
第4回　ツナガルフォーラム 第4回　ツナガルフォーラム ニシカワバンド38回コンサート
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　8:00～19:30
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　12:00～13:00
マルチR1A　9:00～22：00 マルチR1A　9:00～22：00 スタジオ1・3　9:00～19:00
マルチR2全体　9:00～22:00 マルチR2全体　9:00～22:00 420名　駐車場250台
マルチR3全体　9:00～22:00 マルチR3全体　9:00～22:00 ニシカワバンド
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・屋外広場 ロビー・ホワイエ・屋外広場 交流会
9:00～22:00 9:00～22:00 アリーナ全体　12:00～16:00
50名　駐車場10台 500名　駐車場200台 マルチR3C　12:00～16:00
三条市　福祉課 三条市　福祉課 50名

三条ダンスクラブ

法律相談 (仮)在宅医療推進市民講演会 発表会リハーサル準備 発表会 第１４回会長杯争奪団体大会
スタジオ3　9:30～12:30 (下見・リハーサル) マルチホール全体　9:30～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00 アリーナ全体　8:30～19:00
5名　駐車場2台 マルチホール全体　13:00～17:00 スタジオ全部　9:30～22:00 スタジオ全部　9:00～13:00 310人　駐車場150台
新潟県弁護士会 5名　 125名　駐車場25台 475名　駐車場250台 三条バドミントン協会

三条市福祉保健部高齢介護課 ふじの木保育園 ふじの木保育園
発表会リハーサル
ホール全体　9：30～12：00 法律相談 体文スポーツフェスタ
76名　駐車場3台 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～17:00
ふじの木保育園 5名　駐車場2台 マルチR2全体　13:00～17:00

新潟県弁護士会 多目的練習場　9:00～17:00
三条まちづくり会社

法律相談 法律相談 新潟県弓道連盟　県内審査会 新潟県弓道連盟　県内審査会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 マルチR2B　21:00～22:00 マルチR2BC　9:00～17:00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 多目的練習場　20:00～22:00 マルチR3D～F　9:00～17:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 20名　駐車場10台 多目的練習場　9:00～17:00

新潟県弓道連盟　 ランニング走路使用
195名　駐車場30台

(仮)在宅医療推進市民講演会 新潟県弓道連盟
マルチホール全体　9:00～17:00
マルチR3CD　9:00～17:00 三条市サッカー協会会長杯
スタジオ全体　9:00～17:00 フットサル大会U-14
ホワイエ　9:00～17:00 (兼　新潟県中学生フットサル大会
315名　駐車場300台 県央地区予選)
三条市福祉保健部高齢介護課 アリーナ全体　8:00～19:00

300名　駐車場50台
わくわく文化未来塾 三条市サッカー協会
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

三条市サッカー協会会長杯
フットサル大会U-14
(兼　新潟県中学生フットサル大会
県央地区予選)
アリーナ全体　8:00～22:00
300名　駐車場50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2台 5名　駐車場2台 102人　駐車場80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
スタジオ3　9:30～12:30 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12月利用予定

月 火 水 木 金 土 日



法律相談 法律相談 令和6年度　三条市消防出初式 令和6年度　三条市消防出初式
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 (式典事前準備) (本番)
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチホール全体　17:00～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 スタジオ全部　17:00～22:00 マルチR3C～E　9:00～13:00

5名　駐車場5台 スタジオ全部　9:00～13:.00
三条市消防本部 70名　駐車場50台

三条市消防本部
体文スポーツフェスタ
アリーナ全体　9:00～17:00 NGS杯　U12フットサル大会
マルチR2全体　13:00～17:00 アリーナ全体　9:00～18:00
多目的練習場　9:00～17:00 260名　駐車場100台
三条まちづくり会社 Noedegrati Sanjo FC

NGS杯　U12フットサル大会 法律相談 法律相談 New year Concert 2024 New year Concert 2024
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 マルチホール全体　9:00～22:00 マルチホール全体　9:00～22:00
260名　駐車場100台 5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 スタジオ全部　9:00～22:00 マルチR3CD　9:00～22:00
Noedegrati Sanjo FC 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条まちづくり会社 スタジオ全部　9:00～22:00

三条まちづくり会社

県央フットサルリーグ
アリーナ全体　9：00～20：00
102人　駐車場80台
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 三条地区卓球選手権大会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 美幸流日本舞踊体験教室 アリーナ全体　8:00～18:00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1A　13:00～16:00 マルチR3CD　12:00～13:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 15名　駐車場15台 530名　駐車場150台

三条市生涯学習課 三条卓球連盟

県央フットサルフェスタ
アリーナ全体　8：00～18：00
240人　駐車場80台
新潟県サッカー協会県央４種委員会

法律相談 法律相談 中越地区フットサル大会U-14 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 （兼新潟県中学生フットサル大会 アリーナ全体　9：00～20：00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 中越地区大会） 102人　駐車場80台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 アリーナ全体　8：00～19：00 三条市サッカー協会

150名　駐車場30台
中越地区・長岡市・柏崎市
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2台
新潟県弁護士会
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三条市体育文化会館　令和6年1月利用予定

