
コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン

接種会場 接種会場 接種会場

体文フェスタ

アリーナ全体　12:00～18:00

マルチR2BC　12:00～18:00

まちづくり会社 55名　駐車場30台

川村音楽教室ピアノ

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 第1回三条イーストライオンズクラブ杯

新採用教職員面識式（準備） 新採用教職員面識式 マルチホール全体　12:00～22:00 ドッジボール大会

ホール全14：00～22：00 ホール全9：00～18：00 スタジオ全体　12:00～22:00 アリーナ全体　7:00～18:00

スタジオ全14：00～22：00 スタジオ全9：00～18：00 トゥルーカラーズプロジェクト マルチR1全体　7:00～18:00

20名　駐車場10台 230名　駐車場100台 マルチR2AB　7:00～18:00

小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課 860名　駐車場150台

新潟県ドッジボール協会

第93回三条地域メーデー（準備）

法律相談

新潟県弁護士会

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

5名　駐車場5台

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

連合県央地域協議会

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

21

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

川村音楽教室ピアノ発表会

ホール全体　9：00～16：00

新潟県弁護士会

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

マルチホール全体17:00～22:00

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

月 火 水

11 12

新潟県弁護士会

金 土

スタジオ3　11：00～16：00

法律相談

5名　駐車場5台

5

スタジオ3　9：30～12：30

16

9

17

106 8

13 14

日

1 2

木

3

三条市体育文化会館　令和4年　4月利用予定（令和4年3月末日現在）

23 24

4

18 19 20

7

映画上映会

15

法律相談

スタジオ3　9：30～12：30

法律相談

22

スタジオ3　9：30～12：30

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

25 26 27 28 29 30



中越地区バドミントン大会 中越地区バドミントン大会 日本郵政様　定期健康診断 体文フェスタ ダンスグランプリ

アリーナ全体　8:00～22:00 アリーナ全体　8:00～19:30 マルチR3C-F　9：00～17：00 アリーナ全体　12:00～18:00 アリーナ全体　9:00～19:00

マルチR1A　8:00～10:00 加茂農林高校 100名　駐車場3台 マルチR2BC　12:00～18:00 マルチR2AB　9:00～19:00

加茂農林高校 一般社団法人新潟縣健康管理協会 まちづくり会社 マルチR3CD　9:00～19:00

新潟県PDI協会

伝承匠の会　講習会

マルチホール全体　9:00～17:00

マルチR2A　9:00～17:00

マルチR3C～F　9:00～17:00

スタジオ全体　9:00～17:00

伝承匠の会

日本郵政様　定期健康診断 日本郵政様　定期健康診断

マルチR3C-F　9：00～22:00 マルチR3C-F　9：00～13：00

100名　駐車場3台 100名　駐車場3台

一般社団法人新潟縣健康管理協会 一般社団法人新潟縣健康管理協会

コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン
接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場

コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン
接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場

三条市経済部営業戦略室

20名　駐車場10台

19 21

27

360名　駐車場265台

アリーナ全体12:00～22:00

292826

5名　駐車場5台

金

マルチR1A9:00～22:00

ロビー・交流広場9:00～22:00

法律相談

スタジオ3　9:30～12:30

7

30名　駐車場30台

スタジオ3　9:30～12:30

日

14

5名　駐車場5台

新潟県弁護士会

12

木

16 17

マルチR1A9:00～22:00

8

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

法律相談

150名　駐車場150台

TR・ホワイエ以外、全館

マルチホール全体8:30～13:00

土

9

新潟県弁護士会

1

連合県央地域協議会

スタジオ3　9：30～12：30

火 水

22

5

三条祭り大名行列(荷物運搬)

9:00～22:00

三条市経営部営業戦略室

6

15

第93回三条地域メーデー

20

11

5名　駐車場5台

法律相談

18

新潟県弁護士会

25

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

三条市体育文化会館　令和4年　5月利用予定（令和4年3月末日現在）

13

23 24

ロビー・交流広場9:00～22:00

法律相談

3 4

10

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

アリーナ全体10:00～12:00

月

スタジオ3　9:30～12:30

5名　駐車場5台

30 31

アリーナ全体9:00～22:00

三条市経営部営業戦略室

2



体文フェスタ
アリーナ全体　12:00～18:00
マルチR2BC　12:00～18:00
まちづくり会社

よさこい＆ダンスレッスン

ペット対応ボランティア説明会
運動会 多目的練習場　9：00～18：00
アリーナA　17：00～22：00 40名　駐車場40台
65名　駐車場65台 環境課
一般社団法人　燕三条青年会議所

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R3C～F11:00～14:00
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　健診車2台
健康づくり課　健診係

美幸流日本舞踊体験教室

ペット対応避難訓練
多目的練習場　10：00～14：00
40名　40台
環境課

よさこい＆ダンスレッスン

マルチホール全体　12:00～22:00 音楽祭
マルチR2全体　12:00～22:00 マルチホール全体　8:00～22:00
佐藤ひらりPresentsファミリー マルチR2全体　8:00～22:00
コンサート実行委員会 マルチR3C　8:00～22:00

