
　11　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場

上田市社会福祉協議会
0268-27-2025

常設展示室 版表現の魅力(～11月10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

開演(終演) 入場料等 主催者（お問い合わせ先）

子どもアトリエ
長野県児童生徒美術展(～11月7日(木))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

企画展示室
シンビズム３　信州ミュージアム・ネットワークが
選んだ作家たち(～11月10日(日))

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

アトリエ
美色倶楽部　宮下秀仁　写真展(～11月4日(月))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

-

9:30～17:00 無料
美色倶楽部

0267-22-8833（竹澤）

多目的ルーム
美色倶楽部　竹澤学　写真展(～11月4日(月))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

-

S席：5,800円
A席：5,300円

スーパーキャスト
026-263-1000

3 日

企画展示室 シンビズム３関連企画　丸山雅秋ギャラリートーク - 13:30～14:15 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

2 土 大ホール 綾小路きみまろ　爆笑!!スーパーライブ2019 13:00 14:00

イ

ベ

ン

ト

情

報

大ホール 小嶋バレエ教室発表会 13:00

アトリエ ウォータレス・リトグラフ版画講座OB会 -

アトリエ

大スタジオ MONO「怠惰なマネキン」 13:30

13:30
(18:00)

無料
小嶋バレエ教室

0268-27-2714

8 金

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)

4 月・祝

14:00 一般：3,000円
U25：1,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

無料
上田北幼稚園

0268-25-2868

多目的ルーム
第２回 詩画交流展(～11月11日(月))
※最終日は16:30まで。

- 9:00～17:00 無料
詩誌「樹氷」の会

0268-24-3176（小林）

サントミューゼ
0268-27-2000

常設展示室 版表現の魅力関連企画　ギャラリートーク - 13:30～14:30 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

- 詳細は主催者にお問い
合わせください

あい♡うえだ ウォータレス・リトグ
ラフ講座OB会

090-2520-5506（池内）

小ホール BLACK BOTTOM BRASS BAND Live1 13:30 14:00 一般：2,000円
U25：1,000円

手描わらべ人形展(～11月10日(日))
※初日は10:30から。最終日は16:30まで。

- 9:00～17:00 無料
宮沢計幸

0268-23-1213

10 日

大スタジオ 田上パル「Q学」 13:30

9 土

14:00 一般：2,500円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

小ホール 第23回　上小「いい歯の日」フェスタ 12:30 13:00
(16:00)

無料
一般社団法人　上田小県歯科医師会

0268-22-2160

無料
メイプルシロップ

0268-26-1249（半田）

管内横断税務研修会 13:30 14:00
(16:30)

無料
一般社団法人 上田法人会

0268-25-4500

千曲シンポジウム 13:00 14:00
（16:00）

無料
上田千曲高等学校
0268-22-7070

15 金 アトリエ 布で作るクリスマスリース講習会 - -

多目的ルーム
第7回メイプルシロップ　キルト展
(～11月18日(月))
※最終日は15:00まで。

- 10:00～16:30

14 木

大ホール

大スタジオ

無料
写真同好会iris

090-9810-5391（鮎澤）

市民アトリエ・
ギャラリー

ワクワク版画ワークショップ - - 詳細は主催者にお問い
合わせください

信州版画協会
0268-82-2557（竹鼻）

詳細は主催者にお問い
合わせください

メイプルシロップ
0268-26-1249（半田）

小ホール 高橋多佳子ピアノ・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

17 日

大ホール 上田グローリア合唱団　第64回定期演奏会 13:00 14:00
(16:00)

アトリエ
写真同好会iris 第12回グループ写真展(～11月18日
(月))
※初日は12:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

16 土

一般：1,200円
小中学生：500円

上田グローリア合唱団
0268-22-0296(小島万左子)