月 火 水 木 金 土 日



法律相談 体文スポーツフェスタ 新春大会（バドミントン）
スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～17:00 アリーナ全体　8：30～19：00
5名　駐車場2台 マルチR2全体　13:00～17:00 310人　駐車場150台
新潟県弁護士会 多目的練習場　9:00～17:00 三条市バドミントン協会

三条まちづくり会社

法律相談 法律相談 三条市主催スポーツイベント
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 全館　9：00～22：00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 三条市スポーツ振興室
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

三条市スポーツ振興室
三条まちづくり会社

三条市スポーツ振興室
三条まちづくり会社

三条市民フットサル大会 法律相談 法律相談 令和5年度　一般社団法人 令和5年度　一般社団法人 三条市民フットサル大会
(フレンドリーの部) スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 三条市スポーツ協会　表彰式 三条市スポーツ協会　表彰式 (一般の部　予選)
アリーナ全体　9:00～20:00 5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 (前日準備) (本番) アリーナ全体　9:00～20:00
65名　駐車場50台 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 マルチホール全体　15:00～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00 125名　駐車場100台
三条市スポーツ協会 一般社団法人三条市スポーツ協会 スタジオ1.3　9:00～13:00 三条市スポーツ協会

一般社団法人三条市スポーツ協会

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 法律相談 三条市民フットサル大会 JFA女子サッカーデー2023in三条 JFA女子サッカーデー2023in三条
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 (一般の部　決勝T) 第15回三条市サッカー協会 第15回三条市サッカー協会
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 アリーナ全体　9:00～20:00 女子フットサル大会 女子フットサル大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 105名　駐車場80台 (レディースの部) (U-12・ママさんの部)

三条市スポーツ協会 アリーナ全体　9:.00～18:00 アリーナ全体　9:.00～18:00
120名　駐車場120台 マルチR2全体　12:00～18:00
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 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2台 5名　駐車場2台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

全館　9：00～22：00

全館　9：00～22：00

・1日かぎりの吹奏楽

・指導者スキルアップ講座

　スポーツ応援企画

・三条市主催スポーツイベント

・1日かぎりの吹奏楽

・三条市主催スポーツイベント
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三条市体育文化会館　令和6年2月利用予定

月 火 水 木 金 土 日



三条市主催スポーツイベント 三条市主催スポーツイベント 三条市主催スポーツイベント
全館　9：00～22：00 全館　9：00～22：00 全館　9：00～22：00
三条市スポーツ振興室 三条市スポーツ振興室 三条市スポーツ振興室

法律相談 法律相談 指導者スキルアップ講座 人形劇「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 スポーツ応援企画 マルチホール全体　9:00～18:00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1全体　9:00～16:00 マルチR3CD　9:00～18:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 マルチR2全体　9:00～16:00 スタジオ全部　9:00～18:00

三条まちづくり会社 470名　駐車場200台
NPO法人三条おやこ劇場

令和5年度
新潟県バドミントン協会県央支部
バドミントン大会
アリーナ全体　8:30～19:00
200名　駐車場150台
新潟県バドミントン協会県央支部

法律相談 法律相談 わくわく文化未来塾 新潟県弓道連盟　春季参四段講習会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 美幸流日本舞踊体験教室 マルチR3F　9:00～17：00
5名　駐車場2台 5名　駐車場2台 マルチR1A　13:00～16:00 多目的練習場　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 ランニング走路使用

三条市生涯学習課 43名　駐車場45台
新潟県弓道連盟　

体文スポーツフェスタ
アリーナ全体　9:00～17:00 三条バドミントン同好会　
マルチR2全体　13:00～17:00 第73回大会
多目的練習場　9:00～17:00 アリーナ全体　8：30～17：00
三条まちづくり会社 120人　駐車場120台

三条バドミントン同好会　

法律相談 高等学校卓球選抜大会 法律相談 2024「輝いてい生きる」
スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～18:00 スタジオ3　9:30～12:30 弥生に舞う
5名　駐車場2台 マルチR1A　9:00～18:00 5名　駐車場2台 マルチホール全体　9:00～16:00
新潟県弁護士会 250名　駐車場50台 新潟県弁護士会 マルチR1A　9:00～16:00

新潟県卓球連盟高校専門委員会 マルチR3CD　11:00～16:00
スタジオ全部　9:00～16:00
330名　駐車場250台
日本舞踊美幸流　鴻扇会

県央フットサルリーグ
アリーナ全体　9：00～20：00
102人　駐車場80台
三条市サッカー協会

法律相談 にいがた米の陣in三条 にいがた米の陣in三条 にいがた米の陣in三条
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 アリーナ全体　9:00～22:00
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 マルチホール全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 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
多目的練習場　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・ホワイエ・屋外広場 ロビー・ホワイエ・屋外広場 ロビー・ホワイエ・屋外広場
9:00～22:00 9:00～22:00 9:00～22:00
30名 800名 800名
三条まちづくり会社 三条まちづくり会社 三条まちづくり会社
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