スタジオ全体　8:00～22:00
佐藤ひらりPresentsファミリー
コンサート実行委員会

コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン
接種会場 接種会場 接種会場

5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

法律相談

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

アリーナ全体7:00～18:00

5名　駐車場
新潟県弁護士会

スタジオ3　9:30～12:30

アリーナ全体15:00～22:00
マルチR1A15:00～22:00

三条市中学校体育連盟

アリーナ全体7:00～22:00

ロビー8:30～17:00
回廊ギャラリー(マルチホール側)

16
令和4年度　安全運転管理者等講習会特定健康診査・胸部レントゲン検診

アリーナ全体8:30～17:00
マルチR3C～F　11:00～14:00

ロビー・ホワイエ8:00～16:00
240名　駐車場230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

マルチR1A7:00～18:00
生涯学習課 20名　駐車場5台

マルチR2A　18：30～21：00
30名　駐車場30台
なでしこ青空保育園　

運動会　(準備)卓球競技(1日目)

マルチR1A7:00～22:00
300名　駐車場100台

金

15名　駐車場15台

5名　駐車場5台

わくわく未来塾　

新潟県弁護士会

法律相談

20

1

マルチホール全体9:00～22:00

3

水

三条美術協会展

三条市体育文化会館　令和4年　6月利用予定（令和4年3月末日現在）

土月 火 木

2
三条美術協会展

40名　駐車場40台

三条美術協会展

300名　駐車場250台 300名　駐車場250台 300名　駐車場250台
マルチホール全体9:00～22:00

三条美術協会展

新潟県予選会　

新潟県空手道連盟

アリーナ全体7:00～18:00

三条美術協会三条美術協会 三条美術協会

12

700名　駐車場300台

マルチR3CDE17:00～19:00
マルチホール全体9:00～22:00マルチホール全体9:00～22：00平土間

30名　

バレーボール競技

6 9

新潟県弁護士会

7 8

155名　駐車場155台

PTA指導者研修会(中越地区)
マルチホール全体10:00～17:30
スタジオ1.3　10:00～17：30

法律相談

5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

三条市勤労青少年ホーム

26

17

生涯学習課

アリーナ全体9:00～18:00

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
マルチR1全体7:00～18:00

620名　駐車場:100台

新潟県予選会（準備）

マルチR1A9:00～18:00

23 24

なでしこ青空保育園　

卓球競技(2日目)
アリーナ全体9:00～22：00

25
中越地区中学校総合体育大会 なでしこ青空保育園　

14
中越地区中学校　総合体育大会

アリーナ全体7:00～18:00
マルチR1A7:00～18:00

社会教育課

15

スタジオ1　8:00～16:00

210名　駐車場：１８０台

20名　5台
三条市中学校体育連盟

スタジオ全体　9：00～19：00
スタジオ3　9:30～12:30

健康づくり課　健診係
三条市中学校体育連盟
250名　駐車場100台 新潟県バスケットボール協会

315名　200台

マルチR3CD　9：00～19：00

22

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 事業所対抗バレーボール
ソフトバレーボール大会卓球競技(前日準備)

27 28 29 30

新潟県安全運転管理者協会300名　駐車場200台　健診車2台

21

法律相談

三条美術協会

マルチホール全体8:00～16:00

5名　駐車場5台

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

13

新潟県教育庁中越教育事務所

アリーナ全体15:00～22:00
マルチR1A15:00～22:00

生涯学習課

中越地区中学校　総合体育大会
バレーボール競技(前日準備)

アリーナ全体8:30～19:00

U12新潟県ミニバスケットボール選抜

わくわく未来塾　

19

ホール全　9：00～19：00
シャボン玉の魔術師ミケーレ・カファッジ

新潟県バスケットボール協会

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

聖公会　聖母こども園

18

新潟県予選会（準備）

マルチR2全体14:00～22:00

第77回国民体育大会空手道競技

40名　駐車場:40台

アリーナ全体14:00～22:00

第30回全国中学生空手道選手権大会

聖公会　聖母こども園　運動会
(本番)

新潟県空手道連盟

第77回国民体育大会空手道競技

第30回全国中学生空手道選手権大会

マルチR1A　13：00～16：00

新潟県予選会

11

アリーナ全体9:00～13:00
730名　駐車場100台

音楽祭

15名　駐車場15台

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

新潟県弁護士会

三条美術協会展

15名　駐車場15台

マルチホール全体9:00～　撤収作業

マルチR2A　18：30～21：00

三条美術協会

わくわく未来塾　

令和4年度　小・中・特別支援学校等
スタジオ3　9:30～12:30

10
法律相談
スタジオ3　9:30～12:30

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　

5名　駐車場5台



三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン
接種会場 接種会場 接種会場

特定健康診査・胸部レントゲン検診 特定健康診査・胸部レントゲン検診 裏館小学校　PTAバレーボール協会
アリーナ全体　8:30～17:00 アリーナ全体　8:30～17:00 アリーナ全体　9:00～18:00
マルチR3C～F　11:00～14:00 マルチR3C～F　11:00～14:00 (300名　駐車場300台)
ロビー　8:30～17:00 ロビー　8:30～17:00 裏館小学校PTA
(340名　駐車場200台　健診車2台) (340名　駐車場200台　健診車2台)
健康づくり課　健診課 健康づくり課　健診課

コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン コロナワクチン
接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場 接種会場

伝承匠の会

体文フェスタ
アリーナ全体　12:00～18:00
マルチR2BC　12:00～18:00
まちづくり会社

スタジオ1.2.3　9：00～19：00
200名　駐車場100台
伝承匠の会 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R3C～F　11:00～14:00
ロビー　8:30～17:00
(340名　駐車場200台　健診車2台)
健康づくり課　健診課

アレッサンドロ・ぺヴェラリ　コンサートアレッサンドロ・ぺヴェラリ　コンサート 令和4年度　協会杯争奪バドミントン大会
マルチホール全体　9：00～22：00 マルチホール全体　9：00～19：00 アリーナ全体　8：30～19：00

160名　駐車場160台 スタジオ全体　9：00～22：00 スタジオ全体　9：00～19：00 260名　駐車場150台
三条市危険物安全協会 20名　駐車場4台 520名　駐車場300台 三条バドミントン協会

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課
六角タコ作り・ダンス体験
マルチR2AB　9：00～16：00
50名
コドモ未来Edutainment

三南特支協　介助員等研修会
マルチホール全体　12：00～17：30
スタジオ全体　12：00～17：30

16

24

100名　駐車場50台
17時～音の出る楽器演奏

伝承匠の会

17

マルチホール舞台部　13：00～22：00

月 火 水 木 金

7

土 日

5

1 2 3

4

31

18 19 20 21

8 96 10

スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

オーバー35クラス　1day大会
アリーナ全体　9：00～16：00
120名　駐車場80台
三条市サッカー協会新潟県弁護士会

25 26

伝承匠の会
マルチホール全体　9：00～19：00

11 12

マルチR2A.B.C　9：00～19：00

法律相談

三条市体育文化会館　令和4年　7月利用予定（令和4年3月末日現在）

29 30

23

28

22
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

危険物取扱者　保安講習
マルチホール全体　8:30～17:00

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

5名　駐車場5台

法律相談
スタジオ3　9：30～12：30

マルチホール全体　8：00～16：00
スタジオ1　8：00～16：00

新潟県弁護士会
5名　駐車場5台

令和4年度　安全運転管理者等講習会

230名　駐車場230台
一社　新潟県安全運転管理者協会

わくわく科学フェスティバル(事前打合せ）

マルチR1A　15：00～18：00
40名　駐車場20台
小中一貫教育推進課

マルチR3A～F　9：00～19：00

法律相談

27

新潟県弁護士会

ロビー・ホワイエ　8：00～16：00

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

13 14 15

200名　駐車場200台
三条市教育委員会

わくわく未来塾　よさこい＆ダンスレッスン
マルチR2A　18：30～21：00
15名　駐車場15台
生涯学習課

わくわく未来塾　美幸流日本舞踊体験教室
マルチR1A　13：00～16：00
15名　駐車場15台
生涯学習課



三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

わくわく未来塾　 体文フェスタ
よさこい＆ダンスレッスン アリーナ全体　12:00～18:00
マルチR2A　18：30～21：00 マルチR2BC　12:00～18:00
15名　駐車場15台 まちづくり会社

燕三条青年会議所　25周年記念式典
マルチホール全体　9:00～22:00
マルチR1A　9:00～22:00
スタジオ1.3　9:00～22:00
330名　駐車場200台
燕三条JC

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R3C～F　11:00～14:00
ロビー　8:30～17:00
(340名　駐車場200台　健診車2台)
健康づくり課　健診課

　
　

三条卓球連盟

令和4年度　新潟県少年の主張 令和4年度　新潟県少年の主張 加茂暁星高等学校戴帽式
～わたしの主張～三条地域地区大会 ～わたしの主張～三条地域地区大会 本番
マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　9:00～18:00 ホール全　9：00～17：00
マルチR1A　13:00～22：00 マルチR1A　9:00～18:00 マルチR3C-F　9：00～17：00
マルチR2全体　13:00～22:00 マルチR2全体　9:00～17:00 スタジオ全　9：00～17：00
ロビー・ホワイエ　13:00～22:00 マルチR3CD　9:00～18:00 加茂暁星高等学校戴帽式 259名　駐車場53台
三条地域振興局　健康福祉環境部 スタジオ1.2　9:00～18:00 準備・リハーサル 加茂暁星高等学校