市民アトリエ・
ギャラリー

平成31年度伝統的工芸品産業魅力アップ創造事業
技術伝承講習会

- - 詳細は主催者にお問い
合わせください

長野県中小企業団体中央会
0268-24-2304（徳武）

詳細は主催者にお問い
合わせください

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

22 金
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

東信地区高校美術展(～11月24日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
東信地区高校美術展事務局
0268-22-0101（西原）

21 木 アトリエ こっぱ人形講習会 - -

無料
上田市消防団事務局
0268-26-0119

24 日 大ホール 群馬交響楽団　上田定期演奏会-2019秋- 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

23 土 大ホール 上田市消防団音楽隊　第14回定期演奏会 12:45 13:30
(16:30)

サントミューゼ
0268-27-2000

25 月

大ホール すぎもとまさと　チャリティーコンサート 17:00 17:30 S席：6,500円
A席：6,000円

ルートイングループ内CSR推進室
0268-25-0020

詳細は主催者にお問い
合わせください

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

小ホール 午後のひとときコンサート　2時のクインテット 13:30 14:00
（15:15）

一般：800円
ひとときコンサート実行委員会
090-2416-9418（石井）

27 水

大ホール
清塚信也　×　NAOTO
アコースティック・デュオ　コンサート

17:45 18:30
（21:00）

アトリエ こっぱ人形講習会 - -

S席：6,000円
A席：5,000円

スーパーキャスト
026-263-1000

（平日：10時～19時）

大スタジオ 管内横断税務研修会 13:30 14:00
(16:30)

無料
一般社団法人 上田法人会

0268-25-4500

500円
本公演のチケットをお

持ちの方は無料

サントミューゼ
0268-27-2000

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展
(～2020年2月24日(月))

- 9:00～17:00
一般700円

高校・大学生500円
小・中学生300円

上田市立美術館
0268-27-2300

30 土

大スタジオ
生で聴く　のだめカンタービレの音楽会
アナリーゼワークショップVol.33

13:30 14:00
（15：00）

金1

FAX 0268-27-2301

無料
13:15

（15:30）12:00第13回上田市社会福祉大会大ホール

2019年 11月・12月・2020年1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

● 市立美術館
☎　  0268-27-2300

休館日【火曜日】（※火曜日が祝祭日の時は、その翌日）

市民アトリエ・
ギャラリー

「キヤノンフォトクラブ上田」第20回　写真展
(～11月4日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
キヤノンフォトクラブ上田
0268-35-2501（上原）



　12　　月

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

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展
(～2020年2月24日(月))

- 9:00～17:00
一般700円

高校・大学生500円
小・中学生300円

上田市立美術館
0268-27-2300

主催者（お問い合わせ先）
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1 日

大ホール RAJATONラヤトン　ジャパン・ツアー2019 13:30 14:00
（16:00）

S席：6,500円
A席：6,000円

MIN-ONインフォメーションセンター
03-3226-9999

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

4 水 13:00 13:30
(16:00)

2 月

大ホール
第335回　上田市民劇場例会
劇団朋友「ら・ら・ら」観劇鑑賞

18:00 18:30
（21:00）

一般：1,000円
（1部・2部通しの
場合、2,000円）

小学生以下：無料
（要保護者同伴。

3歳以下入場不可）

NPO法人上田演劇塾
090-8743-1378（岩下）

7 土

①11:30
①16:30
②13:10
②18:10

①12:00
①17:00
②13:30
②18:30

6 金

小ホール

【第1部】①上田演劇塾第22回定期公演
　　　　　「スーホの白い馬」

【第2部】②草原の風・モンゴル馬頭琴コンサート

①18:00
②19:40

①18:30
②20:00

　　　500円
サントミューゼ

0268-27-2000

13 金 小ホール 天才たちの極上を味わう室内楽の精華 13:30 14：00
（15:30）

一般：3,000円
学生：1,500円

クラシック音楽に親しむ講座の会
090-9844-9401（和田）

12 木 小ホール
ワンコインマチネvol.28
入江 一雄（ピアノ）

11:00 11:30
（12:15）

14 土

小ホール クリスマスコンサート 13:30 14:00
（15:30）

無料
一般社団法人 上田法人会

0268-25-4500

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展関連企画
100年リレートーク

- 13:30～15:00 展覧会の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

16 月 小ホール
宮入柚子ピアノリサイタルVol.3
　→10/13からの変更

13:30 14:00
(15:30)

