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施設カレンダー　　令和5年3月　(令和5年3月23日　現在)

月 火 水 木

6 7

・町のピアニストリレー
　コンサート

5

・法律相談 ・わくわく文化未来塾
・ジュニアバレーボール
　合同練習会

・新春バドミントン大会

・法律相談 ・法律相談 ・スポーツ応援企画

・にじいろキッズプレコンサート

19

8 9 10 11 12

・県央フットサルリーグ

・法律相談 ・わくわく文化未来塾 ・わくわく文化未来塾

13 14 15 16 17 18

・三条バドミントン同好会
　71回大会

・「NPO法人
　三条おやこ劇場」

・法律相談

20 21 22 23 24 25 26

・法律相談 ・スポーツフェスタ ・県央フットサルリーグ

・2023”輝いて生きる”
　弥生に舞う

27 28 29 30 31

・信田音楽教室　発表会
・新潟県弓道連盟
　中越地区講習会

・新潟県弓道連盟
　参・四段講習会

・高等学校卓球選抜大会



・令和5年度三条市立学校
　転入教職員・新採用
　教職員面識式

・こだまジュニアクラブ
　バレーボール 準備

・ハンドメイドイベント

・こだまジュニアクラブ
　バレーボール

・第2回
　三条イーストライオンズクラブ
　杯ドッジボール大会　準備

・第2回
　三条イーストライオンズクラブ
　杯ドッジボール大会

10 11 12

・伝統芸能の集い
　文化の祭典

・三条杯争奪
　高等学校剣道大会

・法律相談 ・法律相談
・三条杯争奪
　高等学校剣道大会

24 25 26 27 28 29 30

22 23

・三条高等学校新入生校外
　オリエンテーション

・法律相談 ・薬師の郷　講習会 ・法律相談
・新潟県中学校体育連盟
　審判講習会

17 18 19 20 21

・法律相談 ・法律相談

・令和5年度三条市立学校
　転入教職員・新採用
　教職員面識式　準備

14 1513 16

9

・そよかぜ会
　そよかぜピアノ発表会

・法律相談 ・法律相談

3 4 5 6 7 8

2

・ハンドメイドイベント
　荷物搬入

・川村音楽教室
　ピアノ発表会

1

施設カレンダー　　令和5年4月　(令和5年3月23日　現在)

月 火 水 木 金 土 日



29 30

・法律相談

31

・QCサークル大会

・新潟県高等学校体育大会
　バスケットボール大会

27

・法律相談

・三条祭り大名行列

・食品ロス対策講座
・新潟県高等学校体育大会
　バスケットボール大会

・令和5年度新潟県高等学校
　春季地区体育大会
　中越地区バドミントン大会

・新潟県かるた協会
　合同強化練習会

・日本郵政三条管轄職員
　定期健康診断

22

・三条祭り大名行列 ・法律相談

・硬派弦楽アンサンブル
　石田組

・しみん食育と農業のつどい

28

・法律相談
・新潟県高等学校体育大会
　バスケットボール大会

・法律相談

23 24 25 26

・スポーツ振興室
　中学校部活動

・三条地区卓球大会

・日本郵政三条管轄職員
　定期健康診断

・法律相談
・日本郵政三条管轄職員
　定期健康診断

・法律相談 ・ツナガルフォーラム

2115 16 17

13

18 19 20

14

・フットサル1day大会
　ビギナークラス

・新潟県高等学校体育大会
　バスケットボール大会

・第28回にいがたねんりんピック
　バウンドテニス大会

1 2

・ツナガルフォーラム ・三条祭り大名行列

8 9 10 11

金 土 日

3

12

・法律相談
・新潟県かるた協会
　合同強化練習会

・法律相談
・令和5年度新潟県高等学校
　春季地区体育大会
　中越地区バドミントン大会

4 5 6 7

施設カレンダー　　令和5年5月　(令和5年3月23日　現在)

月 火 水 木



・わくわく文化未来塾

・三条東高校吹奏楽部
　第37回定期演奏会

・三条東高校吹奏楽部
　第37回定期演奏会

・第78回国民体育大会空手道競技
　新潟県予選会
・第31回全国中学生空手道選手権
　大会新潟県予選会

施設カレンダー　　令和5年6月　(令和5年3月23日　現在)

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

11

・新潟県高等学校総合体育大会
　バレーボール大会　準備

・法律相談
・新潟県高等学校総合体育大会
　バレーボール大会

・新潟県高等学校総合体育大会
　バレーボール大会

・全国ママさんバレーボール
　いそじ県予選会

・聖公会 聖母こども園
　運動会 リハーサル

・聖公会 聖母こども園
　運動会

7 8 9 105 6

12 13 14 15

・聖公会 聖母こども園
　運動会 練習

・法律相談 ・法律相談

・中越地区中学校 総合体育大会
　バレーボール競技　準備 ・法律相談

・特定健康診断
　胸部レントゲン検診

・法律相談
・特定健康診断
　胸部レントゲン検診

・中越地区 新任スポーツ推進委員会
　社会体育行政担当者研修会

・なでしこ青空保育園
　運動会

・フットサル1day
　OVER35クラス

21 22 23 24 25

29 30

・中越地区中学校総合体育大会
　卓球競技 準備 ・法律相談

・中越地区中学校総合体育大会
　卓球競技 ・法律相談

・なでしこ青空保育園
　運動会 準備

・中越地区中学校総合体育大会
　卓球競技

・つくし保育園 音楽会
　リハーサル

・法律相談

・県央社会人
　バドミントンリーグ戦

19 20

26 27

・第78回国民体育大会空手道競技
　新潟県予選会
・第31回全国中学生空手道選手権
　大会新潟県予選会

・モブラートの会
　ピアノ発表会

・中越地区中学校 総合体育大会
　バレーボール競技

・令和5年度安全運転
　管理者講習会

・わくわく文化未来塾

・スポーツ振興室
　中学校部活動

・わくわく文化未来塾

16 17 18

・薬師の郷 講習会
・令和5年度算定基礎事務
　講習会

・伝統芸能の集い
　文化の祭典

・生涯学習会 美術協会展
　搬入展示

・法律相談 ・生涯学習会 美術協会展

28