ロビー・ホワイエ　9:00～18:00 ホール全　13：00～22：00
三条地域振興局　健康福祉環境部 50名　駐車場10台

加茂暁星高等学校

月 火 水 木 金

19

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

土

9

日

4 5 6 7
新潟県カデット卓球大会　

11

アリーナ全体　8：30～16：30

1 2 3

14

15 16 17 18

三条地区予選会

法律相談

29 30 31

20 21

8

24 25

12 13

22 23 27 28

10

26

スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台

5名　駐車場5台

1100名　駐車場200台

250名　駐車場50台
三条卓球連盟

三条地区卓球選手権大会
アリーナ全体　8:00～18：00
マルチR3CD　12:00～13：00
650名　駐車場100台

三条市体育文化会館　令和4年　8月利用予定（令和4年3月末日現在）

法律相談
アリーナ全体　7：30～18：00
マルチR2全体　7：30～18：00
スタジオ1.2.3　7：30～18：00

スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

15名　駐車場15台

法律相談

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

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

5名　駐車場5台

法律相談
スタジオ3　9：30～12：30

サファイアコンサート(ピアノ発表会)
(リハーサル)
マルチホール全体　17：00～22：00
60名　駐車場35台
カワサキ音楽教室

市民総体　開会式
アリーナ全体 9:00～22:00
マルチホール全体 9:00～22:00
三条市スポーツ協会

生涯学習課

生涯学習課

わくわく未来塾　美幸流日本舞踊体験教室
マルチR1A　13：00～16：00

スタジオ3　9：30～12：30

新潟県弁護士会

新潟県弁護士会

わくわく科学フェスティバル



三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

　

特定健康診査・胸部レントゲン検診 体文フェスタ
アリーナ全体　8:30～17:00 アリーナ全体　9:00～18:00
マルチR3C～F　11:00～14:00 マルチR2BC　9:00～18:00
ロビー　8:30～17:00 まちづくり会社
(340名　駐車場200台　健診車2台)
健康づくり課　健診課

美幸流日本舞踊体験教室

120名　駐車場60台
三条市九重会

高文連写真専門部展審査会 バドミントン市民大会
アリーナ全　9：00～17：00 アリーナ全体　8：30～19：00
マルチ2A　9：00～17：00 310名　駐車場150台
440名　40台 三条市・三条市スポーツ協会
新潟県高文連写真専門部

ウィーンフィルバイオリニストによる
エンタメファミリーショー2 あかりコンサートと市民ディスカッション
ホール全　9：00～22：00 ホール全　9：00～17：00
マルチ3CDE　9：00～22：00 スタジオ全　9：00～17：00
スタジオ全体　9：00～22：00 470名　駐車場300台
520名 あかりコンサート実行員会
NPO法人えんがわ

第32回三条市立第一中学校　吹奏学部県央地区新人大会（卓球競技）準備県央地区新人大会（卓球競技） 県央地区新人大会（卓球競技）
定期演奏会 アリーナ全　15：00～22：00 アリーナ全　7：00～18：00 アリーナ全　7：00～18：00
マルチホール全体　9:00～17：00 マルチR1A　15：00～22：00 マルチR1A　7：00～18：00 マルチR1A　7：00～18：00
マルチR2A　9:00～17：00 20名　5台 250名　100台 250名　100台
240名　駐車場50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
三条市立第一中学校　吹奏学部

スタジオ全部　9:00～16:00
13名 250名　駐車場250台

新潟縣弁護士会 新潟縣弁護士会 MOA健康クラブ・三条 テイチク吟詩協会新潟本部

わくわく未来塾　 健診結果説明会
よさこい＆ダンスレッスン マルチR1全体　8：30～13：00
マルチR2A　18：30～21：00 20人　駐車場20台
15名　駐車場15台 健康づくり課保険指導係

500名　駐車場150台
三条卓球連盟

MOA美術館児童作品展(三条会場)

オープンクラス2day大会
アリーナ全体9：00～20：00
130名　駐車場100台
三条市サッカー協会

マルチR2全体　9：00～17：00
多目的練習場　9：00～17：00
70名　駐車場30台
三条市・三条市スポーツ協会

第68回新潟日報社杯争奪

文団協美術展
アリーナ全体　9：00～12：00

5
法律相談
スタジオ3　9：30～12：30

新潟県弁護士会

文団協三条支部
(後片付け)

生涯学習課

(会場式＆美術展)

6
法律相談
スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台

300名　駐車場300台
文団協三条支部

アリーナ全体　9：00～20：00
マルチホール全体　9：00～20：00
マルチR1全体　9：00～20：00
マルチR3全体　9：00～20：00
スタジオ全体　9：00～20：00マルチR3全体　9：00～22：00

法律相談
スタジオ3　9：30～12：30

300名　駐車場300台

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R1全体　9：00～22：00
マルチR2全体　9：00～22：00

文団協三条支部 文団協三条支部

市民大会（弓道）5名　駐車場5台

文団協三条支部

文団協美術展文団協美術展

300名　駐車場300台

文団協美術展

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R1全体　9：00～22：00

2 3 4

11

18

スタジオ全体　9：00～22：00
マルチR3全体　9：00～22：00
スタジオ全体　9：00～22：00

16

文団協美術展

マルチR1全体　13：00～22：00
マルチR2全体　13：00～22：00
マルチR3全体　13：00～22：00

アリーナ全体　13：00～22：00
(会場準備) (ステージ発表＆体験教室) (ステージ発表＆後片付け)