1,500円
Warszawka Lemoniada

090-2621-6373（宮入）

18 水 大スタジオ 月末決算説明会 13:30 14:00
（15:30）

無料

20 金

小ホール 小野明子ヴァイオリン・リサイタル 18:30 19:00
（21:00）

一般社団法人 上田法人会
0268-25-4500

19 木 アトリエ ウォータレス・リトグラフ版画講座OB研究会 - - 詳細は主催者へお問い
合わせください

あい♡うえだ ウォータレス・リトグ
ラフ講座OB研究会

090-2520-5506（池内）

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

長野県写真展(～12月23日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
長野県写真連盟

0268-64-2108（大西）

無料
混声アンサンブルNOVA

090-4161-8443

美術館2階
ホワイエ

農民美術・児童自由画100年展関連企画　講演会
「児童自由画教育運動と美術教育」※要申込み

- 13:30～15:30 展覧会の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

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）

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）

22 日 大ホール
第45回長野県アンサンブルコンテスト高等学校部門
東信地区大会

9:30 10:00
（17:00）

1,000円
長野県高等学校文化連盟吹奏楽部会

0267-22-0103（小諸商業高校：中村）

21 土

アトリエ こっぱ人形講習会(～12月22日(日)) - -



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》

上小地区小学校管楽器教育研究会
0268-62-0001（荻原）

090-1829-1678（森泉）

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年10月30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。

★

イ

ベ

ン

ト

情

報

26 日 大ホール 第23回　小学校アンサンブル交歓会 11:30 12:00
（16:00）

無料

25 土 小ホール 川久保賜紀ヴァイオリン・リサイタル 13:30 14:00
（16:00）

23 木 大ホール 神の子 16:00 8,500円
NBS長野放送事業部
026-227-3000

（平日10時～17時）

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

上田千曲高等学校
0268-22-7070（建築科・電気科）

18 土
企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展関連企画
100年リレートーク

- 13:30～15:00 展覧会の観覧券が
必要です。

17 金 小ホール 上田千曲高等学校　課題研究発表会 9:30 10:00
（16:00）

上田市立美術館
0268-27-2300

無料

16 木 大ホール シルク・ドゥラ・シンフォニー【上田】 17:45 18:30
SS席：12,000円

S席：9,500円
A席：8,000円
B席：6,500円

長野朝日放送営業事業部
026-223-3133（平日10時～17時）

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（平日12時～18時）

12

多目的ルーム
農民美術・児童自由画100年展関連企画
パネルディスカッション「農民美術の可能性を探る」
※要申込み

- 13:30～15:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

大ホール
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2019　神々の饗宴

14:00 14:30 5,800円
エンタメスタイル
076-256-5538

11 土

大ホール
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

多目的ルーム
農民美術・児童自由画100年展関連企画
「クレパス画講座」※要申込み

- 10:00～16:00
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

5 日 大ホール
東京スカパラダイスオーケストラ
30th Anniversary Hall Tour
「TOKYO SKA 30～ズレたままハジキ飛ばしていこう～」

16:45 17:30 6,500円
キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

開演(終演) 入場料等 主催者（お問い合わせ先）

4 土
企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展
(～2020年2月24日(月))

- 9:00～17:00
一般700円

高校・大学生500円
小・中学生300円

上田市立美術館
0268-27-2300

　1　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場


	１０月-11月 （HP用)
	●
	12月-1月 （HP用)  

	●
	12月-1月 （HP用)  


