
2,500円
（当日：2,800円）

U演奏家協会
0268-71-773827 日 小ホール

U演奏家協会創立3周年記念コンサート
打楽器あれこれ＆ハープ独奏

13:30 14:00
(16:00)

イ

ベ

ン

ト

情

報

11 金
市民アトリエ・

ギャラリー
第35回東信高等学校書道展(～1月13日(日))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

-

上田市・上田市消防団
0268-26-0119

26 土

小ホール 加藤文枝　チェロリサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

アトリエ こっぱ人形講習会(～1月27日(日)) - - 詳細は主催者へお問い
合わせください。

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

子どもアトリエ
第33回 上小地区児童生徒立体等作品展(～2月4日
(月))　※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

20 日 大ホール 平成31年　上田市消防出初式 14:30 15:00 無料

19 土 企画展示室
gone girl　村上早 展　関連企画
アーティストトーク（作家本人による作品紹介）

- 14:00～15:00

アトリエ
銅版工芸の展示(～1月20日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
赤がねクラブ

0268-42-4692

展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

12 土

大ホール
茂木大輔の生で聴く
のだめカンタービレの音楽会　オーケストラ版

14:15 15:00
（17:00）

S席：5,000円
A席：4,000円

U25(S席)：2,000円
U25(A席)：1,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

企画展示室 gone girl　村上早 展(～3月17日(日)) - 9:00～17:00
一般800円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

常設展示室
上田市立美術館コレクション
新収蔵品展(～3月17日(日))

- 9:00～17:00
一般300円

高校・大学生200円
小・中学生100円

上田市立美術館
0268-27-2300

9:00～17:00 無料
長野県高等学校文化連盟

東信支部書道専門部
0268-22-0101（上田東高等学校）

18 金

大ホール 初春バレエ祝賀コンサート 18:00 18:30
(20:30)

13 日 大スタジオ うえだスマイルフェスタ 9:00 10:00
（16:00）

無料
うえだスマイルフェスタ

090-9666-8898

4,000円
（当日：4,500円）

㈲オフィス・繭
026-226-1001

　1　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場 開演(終演) 入場料等 主催者（お問い合わせ先）

2019年1月・2月・3月イベント情報 ◆ 交流文化芸術センター 〒386-0025
長野県上田市天神
三丁目15番15号

☎　  0268-27-2000

FAX 0268-27-2310

休館日【火曜日】（※火曜日が祝祭日の時は、その翌日） ● 市立美術館 ☎　  0268-27-2300



　2　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場 開演(終演) 入場料等 主催者（お問い合わせ先）

2 土 大ホールホワイエ 上田市文化少年団　第18回うえだ子ども文化祭＜展示＞

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

gone girl　村上早 展　関連企画
トークイベント “傷”と“痛み”

-

9:00～17:00
一般800円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

常設展示室
上田市立美術館コレクション
新収蔵品展(～3月17日(日))

- 9:00～17:00
一般300円

高校・大学生200円
小・中学生100円

上田市立美術館
0268-27-2300

企画展示室 gone girl　村上早 展(～3月17日(日)) -

子どもアトリエ
第33回 上小地区児童生徒立体等作品展(～2月4日
(月))　※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

1 金

- 13:00～16:00

無料
交流文化スポーツ課
0268-75-2005

市民アトリエ・
ギャラリー

第4回写真上田展(～2月10日(日))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田写真連盟

0268-64-2108（大西）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

大ホール・
大ホールホワイエ

上田市文化少年団　第18回うえだ子ども文化祭＜舞台・展示＞ 13:00 13:30
（16:30）

6 水 小ホール
ワンコインソワレ特別編
奥田なな子（チェロ）

18:30 19:00
（19:45）

13:30～15:30
詳細はサントミューゼ
ホームページをご覧く

ださい。

上田市立美術館
0268-27-2300

3 日

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

小ホール 長野医療衛生専門学校音楽療法士学科　定期演奏会 13:00 13:30
(16:00)

7 木

小ホール
ワンコインマチネvol.24
奥田なな子（チェロ）

11:00 11:30
（12:15）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

無料
写真同好会iris

090-9810-5391（鮎澤）

10 日 企画展示室
gone girl　村上早 展　関連企画
ギャラリートーク

- 13:30～14:15 展覧会の観覧券が必要
です。

9 土

アトリエ
写真同好会iris 第11回グループ写真展(～2月11日
(月))
※初日は12:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

上田市立美術館
0268-27-2300

無料
長野医療衛生専門学校音楽療法士学科

0268-24-2952

子どもアトリエ
第53回 上小児童生徒版画展(～2月18日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

11 月・祝 小ホール 仲道郁代　ピアノリサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：3,000円
ﾊﾞﾙｺﾆｰﾍﾞﾝﾁｼｰﾄ：2,500円

U25(一般)：1,500円
U25(ﾊﾞﾙｺﾆｰ)：1,250円

サントミューゼ
0268-27-2000

13 水 大ホール 地域福祉推進フォーラム 12:30 13:30
（16:00）

無料
地域福祉推進フォーラム実行委員会
0268-71-8081（上田市福祉課）

無料
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

16 土

アトリエ こっぱ人形講習会(～2月17日(日)) - - 詳細は主催者へお問い
合わせください。

15 金 大ホール 上田情報ビジネス専門学校　卒研グランプリ 12:30 13:00
（17:30）

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

大スタジオ
鈴木ユキオ　コンテンポラリーダンス公演
「Roomer」

13:30 14:00
(15:00)

