール全体　13:00～22:00 アリーナ全体　9：00-20：00
マルチR1A　13:00～22:00 マルチR3EF　9：00-20：00
マルチR2全体　13:00～22:00 250名　駐車場100台
マルチR3全体　13:00～22:00 三条市バレーボール協会
スタジオ全体　13:00～22:00
ホワイエ　13:00～22:00
300名　駐車場200台
三条市生涯学習課

第42回さんしんファミリーバレーボール
大会
アリーナ全　時間調整中
500名　駐車場300台
三条信用金庫

法律相談 令和４年度新潟県高等学校秋季地区体育令和４年度新潟県高等学校秋季地区体育三条市音楽祭　ロック・ポップスの部 三条市音楽祭　ロック・ポップスの部
スタジオ3　9:30～12:30 大会中越地区バスケットボール大会（準備）大会中越地区バスケットボール大会 (リハーサル) (本番)
5名　駐車場5台 アリーナ全体　17：00-22：00 アリーナ全体　9：00-22：00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 マルチR1A　17：00-22：00 マルチR1A　9：00-22：00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00

人数未定 マルチR2全体　9：00-22：00 スタジオ全体　9:00～22:00 マルチR3A～F　9:00～22:00
新潟県高等学校体育連盟 マルチR3全体　9：00-22：00 100名　駐車場50台 スタジオ全体　9:00～22:00

人数未定 三条市生涯学習課 ホワイエ　9:00～22:00
危険物取扱者保安講習 新潟県高等学校体育連盟 250名　駐車場100台
マルチホール全体　12:00～17:00 令和４年度新潟県高等学校秋季地区体育三条市生涯学習課
160名　駐車場160台 対価中越地区バスケットボール大会
三条市危険物安全協会 アリーナ全体　9：00-22：00 令和４年度新潟県高等学校秋季地区体育

マルチR2全体　9：00-22：00 対価中越地区バスケットボール大会
法律相談 多目的練習場　9：00-22：00 アリーナ全体　9：00-22：00
スタジオ3　9:30～12:30 人数未定 マルチR2全体　9：00-22：00
5名　駐車場5台 新潟県高等学校体育連盟 多目的練習場　9：00-22：00
新潟県弁護士会 人数未定

新潟県高等学校体育連盟

法律相談 法律相談 三条市音楽祭　フリーの部 三条市音楽祭　フリーの部
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 (リハーサル) (本番)
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00

スタジオ全体　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00
100名　駐車場50台 マルチR3A～F　9:00～22:00
三条市生涯学習課 スタジオ全体　9:00～22:00

ホワイエ　9:00～22:00
250名　駐車場200台
三条市生涯学習課

県央社会人バドミントンリーグ戦
アリーナ全　9：00-18：00
710名　駐車場300台
新潟県バドミントン協会県央支部

法律相談 法律相談 県央フットサルリーグ
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9：00-20：00
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台 130名　100台　
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会

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
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