マルチR2全体　9：00～22：00
50名　駐車場50台

17

日月 火 水 木 金 土

21 22

1

9 107 8

23 24

三条市体育文化会館　令和4年　9月利用予定（令和4年3月末日現在）

19 20

26 27

15

28 29 30

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

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
スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台

13

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

サファイアコンサート(ピアノ発表会)
(本番)
マルチホール全体　11：00～16：00
150名　駐車場60台　
カワサキ音楽教室

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

25

テイチク吟詩コンクール新潟県決選大会
マルチホール全体　9:00～16:00

ミズノカップ争奪ジュニア卓球団体選手権

審査会

オープンクラス2day大会

法律相談
スタジオ3　9：30～12：30
5名　駐車場5台

アリーナ全体　8：00～18：00 アリーナ全体　9：00～20：00
130名　駐車場100台
三条市サッカー協会

マルチR2AB　9:00～16:00

新潟県競技かるた三条大会
マルチR2全体　8：30～19：00
マルチR3E　8：30～19：00

生涯学習課
新潟県弁護士会

わくわく未来塾

マルチR2A　18：30～21：00
15名　駐車場15台

12

わくわく未来塾　

マルチR1A　13：00～16：00
15名　駐車場15台
生涯学習課

14

　よさこい＆ダンスレッスン



第61回アマチュアダンスグランプリ
美幸流日本舞踊体験教室 アリーナ全体　9:00～17:00

マルチR2AB　9:00～17:00
マルチR3CD　9:00～17:00
200名　駐車場150台
新潟県PDI協会

体文フェスタ
アリーナ全体　12:00～18:00
マルチR2BC　12:00～18:00　　
まちづくり会社

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
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)
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
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
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
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
健診結果説明会 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
マルチR1全体　8：30～13：00 (本番) 三条市生涯学習課 ランニング走路・ネット遊具　
20人　駐車場20台 マルチホール全体　8:00～19:00 ボルダリング　9:00～22:00
健康づくり課保険指導係 スタジオ全体　8:00～19:00 100名

520名　駐車場120台　バス最大10台 三条市生涯学習課
三条市教育委員会

よさこい＆ダンスレッスン

15名　駐車場15台

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 よさこいダンスレッスン 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 マルチR3C～E　9:00～17:00
300名 300名 三条市生涯学習課 スタジオ全体　9:00～17:00
三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 MOA美術館児童作品展(三条会場) 430名　駐車場150台

第6359回QCサークル大会 マルチホール全体　9:00～15:00 加茂市立葵中学校
法律相談 ホール全9：00～18：00 250名
スタジオ3　9:30～12:30 マルチR1A　9：00～18：00 MOA健康クラブ・三条
5名　駐車場5台 マルチR1C-F　9：00～18：00
新潟縣弁護士会 スタジオ全　9：00～18：00

120名　駐車場50台
QCサークル新潟地区

法律相談 法律相談 剣道指導者講習会 剣道指導者講習会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 「指導法」 「日本剣道形」
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台 アリーナ全　8：30-18：00 アリーナ全　8：30-18：00
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R1A　8：30-18：00

120名　駐車場100台 120名　駐車場100台
三条剣道会 三条剣道会

令和4年度　三条市第四中学校
合唱コンクール
ホール全体　9:00～16:00
マルチR2全体　9:00～16:00
スタジオ1　9:00～16:00
多目的練習場　9:00～16:00
ロビー・ホワイエ・交流広場
9:00～16:00
330名　駐車場100台
三条市第四中学校

29
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三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

月 火 水 木 金 土 日

14 15

2

9

1

16

31

11

26 27 28

10

7

12 13

マルチR2A　18：30～21：00

わくわく未来塾　

マルチR1A　13：00～16：00
15名　駐車場15台
生涯学習課

生涯学習課

マルチR2A　18：30～21：00

わくわく未来塾　

22 23

15名　駐車場15台
生涯学習課

17 18 19 20 21
わくわく未来塾　



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 わくわく未来塾　 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) よさこい＆ダンスレッスン (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R2A　18：30～21：00 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 15名　駐車場15台 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 県央オープンラージボール卓球大会 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 アリーナ全体　8:00～18:00 三条市生涯学習課

210名　駐車場120台
第42回さんしんファミリーバレーボール 三条卓球連盟 すこやか北越銀行杯第33回新潟県小学生
大会 バレーボール大会
アリーナ全　時間調整中 アリーナ全体　9：00-20：00
500名　駐車場300台 マルチR3EF　9：00-20：00
三条信用金庫 250名　駐車場100台

三条市バレーボール協会

法律相談 特定健康診査・胸部レントゲン検診 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 アリーナ全体　8:30～17:00 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 マルチR3C～F　11:00～14:00 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 ロビー　8:30～17:00 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

(340名　駐車場200台　健診車2台) 人数未定 マルチR2全体　9：00-22：00 スタジオ全体　9:00～22:00 スタジオ全体　9:00～22:00
健康づくり課　健診課 新潟県高等学校体育連盟 マルチR3CDEF　9：00-22：00 100名　駐車場50台 ホワイエ　9:00～22:00

