
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

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡
ギャラリートーク

- 11:00～ 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

28 日

13:30 14:00

大ホール 群馬交響楽団　上田公演-2018秋- 14:15 15:00

無料
陶芸教室　上田工房

0268-38-8911（坪内）

大スタジオ 「書を捨てよ町へ出よう」ツアー　-上田公演-

17:30 18:00
一般：3,600円
U25：1,800円

サントミューゼ
0268-27-2000

無料
絵本ライブ実行委員会

080-3080-0756（澤路）

アトリエ
わらべ人形展(～10月28日(日))
※初日は10:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
宮沢計幸

080-8178-3131

27 土

市民アトリエ・
ギャラリー

おいしい絵本の原画展(～10月29日(月))
※初日は13:00から。最終日は14:00まで。

- 9:00～17:00

多目的ルーム
第6回陶芸教室上田工房　作陶展　2018(～10月
28日(日))
※初日は12:00から。最終日は16:30まで。

- 9:00～17:00

24 水 子どもアトリエ
長野県児童生徒美術展(～11月5日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

21 日 大ホール 金剛山歌劇団東信公演 14:00 14:30 無料　※要整理券
金剛山歌劇団東信公演

0268-22-0049

無料
書道団体　香墨会

0268-73-2086（清水）

20 土 アトリエ こっぱ人形講習会 - - 詳細は主催者へお問い
合わせください。

19 金 多目的ルーム
香墨会展(～10月21日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

14 日

大ホール ラ・ハグア　コンサート 13:30 14:00 S席：5,800円
A席：5,300円

MIN-ONインフォメーション
03-3226-9999

小ホール Saxophone Duo リサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：3,500円
高校生以下：3,000円

宮澤博子・彦坂眞一郎
miyahiko.1014@gmail.com

大ホール 第14回「ココロの授業」講演会 11:45 12:30
（16:30）

無料　※要予約
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-025513 土

大スタジオ
桂 九雀で田中啓文、こともあろうに内藤裕敬。
笑酔亭梅寿謎解噺～立ち切れ線香の章～

13:30 14:00

小ホール かりがね福祉会　40周年記念 9:20 9:40
（16:30）

無料　※要予約
社会福祉法人かりがね福祉会

0268-72-3431

12 金 小ホール
ワンコインマチネvol.21
森岡有裕子

11:00 11:30
（12:15）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

一般：2,500円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

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）

10 水
多目的ルーム、

アトリエ

かりがね福祉会40周年記念行事40展(～10月15日
(月))
※初日は13:00から。最終日は14:00まで。

- 9:30～17:00 無料

8 月・祝

アトリエ こっぱ人形講習会 - -

社会福祉法人　かりがね福祉会
0268-72-3431（沼沢）

無料
琴伝流大正琴全国普及会

0265-81-7500

小ホール 宮入柚子ピアノリサイタルVol.2 13:30 14:00
（15:45）

1,000円
ワルシャワスカ・レモニアダ
0268-82-2984（宮入）

大ホール 琴伝流大正琴 第39回長野県大会 9:30 10:00
（15:10）

アトリエ
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡　ワークショップ(～10月7日(日))
「上田紬が織りなすワークショップ」

-
両日とも

①10:00～12:00
②14:00～16:00

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

7 日 小ホール 日本舞踊　貴山流社中ゆかたざらい 12:00 12:30
（16:00）

無料
貴山流社中ゆかたざらい

0268-38-2572（高田）

10:00～16:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

小ホール エル・ロゼッタ　シャンソンフェスタ 13:00 13:30 無料
カフェ・ド・ラ・メール

080-2242-1007（大井）

イ

ベ

ン

ト

情

報

5 金 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

6 土

大ホール TSUKEMEN　LIVE　2018 〝X″ 16:30 17:00 5,500円
長野市松代文化ホール

026-278-4373

市民アトリエ・
ギャラリー

第54回　農民美術新作展
同時開催　おとなのアトリエ講座「こっぱ人形」受
講者作品展(～10月14日(日))

-

多目的ルーム
秘境秋山郷マタギの里・天空の楽園苗場山写真展(～
10月8日(月))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
飯塚英春

090-3510-8902

3 水

大ホール 第13回　人権を考える市民のつどい 13:00 13:30
(15:45)

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
山本鼎　農民美術のデザイン(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
「ウィリアム・モリス
展」または「コレク

ション展」の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

無料
上田市生涯学習・文化財課
0268-23-5197(堀内)

1 月

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡(～11月11日(日))

- 9:00～17:00

　10　　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）

一般1000円
高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

2018年10月・11月・12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



　11　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場 開演(終演) 入場料等

イ

ベ

ン

ト

情

報

1 木

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
一般1000円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

無料
春陽会信州研究会

090-9668-5010（小池）

10 土

大ホール 2018長野県教育研究集会 9:15 9:45
（12:00）

無料
長野県教職員組合連絡協議会

026-235-3700

14 水

大スタジオ 管内横断税務研修会 13:30

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
山本鼎　農民美術のデザイン(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
「ウィリアム・モリス
展」または「コレク

ション展」の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

主催者（お問い合わせ先）

市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム
2018春陽会受賞作家展(～11月4日(日)) - 9:30～17:00 無料

春陽会信州研究会
090-9668-5010（小池）

子どもアトリエ
長野県児童生徒美術展(～11月5日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

4 日 小ホール
マチ×マチフェスティバル　2018 UEDA
BRACK BOTTOM BRASS BAND Live！

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

大ホール 第12回 上田市社会福祉大会 12:00 13:15
（15:30）

無料
社会福祉法人

上田市社会福祉協議会
0268-27-2025

8 木

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡
ギャラリートーク

- 13:30～ 展覧会の観覧券が必要
です。

7 水
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

第19回春陽会信州研究会展(～11月11日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00

上田市立美術館
0268-27-2300

大ホール 信学会 上田・千曲地区　なかよし音楽会 10:15 10:40
(12:00)

