
法律相談 縁日＆クラフトビアガーデン(準備) 縁日＆クラフトビアガーデン 三条市民体育祭剣道大会(会場設営) 三条市民体育祭剣道大会
マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 マルチR2全体　18:00～22:00 マルチR2全体　9:00～18:00
5名　駐車場2台 マルチR3CD　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 15名　駐車場15台 マルチR3EF　9:00～18:00
新潟県弁護士会 マルチR2全体　9:00～22:00 マルチR3CD　9:00～22:00 三条市スポーツ協会 130名　駐車場100台

スタジオ全部　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00 三条市
多目的練習場　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00 縁日＆クラフトビアガーデン
ロビー・交流広場　9:00～22:00 多目的練習場　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 縁日＆クラフトビアガーデン
三条まちづくり会社 ロビー・交流広場　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00

三条まちづくり会社 マルチR3CD　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
マルチR2全体　9:00～18:00 マルチR3CD　9:00～22:00
スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00
多目的練習場　9:00～22:00 多目的練習場　9:00～22:00
ロビー・交流広場　9:00～22:00 ロビー・交流広場　9:00～22:00
三条まちづくり会社 三条まちづくり会社

縁日＆クラフトビアガーデン（撤去） 法律相談 法律相談
マルチホール全体　9:00～22:00 マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30
ロビー・交流広場　9:00～22:00 5名　駐車場2台 5名　駐車場2台
三条まちづくり会社 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

法律相談 法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

法律相談 法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

法律相談 第23回　会員と市民の集い(会場準備)
マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～22:00
5名　駐車場2台 100名　駐車場100台
新潟県弁護士会 文団協三条支部

法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台
新潟県弁護士会
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第23回会員と市民の集い 第23回会員と市民の集い 第23回会員と市民の集い
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
マルチホール全体　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
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R2全体　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00
マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00
スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00 300名　駐車場300台
300名　駐車場300台 300名　駐車場300台 文団協三条支部
文団協三条支部 文団協三条支部

市民総合体育祭　弓道競技大会
マルチR2全体　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00
170名　駐車場170台
三条市

第23回会員と市民の集い(会場撤去) 法律相談 法律相談 新潟高段者大会(会場設営) 新潟高段者大会
アリーナ全体　9:00～12：00 マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　13:00～22:00 アリーナ全体　9:00～18:00
30名　駐車場30台 5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1A　13:00～22:00 マルチR1A　9:00～18:00
文団協三条支部 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 20名　駐車場20台 120名　駐車場120台

新潟県剣道連盟 新潟県剣道連盟

第69回新潟日報社杯争奪
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
120名　駐車場60台
三条九重会

法律相談 運動会(雨天時)リハーサル 法律相談 運動会(雨天時)前日会場準備 運動会(雨天時)本番 令和5年度　第19回
マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:30～11:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　16:00～22:00 アリーナ全体　9:00～12:30 市民総合体育祭バドミントン大会
5名　駐車場2台 40名　駐車場10台 5名　駐車場2台 20名　駐車場4台 340名　駐車場130台 アリーナ全体　8:30～19：00
新潟県弁護士会 松葉幼稚園 新潟県弁護士会 松葉幼稚園 松葉幼稚園 310名　駐車場150台

三条市

県下弓道三条大会 法律相談 県央地区中学校新人体育大会　 県央地区中学校新人体育大会 県央地区中学校新人体育大会 フットサル1day大会
マルチR2全体　9:00～17:00 マルチスタジオ3　9:30～12:30 卓球競技(前日準備) 卓球競技 卓球競技(予備日) (オープンクラス2回目)
マルチR3EF　9:00～18:00 5名　駐車場2台 アリーナ全体　15:00～22:00 アリーナ全体　7:00～18:00 アリーナ全体　7:00～18:00 アリーナ全体　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00 新潟県弁護士会 マルチR1A　15:00～22:00 マルチR1A　7:00～18:00 マルチR1A　7:00～18:00 105名　駐車場80台
ランニング走路　9：00～17：00 20名　駐車場5台 250名　駐車場100台 250名　駐車場100台 三条市サッカー協会
180名　駐車場70台 県央地区中学校体育連盟 県央地区中学校体育連盟 県央地区中学校体育連盟
三条弓道会

法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台
新潟県弁護士会

法律相談 法律相談 文化の祭典(照明準備) 文化の祭典(リハーサル)
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 伝承匠の会 スタジオ全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 200名　駐車場150台

伝承匠の会

新潟県壮年剣道大会　
にいがたねんりんピック(会場設営)
アリーナ全体　13:00～22:00
マルチR1A　13:00～22:00
20名　駐車場20台
新潟県剣道連盟
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文化の祭典(本番)
マルチホール全体　9:00～18:00
マルチR2全体　9:00～18:00
マルチR3B～F　9:00～18:00
スタジオ全部　9:00～18:00
500名　駐車場200台
伝承匠の会

新潟県壮年剣道大会　
にいがたねんりんピック(本番)
アリーナ全体　9:00～19:00
マルチR1A　9:00～19:00
170名　駐車場170台
新潟県剣道連盟

令和4年度安全運転管理者等講習会 令和5年度三条市小学校音楽祭(準備) 令和5年度三条市小学校音楽祭 令和5年度三条市小学校音楽祭 三条市美術展(作品搬入) 三条市美術展(審査会・展示作業)
マルチホール全体　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 マルチホール全体　8:00～19:00 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00
スタジオ1　8:00～16:00 スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　8:00～22:00 スタジオ全部　8:00～19:00 マルチホール全部　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
ホワイエ　8:00～16:00 25名　駐車場25台 520名　駐車場120台バス最大10台 520名　駐車場120台バス最大10台 マルチR1A　9:00～22:00 マルチ1A　9：00～22：00
210名　駐車場200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 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチ2全体　9：00～22：00
一般社団法人　 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチ3全体　9：00～22：00
新潟県安全運転管理者協会 三条市美術展(会場設営) スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00