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

マルチR2全体　9：00-22：00 アリーナ全体　9：00-22：00
法律相談 多目的練習場　9：00-22：00 マルチR2全体　9：00-22：00
スタジオ3　9:30～12:30 人数未定 多目的練習場　9：00-22：00
5名　駐車場5台 新潟県高等学校体育連盟 人数未定
新潟県弁護士会 新潟県高等学校体育連盟

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R3C～F　11:00～14:00
ロビー　8:30～17:00
(340名　駐車場200台　健診車2台)
健康づくり課　健診課

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 よさこい＆ダンスレッスン (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 スタジオ全体　9:00～22:00
100名　駐車場50台 ホワイエ　9:00～22:00

パラスポーツ　ユニバーサルスポーツ体験会 三条市生涯学習課 250名　駐車場200台
マルチR3CD　15：00～22：00 三条市生涯学習課
三条市スポーツ協会 パラスポーツ　ユニバーサルスポーツ体験会

アリーナ全体　9：00～13：00 県央社会人バドミントンリーグ戦
マルチR3CD　9：00～13：00 アリーナ全　9：00-18：00
三条市スポーツ協会 710名　駐車場300台

新潟県バドミントン協会県央支部
体文フェスタ
アリーナ全体　12:00～18:00
マルチR2BC　12:00～18:00
まちづくり会社

ふじの木保育園発表会（リハーサル） 37回ニシカワバンドコンサート 法律相談 なでしこ青空保育園発表会（リハ） なでしこ青空保育園発表会（本番） 県央フットサルリーグ
ホール全　9：30～12：00 ホール全　8：30～20：30 スタジオ3　9:30～12:30 ホール全　9：00～22：00 ホール全　9：00～13：00 アリーナ全体　9：00-20：00
110名　4台 スタジオ1.3　10：00～20：00 5名　駐車場5台 スタジオ全　9：00～22：00 スタジオ全　9：00～13：00 130名　100台　
ふじの木保育園 マルチ3C　11：30～13：30 新潟県弁護士会 マルチR1A　16：00～22：00 マルチR1A　9：00～13：00 三条市サッカー協会

420名　300台 40名　20台 230名　150台
法律相談 ニシカワバンド なでしこ青空保育園 なでしこ青空保育園 音楽コンサート
スタジオ3　9:30～12:30 ホール全体　9：00～18：00
5名　駐車場5台 マルチ3CDE　9：00～18：00
新潟県弁護士会 美幸流日本舞踊体験教室 スタジオ全　9：00～18：00

マルチR1A　13：00～16：00 500名　250台
15名　駐車場15台
生涯学習課 （一財）民主音楽協会

健診結果説明会 ふじの木保育園発表会（リハーサル）
マルチR1全体　8：30～13：00 ホール全　9：30～12：00
20人　駐車場20台 スタジオ1　9：30～12：00
健康づくり課保険指導係 110名　4台

ふじの木保育園

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

日
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15名　駐車場15台
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生涯学習課

三条市体育文化会館　令和4年　11月利用予定（令和4年3月末日現在）
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法律相談 ふじの木保育園　発表会 ふじの木保育園　発表会 社交ダンスパーティー
スタジオ3　9:30～12:30 (リハーサル) (本番) アリーナ全体　12:00～16:00
(5名　駐車場5台) マルチホール全体　9:30～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00 マルチR3C　12:00～16:00
新潟県弁護士会 スタジオ全部　9:30～22:00 マルチR1A　9:00～13:00 (100名　駐車場180台)

(110名　駐車場4台) スタジオ全部　9:00～13:00 三条ダンスクラブ
ふじの木保育園 (330名　駐車場110台)

ふじの木保育園 東新岳風会　吟道大会
ホール全体　9:00～17:00

よさこい＆ダンスレッスン 東新岳風会　吟道大会 マルチR2全体　9:00～17:00
ホール全体　17:00～22:00 マルチR3D～F　9:00～17:00
マルチR2全体　17:00～22:00 スタジオ全体　9:00～17:00
マルチR3C～F　17:00～22:00 110名　駐車場40台
スタジオ全部　17:00～22:00 東新岳風会
110名　駐車場40台
東新岳風会　

令和4年度ウインターフェスティバル 令和4年度ウインターフェスティバル 法律相談 体文フェスタ 会長杯争奪バドミントン団体選手権大会
準備 本番 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　12:00～18:00 アリーナ全体　8:30～19:00
アリーナ全面　16：00～22：00 アリーナ全面　9：00～12：30 (5名　駐車場5台) マルチR2BC　12:00～18:00 (210名　駐車場100台)
マルチR1A　16：00～22：00 マルチR1A　9：00～12：30 新潟県弁護士会 まちづくり会社 三条バドミントン協会
マルチR2全体　16:00～22:00 マルチR2全体　9：00～12：30
30名　駐車場30台 ロビー　9：00～12：30
三条市特別支援教育研究協議会 400名　バス12台　乗用車40台

三条市特別支援教育研究協議会
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 法律相談 わくわく文化未来塾 わくわく文化未来塾 新潟県弓道連盟　県内昇段審査会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン 美幸流日本舞踊体験教室 マルチR2BC　9:00～17:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00 マルチR3EF　9:00～17:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台) 多目的練習場　9:00～17:00