無料
信学会 上田・千曲地区幼稚園

026-275-0370

11 日 小ホール 第22回上小「いい歯の日」フェスタ 12:30 13:00
（16:00）

一般社団法人上田法人会
0268-25-4500

小ホール 新居由佳梨　ピアノリサイタル 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

無料
一般社団法人上田小県歯科医師会

0268-22-2160

15 木

市民アトリエ・
ギャラリー

平成30年度伝統工芸品産業魅力アップ・創造事業伝
統工芸品技術伝承講習会

- - 詳細は主催者へお問い
合わせください。

長野県中小企業団体中央会
026-228-1171

14:00
(16:30)

無料

16 金 小ホール 平成30年度「信州の木」建築賞　表彰式 13:00 13:30
（16:00）

無料
長野県建設部建築住宅課

026-235-7331

23 金

多目的ルーム
第10回バーニングアート展(～11月25日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
ウッドバーニング信州

0268-68-4046（竜川）

一般：1,200円
小中学生：500円

上田グローリア合唱団
0268-68-2887（笹沢）
※問い合わせは11/16まで

22 木
市民アトリエ・

ギャラリー
平成30年度伝統工芸品産業魅力アップ・創造事業伝
統工芸品技術伝承講習会

- - 詳細は主催者へお問い
合わせください。

18 日 大ホール 上田グローリア合唱団　第63回定期演奏会 13:00 14:00
(16:00)

アトリエ
光をとどめる　～サンドブラストの世界～(～11月
25日(日))
※初日は12:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
(有)曽根ステンレスアート工芸部

0268-27-5758（曽根）

長野県中小企業団体中央会
026-228-1171

大ホール 「障がい者福祉」チャリティーコンサート - 11:30 SS席：4,000円
S席：3,500円

藤和プロデュース全国チャリティコン
サート実行委員会

046-264-0344（佐藤）

市民アトリエ・
ギャラリー

清雲会書道展(～11月25日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:30～16:00 無料
清雲会

0268-62-4543（丸山）

無料
上田市消防団音楽隊
0268-26-0119

26 月 小ホール
平成30年度　上小圏域第5期障害福祉計画推進事業
介護支援専門員等と相談支援専門員合同研修会

10:00 10:30 500円（資料代）

25 日 大ホール 上田市消防団音楽隊第13回定期演奏会 12:45 13:30
(16:30)

上小圏域障害者総合支援センター
0268-28-5522

28 水 多目的ルーム
藍と織の交差（兄妹展）(～12月2日(日))
※最終日は16:00まで。

- 10:00～17:00 無料
堀内雅博

090-7812-8447

30 金
市民アトリエ・

ギャラリー
七高展(～12月2日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
七高展事務局

0268-22-7070（梅田）



　12　　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）

一般：3,000円
中学生以上・障がい者

：2,000円
小学生以下：無料

梅原司平コンサート実行委員会
090-1162-1722（渡辺）
090-8647-3953（大石）

常設展示室
上田市立美術館コレクション
新収蔵品展(～2019年3月17日(日))
※12/10、12/26～1/11は休室。

- 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

小ホール 梅原司平　愛と平和を歌う 13:00 13:30
(16:00)

一般400円
高校・大学生 無料
小・中学生 無料

障がい者・高齢者
（75歳以上）無料

東信美術会事務局
090-4152-7517（松田）

イ

ベ

ン

ト

情

報

3 月 小ホール ラフマニノフ「鐘」からはじめるクラシック 13:00 13:30
(15:30)

1 土

企画展示室
第46回東信美術展(～12月9日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00

一般：2,000円
学生：1,000円

クラシック音楽に親しむ講座の会
090-9844-9401(和田)

5 水 多目的ルーム 月末決算説明会 13:30 14:00
(15:30)

無料

7 金 13:00 13:30
(15:30)

一般社団法人上田法人会
0268-25-4500

6 木

大ホール
上田市民劇場12月例会
ピュア―マリー公演　ミュージカル「青い鳥」

18:30 19:00
(21:00)

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

800円
上田市民吹奏楽団

080-5080-7799（中山）

13 木 小ホール
ワンコインマチネvol.22
Dual KOTO×KOTO（箏）

11:00 11:30
（12:15）

500円

9 日 大ホール ポップスコンサート2018 13:30 14:00
(16:00)

サントミューゼ
0268-27-2000

14 金 大ホール
THE ALFEE
45th Anniversary Best Hit Alfee 2018 秋ノ巻

17:45 18:30 7,560円
キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

1,000円
NPO法人上田演劇塾
0268-26-7300

16 日

大ホール
レ・フレール　クリスマスライブ
「ノエル・ド・キャトルマン2018」

16:15 17:00 5,000円

15 土 小ホール 市民が育てる子ども演劇団ものがたり第2回公演 13:30 14:00
（15:30）

㈱スーパーキャスト
026-263-1000

小ホール 市民が育てる子ども演劇団ものがたり第2回公演
①13:30
②16:30

①14:00
②17:00

1,000円
NPO法人上田演劇塾
0268-26-7300

14:30
(17:00)

3,000円
信州ガールズプロレス

026-224-1225

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

23 日 小ホール 混声アンサンブルNOVA　クリスマスコンサート 13:00 13:30
(15:30)

無料

17 月 子どもアトリエ
子どもアトリエ造形遊び講座発表展「アソビ展」
(～12月24日(月))

- 9:00～17:00

混声アンサンブルNOVA
090-4161-8443

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》

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2018年10月4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。

★

24 月・祝 大スタジオ 信州ガールズプロレス 14:00
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