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

17 日

21 木
市民アトリエ・
ギャラリー、ア

トリエ

柴崎高陽展(～3月4日(月))
※最終日は12:00まで。

- 9:00～17:00 無料
柴崎高陽展実行委員会

0268-23-5820

17:00 18:00 6,500円
株式会社スーパーキャスト

026-263-1000

22 金

大ホール 中島みゆきリスペクトライブ2019「歌縁」 18:00 18:30 8,000円

エンタメスタイル
076-256-5538
SBC企画事業部

026-237-0545

大スタジオ 月末決算説明会 13:30 14:00
（15:30）

無料
一般社団法人上田法人会

0268-25-4500

無料
信学会上田ピアノ教室

0268-22-625924 日 小ホール 信学会　上田ピアノ教室発表会 10:10 10:30
（19:00）

イ

ベ

ン

ト

情

報

23 土 大ホール Sonar Pocket 10th Anniversary Tour flower



★ 誤記・掲載漏れなどがございましたらサントミューゼまでお問い合わせください。《TEL：0268-27-2000》

無料
ものみの塔聖書冊子協会

080-6936-6007（西方）

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年1月7日 現在の情報です。

★ イベントについては、主催者の都合により一部変更することがございますので、最新の情報については事前に各主催者お問合せ先にご確認下さい。

31 土 大ホール エホバの証人　巡回大会 9:15 9:40
（16:00）

第16回SWISSWEEK日本・リヒテンシュタイン
公国友好100周年記念コンサート

18:00 18:30
（20:45）

2,000円
若手音楽家育成アヤメ基金

080-3426-4020（西野入）

30 土

大ホール エホバの証人　巡回大会 9:15 9:40
（16:00）

無料
ものみの塔聖書冊子協会

080-6936-6007（西方）

小ホール 東信地区ハーモニカ交流コンサート 12:00 12:30
（16:00）

無料
信州国際音楽村ハーモニカメイツ

090-9144-9174（滝沢）

23 土

大ホール パルコ・プロデュース　「世界は一人」

16:15 17:00
S席：7,000円
A席：5,000円

U25(S席)：3,500円
U25(A席)：2,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

24 日 12:15 13:00

㈱夢グループ
0570-064-724

21 木・祝 大ホール 群馬交響楽団　上田公演-2019 春- 14:15 15:00
（17:00）

S席：4,500円
A席：3,500円

U25(S席)：2,000円
U25(A席)：1,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

小林旭プレミアムコンサート 13:00 13:30
（15:00）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｰﾄ：7,344円
SS席：6,264円

13:00 13:30
（15:30）

小ホール
第16回SWISSWEEK日本・リヒテンシュタイン
公国友好100周年記念コンサート

18:00 18:30
（20:45）

大ホール
上田市民劇場3月例会
劇団1980公演「謎解河内十人斬り」

18:00 18:30
（20:30）

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

2,000円
若手音楽家育成アヤメ基金

080-3426-4020（西野入）

平成31年度　上田市自治会連合会定期総会 12:00 13:30
(17:00)

無料
上田市自治会連合会
0268-22-4130

長野県高等学校文化連盟
吹奏楽部会東信支部

0267-62-0020（野沢北高校 高野）

14 木
市民アトリ
エ・ギャラ

リー

おとなのアトリエ講座「木彫」受講生作品展(～3月
18日(日))

- 10:00～16:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

無料

無料
ヒューマンアカデミーキッズ

サイエンスロボット教室
090-3804-2485（前田）

10 日 大ホール 2019東信吹奏楽祭 12:30 13:00
（18:00）

無料

土

小ホール ロボットと宇宙の未来（講演会） 17:00 18:00
（19:00）

上田市立美術館
0268-27-2300

子どもアトリエ 子どもは天才講座活動発表展(～3月17日(日)) - 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

上田市立美術館
0268-27-2300

MANABI外語学院　卒業式 13:00 13:30
(15:30)

無料
MANABI外語学院
0268-28-7788

イ

ベ

ン

ト

情

報

7 木 小ホール

8 金 アトリエ

9

企画展示室
gone girl　村上早 展　関連企画
ギャラリートーク

- 13:30～14:15 展覧会の観覧券が必要
です。

おとなのアトリエ講座「はじめての水性木版画」受
講生作品展(～3月10日(日))

- 10:00～16:00

小ホール

15 金

小ホール

17 日 大ホール

28 木 小ホール

16 土

「Le Père　父」 13:30 14:00
（16:00）

一般：4,500円
U25：2,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

2 土

企画展示室
gone girl　村上早 展　ナイトミュージアム
対話型鑑賞会

- 17:00～18:00 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

市民アトリエ・
ギャラリー、ア

トリエ

柴崎高陽展(～3月4日(月))
※最終日は12:00まで。

- 9:00～17:00 無料
柴崎高陽展実行委員会

0268-23-5820

3 日

1 金

企画展示室 gone girl　村上早 展(～3月17日(日)) - 9:00～17:00
一般800円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

常設展示室
上田市立美術館コレクション
新収蔵品展(～3月17日(日))

- 9:00～17:00
一般300円

高校・大学生200円
小・中学生100円

上田市立美術館
0268-27-2300

　3　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場 開演(終演) 入場料等 主催者（お問い合わせ先）


	1月（HP用）
	
	2月-3月 （HP用)

	
	2月-3月 （HP用)