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 ランニング走路
( 60名　駐車場30台）

三条市サッカー協会 新潟県弓道連盟
会長杯フットサル大会U14　兼
新潟県選抜中学生フットサル大会 三条市サッカー協会
県央地区予選 会長杯フットサル大会U14　兼
アリーナ全体　8:00～22:00 新潟県選抜中学生フットサル大会
(160名　駐車場100台) 県央地区予選
三条市サッカー協会 アリーナ全体　8:00～19:00

(160名　駐車場100台)
三条市サッカー協会

法律相談 法律相談 県央フットサル　ミックス1DAY大会 県央フットサルリーグ(3日目)
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 アリーナ全体　9:00～20:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (52名　駐車場50台) (105名　駐車場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 三条市サッカー協会

三条市吹奏楽団クリスマスコンサート 三条市吹奏楽団lクリスマスコンサート
(リハーサル) (本番)
マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　9:00～19:00
(40名　駐車場30台) スタジオ全体　9:00～19:00
三条市吹奏楽団 (520名　駐車場200台)

三条市吹奏楽団

第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会
(準備) (準備) (準備) (準備) (準備) (準備)
マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00
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 三条市健康づくり課 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00

三条市健康づくり課 三条市健康づくり課
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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15名　駐車場15台
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三条市体育文化会館　令和4年　12月利用予定（令和4年3月末日現在）
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第18回三条市元旦マラソン大会
(本番)
アリーナ全体　6:00～22:00
マルチホール全体　6:00～15:00
マルチR1AB　6:00～22:00
マルチR2全体　6:00～15:00
マルチR3C～F　6:00～15:00
スタジオ全体　6:00～15:00
(1150名　駐車場300台)
三条市健康づくり課

第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 法律相談 わくわく未来塾　 令和5年度　消防出初式(準備) 令和5年度　消防出初式(本番)
(片付け) (片付け) (片付け) スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン マルチホール全体　17:00～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00
マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 (5名　駐車場5台) マルチR2A　18：30～21：00 マルチR3C～E　17:00～22:00 マルチR3C～E　9:00～13:00
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 新潟県弁護士会 15名　駐車場15台 スタジオ全体　17:00～22:00 スタジオ全体　9:00～13:00

三条市消防本部 三条市陬防本部

体文フェスタ 県央フットサルリーグ(4日目)
アリーナ全体　12:00～18:00 アリーナ全体　9:00～20:00
マルチR2BC　12:00～18:00 (105名　駐車場100台)
まちづくり会社 三条市サッカー協会

2022NGSフットサル大会U12 法律相談 法律相談 JFA女子サッカーデー　兼 JFA女子サッカーデー　兼
アリーナ全体　9:00～18:00 スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 第15回三条市サッカー協会 第15回三条市サッカー協会
(240名　駐車場80台) (5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) 女子フットサル大会 女子フットサル大会
Noedegrati Sanjo FC 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 アリーナ全体　8:00～17:00 アリーナ全体　8:00～17:00

(駐車場120台) マルチR2全体　12:00～17:00
新潟県サッカー協会 (150名　駐車場150台)

新潟県サッカー協会

法律相談 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展
スタジオ3　9:30～12:30 (設営) (設営) (一般鑑賞　9時～16時) (一般鑑賞　9時～16時)
(5名　駐車場5台) アリーナ全体　13:00～22:00 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
新潟県弁護士会 (30名　駐車場30台) (30名　駐車場30台) (1206名　駐車場150台) (1206名　駐車場150台)

三条市教育委員会 三条市教育委員会 三条市教育委員会 三条市教育委員会
小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課

法律相談 わくわく文化未来塾 わくわく文化未来塾
スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン 美幸流日本舞踊体験教室
(5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00
新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台)

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課
どれみ保育園　発表会
(荷物搬入) どれみ保育園　発表会 どれみ保育園　発表会
マルチホール全体　9:00～22:00 (リハーサル) (本番)
スタジオ1　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　8:00～13:30
どれみ保育園 マルチルーム1A　11:00～22:00 マルチルーム1A　8:00～13:00

スタジオ全体　9:00～22:00 スタジオ全体　8:00～13:30
どれみ保育園 どれみ保育園　

三条市新春小・中学校書初展 法律相談 法律相談 中越地区フットサル大会U14 三条地区卓球選手権大会
(一般鑑賞　9時～12時) スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 兼　新潟県選抜中学生フットサル大会 アリーナ全体　8:00～18:00
(会場撤去　12時～18時) (5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台 中越予選 マルチR3CD　12:00～13:00
アリーナ全体　9:00～18:00 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 アリーナ全体　8:00～19:00 (520名　駐車場100台)
(156名　駐車場50台) (105名　駐車場50台) 三条卓球連盟
三条市教育委員会 三条市サッカー協会
小中一貫教育推進課

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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三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