アリーナ全体　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00
法律相談 マルチR1A　9:00～22:00 150名　駐車場100台 100名　駐車場100台
マルチスタジオ3　9:30～12:30 スタジオ1　9:00～22:00 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課
5名　駐車場2台 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00
新潟県弁護士会 三条市生涯学習課

三条市美術展(展示作業) 三条市美術展(展示作業) 三条市美術展(展示作業) 三条市美術展(展示作業) 三条市美術展(展示作業・表彰式リハ) 三条市美術展(会期①表彰式) 三条市美術展(会期②)
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 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
マルチホール全体　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 マルチホール全体　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 マルチホール全体　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 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
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R2AB　9:00～22:00 マルチR2AB　9:00～22:00 マルチR2AB　9:00～22:00
マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00
スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00
ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00
100名　駐車場100台 100名　駐車場100台 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 駐車場250台 駐車場250台
三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課

法律相談
法律相談 マルチスタジオ3　9:30～12:30
マルチスタジオ3　9:30～12:30 5名　駐車場2台
5名　駐車場2台 新潟県弁護士会
新潟県弁護士会

三条市美術展(会期③) 三条市美術展(会期④作品返却) 三条市美術展(片付け) 法律相談 第17回県央フットサルリーグ
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 マルチスタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～20:00
マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00 5名　駐車場2台 120名　駐車場80台
マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会
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R3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00
スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00 スタジオ1　9:00～22:00
ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00 ロビー・ホワイエ　9:00～22:00
800名　駐車場150台 600名　駐車場150台 三条市生涯学習課
三条市生涯学習課 三条市生涯学習課

法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台
新潟県弁護士会

法律相談 令和5年度中学校音楽祭(準備) 令和5年度中学校音楽祭 剣道　指導者講習会「指導法」 剣道　指導者講習会「日本剣道形」
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチホール全体　15:00～22:00 マルチホール全体8:00～19:00 アリーナ全体　9:00～18:00 アリーナ全体　9:00～18:00
5名　駐車場2台 スタジオ全部　15:00～22:00 スタジオ全部　8:00～19:00 マルチR1A　9:00～18:00 マルチR1A　9:00～18:00
新潟県弁護士会 30名　駐車場30台 530名　駐車場200台　バス10台 マルチR2全体　9:00～18:00 マルチR2全体　9:00～18:00

三条市教育委員会 三条市教育委員会 80名　駐車場80台 120名　駐車場120台
新潟県剣道連盟 新潟県剣道連盟

法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台
新潟県弁護士会
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令和5年度　三条市表彰式(準備) 令和5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
マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　7:30～13:00 (リハーサル・準備) (本番)
マルチR1全体　13:00～22:00 マルチR1全体　7:30～13:30 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～19:00
マルチR2全体　13:00～22:00 マルチR2全体　7:30～13:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～19:00
マルチR3全体　13:00～22:00 マルチR3全体　7:30～13:00 スタジオ全部　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～19:.00
スタジオ全部　13:00～22:00 スタジオ全部　7:30～13:00 150名　駐車場50台 マルチR3全体　9:00～19:00
ロビー・ホワイエ　13:00～22:00 ロビー・ホワイエ　7:30～13:00 三条市生涯学習課 スタジオ全部　9:00～19:00
25名　駐車場5台 220名　駐車場150台 ホワイエ　9:00～19:00
三条市役所政策推進課 三条市役所政策推進課 450名　駐車場150台

三条市生涯学習課

法律相談 法律相談 第43回さんしん 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
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 ファミリーバレーボール大会(準備) (リハーサル・準備) (本番)
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1A　16:00～22:00 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 新潟県弁護士会 5名　駐車場3台 マルチR3C～F　9:00～22:00 マルチR3C～F　9:00～22:00

三条信用金庫 スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00
50名　駐車場20台 ホワイエ　9:00～22:00
三条市生涯学習課 200名　駐車場100台

三条市生涯学習課
第43回さんしん
ファミリーバレーボール大会(準備) 第43回さんしん
マルチR1A　9:00～22:00 ファミリーバレーボール大会(本番)
三条信用金庫 アリーナ全体　7:00～19:00

マルチR1A　7:00～19:00
500名　駐車場300台
三条信用金庫

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
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 (リハーサル・準備) (本番)
5名　駐車場2台 5名　駐車場2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

スタジオ全部　9:00～22:00 スタジオ全部　9:00～22:00
50名　駐車場30台 ホワイエ　9:00～22:00
三条市生涯学習課 200名　駐車場100台

三条市生涯学習課

第17回県央フットサルリーグ
アリーナ全体　9:00～22:00
120名　駐車場80台
三条市サッカー協会

法律相談 法律相談 発表会(準備) 発表会(本番) 県央社会人バドミントンリーグ戦
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～13:30 アリーナ全体　8:30～17:00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～13:30 710名　駐車場300台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 スタジオ全部　9:00～22：00 スタジオ全部　9:00～13:30 新潟県バドミントン協会県央支部

30名　駐車場30台 230名　駐車場200台
なでしこ青空保育園 なでしこ青空保育園 発表会

マルチホール全体　9:00～17:00
マルチR1A　9:00～17:00
マルチR2全体　9:00～17:00
マルチR3B～F　9:00～17:00
スタジオ1.3　9:00～17:00
100名　駐車場40台
フラスタジオ　ラウレア

法律相談 法律相談
マルチスタジオ3　9:30～12:30 マルチスタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会
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三条市体育文化会館　令和5年11月利用予定
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