法律相談 わくわく未来塾　 新潟米の陣IN三条2023(本番) 新潟米の陣IN三条2023(本番)
スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン 全館　9:00～22:00 全館　9:00～22:00
5名　駐車場5台 マルチR2A　18：30～21：00 1050名　駐車場1000台 1050名　駐車場1000台
新潟県弁護士会 15名　駐車場15台 三条まちづくり会社 三条まちづくり会社

新潟米の陣IN三条2023(会場設営)
アリーナ全体　9:00～22:00
ホール全体　9:00～22:00
マルチR1A　9:00～22:00
ホワイエ・交流広場　9:00～22:00
三条まちづくり会社

新潟米の陣IN三条2023(撤去作業) 法律相談 法律相談 チャレンジ・ゲームズin体育文化会館 チャレンジ・ゲームズin体育文化会館 三条市民フットサル大会
アリーナ全体　9:00～22:00 スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 (準備) (本番) アリーナ全体　8:00～20:00
ロビー・ホワイエ・交流広場 (5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) アリーナ全体　15:00～22:00 アリーナ全体　7:00～14:00 (205名　駐車場150台)
9:00～22:00 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市健康づくり課 マルチR1A　7:00～14:00 三条市スポーツ協会
20名　駐車場20台 (130名　駐車場130台)
三条まちづくり会社 三条市健康づくり課 剣道称号受審者講習会

マルチR1A　8:30～17:00
(20名　駐車場20台)
三条剣道会

法律相談 法律相談 わくわく文化未来塾 剣道指導者講習会 剣道指導者講習会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン 「指導法」 「日本剣道形」
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 アリーナ全体　8:30～18:00 アリーナ全体　8:30～18:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) マルチR1A　8:30～22:00 マルチR1A　8:30～18:00

三条市生涯学習課 (60名　駐車場60台) (100名　駐車場100台)
三条剣道会 三条剣道会

音楽会(練習)
マルチホール全体　8:30～13:00 音楽会(本番)
(120名　駐車場5台) マルチホール全体　8:30～13:00
本成寺保育園 (360名　駐車場120台)

本成寺保育園

法律相談 法律相談 令和4年度　三条市スポーツ協会表彰式 令和4年度　三条市スポーツ協会表彰式 体文フェスタ
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 マルチホール全体　15:00～22:00 ホール全体　9:00～13:00 アリーナ全体　12:00～18:00
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) 三条市スポーツ協会 スタジオ1.3　9:00～13:00 マルチR2BC　12:00～18:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市スポーツ協会 まちづくり会社

わくわく文化未来塾
美幸流日本舞踊体験教室
マルチR1A　13:00～16:00
(15名　駐車場15台)
三条市生涯学習課

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

13 14

27 28

5

12

19

20 21 22 23 24 25 26

11

15 16 17 18

4

生涯学習課

1 2 3

6 7 8 9 10

三条市体育文化会館　令和5年　2月利用予定（令和4年3月末日現在）

月 火 水 木 金 土 日



三条市体育文化会館　令和4年　10月利用予定（令和4年3月末日現在）

法律相談 三条市バレーボール協会 新春バドミントン大会
スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン ジュニアバレーボール合同練習会 アリーナ全体　8:30～19:00
(5名　駐車場5台) アリーナ全体　9:00～18:00 260名　駐車場100台
新潟県弁護士会 マルチR1A　9:00～18:00 三条バドミントン協会

(150名　駐車場50台)
三条市バレーボール協会

法律相談 法律相談 県央フットサルリーグ(6日目)
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) (105名　駐車場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 法律相談 わくわく文化未来塾 わくわく文化未来塾 三条バドミントン同好会　71回大会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンスレッスン 美幸流日本舞踊体験教室 アリーナ全体　8:30～17:00
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00 (120名　駐車場120台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台) 三条バドミントン同好会　

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課)
新潟県弓道連盟　参・四段講習会
マルチR2C　9:00～17:00
マルチR3F　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00
ランニング走路
(43名　駐車場35台)

生涯学習課文化祭事業
マルチホール全体　9:00～22:00
スタジオ全体　9:00～22:00
マルチR3CD　9:00～22:00
NPO法人三条おやこ劇場

高等学校卓球選抜大会 法律相談 体文フェスタ 県央フットサルリーグ(8日目)
アリーナ全　9：00～18：00 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　12:00～18:00 アリーナ全体　9:00～20:00
マルチR1A　9：00～18：00 (5名　駐車場5台) マルチR2BC　12:00～18:00 (105名　駐車場100台)
250名　 新潟県弁護士会 まちづくり会社 三条市サッカー協会
新潟縣卓球連盟高校専門委員会

新潟県弓道連盟　中越地区講習会
法律相談 マルチR2全体　9:00～17:00
スタジオ3　9:30～12:30 マルチR3F　9:00～17:00
(5名　駐車場5台) 多目的練習場　9:00～17:00
新潟県弁護士会 ランニング走路

(55名　駐車場10台)
三条市弓道会

2023輝いて生きる～弥生に舞う～
マルチホール全体　9:00～16:00
マルチR1A　9:00～16:00
マルチR3CD　11:00～16:00
スタジオ全体　9:00～16:00
(330名　駐車場300台)
日本舞踊　美幸流　鴻扇会

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