
無料

-

市立美術館 ☎　  0268-27-2300

2019年5月・6月・7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） ●

9:00～17:00 無料
蕾三人展

0268-82-1575（小林）

上田市民劇場
0268-22-9697

JA信州うえだ
0268-25-7800

29 水

大ホール
上田市民劇場
俳優座劇場プロデュース公演「ハーヴェイ」

18:00 18:30
（21:15）

会員制

27 月 大ホール 信州うえだ農業協同組合　通常総代会 13:00 13:30
（16:30）

30 木

13:00 13:30
（16:15）

アトリエ
第7回蕾三人展　水彩画作品展(～6月9日(日))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

無料
古流大観流小泉教室

090-5826-4564（黒澤）

26 日

企画展示室
見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地　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。

25 土

多目的ルーム
古流大観流　小泉教室　お花展(～５月26日(日))
※最終日は16:00まで。

- 10:00～17:00

上田市立美術館
0268-27-2300

大ホール
ブロッコリーpresents アニソンライブ スーパー3
2019 ～思い出せ!あの輝き(とき)を～

15:30 16:00
一般：6,000円

高校生以下：3,000円
（当日：6,500円）

SBCテレビ局企画事業部
026-237-0545

（土日祝除く 10時～17時）

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 第8回　上小脳卒中市民公開講座 13:00 13:30
（15:00）

無料
国立病院機構信州上田医療センター

0268-22-1890(酒井)

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
ハリー・K・シゲタ　Photography‐光で描く世
界‐　関連企画　ギャラリートーク

- 13:30～

24 金 小ホール 平成31年度　上田市企業人権教育連絡会定期総会 13:30 14:00
(16:15)

無料
上田市生涯学習・文化財課

0268-23-5197

アトリエ
リアルな幻想＆曼荼羅ぬり絵展(～5月19日(日))
※初日は12:00から。最終日は15:30まで。

- 9:00～17:00 無料
竹内由里子

090-4153-0423

18 土 大ホール 沢田研二LIVE2019 17:00 17:30 8,000円
エンタメスタイル
076-256-5538

（月～金　11時～18時）

竹澤久夫
090-3343-7530

企画展示室
見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地　関連企画
おしゃべり美術館「版画から聴こえてくる音・言葉
を聴いてみよう」

- 10:00～11:00 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

無料
第8回「うえだ版画展」実行委員会

080-1279-6011（宮崎）

16 木 多目的ルーム
ふくろう　つぶらな瞳に魅せられて　竹澤久夫個展
(～5月20日(月))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料

15 水
市民アトリエ・

ギャラリー
第8回うえだ版画展(～5月19日(日))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

- 9:30～17:00

上田市立美術館
0268-27-2300

大ホール 上田市民吹奏楽団　第43回定期演奏会 13:30 14:00
(16:00)

前売：700円
（当日：800円）
小中高生：500円

上田市民吹奏楽団
080-5080-7799（中山）

上田市政策企画部学園都市推進室
0268-75-2502

11 土 小ホール 小林美恵＆秋場敬浩　デュオ・リサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：3,000円
高校生以下：1,500円

SONOMUSE
090-4668-3172

10 金 小ホール 信州上田学　シンポジウム 18:00 18:30
（21:00）

上田市立美術館
0268-27-2300

前売一般：3,000円
前売学生：1,500円

（当日券は＋500円）

ソレイユコンサート企画
090-6650-6298

小ホール 安達寛子＆小林真美　デュオ・コンサート　vol.5 13:30 14:00
(16:00)

一般：2,000円
学生：500円

信州国際音楽村合唱団V.P.G
026-276-3900（小林）

上田染谷丘高校舞踊班
0268-22-0435（柏木）4 土 大ホール 上田染谷丘高校舞踊班　第19回定期講演会 13:30 14:00

（16:30）
無料

3 金・祝 小ホール クァルテット ソレイユ　第3回定期演奏会 13:30 14:00
（16:30）

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展
ハリー・K・シゲタ　Photography‐光で描く世
界‐(～6月2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

イ

ベ

ン

ト

情

報

1 水・祝

企画展示室
見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地‐府中市美術
館のゆかいな創作版画コレクションより‐(～6月2
日(日))

- 9:00～17:00
一般800円

高校・大学生500円
小・中学生300円

6 月・祝

企画展示室
見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地　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。

12 日

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
ハリー・K・シゲタ　Photography‐光で描く世
界‐　関連企画　ギャラリートーク

- 13:30～

無料

展覧会の観覧券が必要
です。

　5　　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）



30 日 大ホール セガワバレエアカデミー発表会 14:45 15:30
（20:00）

イ

ベ

ン

ト

情

報

1 土

こっぱ人形講習会（～6月30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）

無料
セガワバレエアカデミー

0268-22-8703

小ホール 山極遥香　ピアノ・リサイタル 13:30 14:00 1,000円 090-3222-9931（山極）

29 土

小ホール 6月の音楽会 13:30 14:00
（16:00）

前売：1,500円
（当日：2,000円）

6月の音楽会実行委員会
080-1231-8956(町田)

28 金
市民アトリエ・

ギャラリー、多目
的ルーム

第66回信州書芸展(～6月30日(日))
最終日は16:00まで。

‐ 9:00～17:00

アトリエ

無料
信州書芸会

026-292-0941

23 日

大ホール 上田高校吹奏楽班　第44回定期演奏会 13:00 13:30
（16:00）

無料
上田市立北小学校
0268-23-1621

多目的ルーム
三人展《合奏》(～6月26日(水))
※初日は13:30から。最終日は15:00まで。

‐ 9:30～17:00 無料
蔡瑩

090-3336-6061

20 木

大ホール 上田市立北小学校　校内音楽会 9:30

無料
上田高校吹奏楽班

0268-22-0002（高木）

19 水 小ホール ショパン「ノクターン」からはじめるクラシック 13:00 13:30
(15:30)

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)

15 土 大ホール 大地の鼓動（和太鼓演奏会） 13:00 13:30
（15:30）

無料
信州上田左岸地域太鼓連盟

090-3143-3334（滝沢）

無料
上田東高校吹奏楽班

0268-22-0101（佐藤）

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

無料

9 日 大ホール 上田東高校吹奏楽班　定期演奏会 13:00 13:30
（15:30）

一般社団法人　上田法人会
0268-25-4500

市民アトリエ・
ギャラリー

日本の美と伝統　第3回花鳥風月写真展(～6月10日
(月))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

‐ 9:30～17:00 無料
アイ写真工房

0268-23-5820

美音の会
0268-22-9931（飯島）

6 木

小ホール
ワンコインマチネvol.25
酒井 有彩（ピアノ）

11:00 11:30
（12:15）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

13:00 13:30
（16:00）

無料
上田染谷丘高校吹奏楽班

0268-22-0435（小澤）

2 日

小ホール 第23回　美音の会コンサート 13:30 14:00
（16:00）

1,000円

市民アトリエ・
ギャラリー

「ばら展」(～6月2日(日))
最終日は15:30まで。

‐ 9:00～17:00 無料
上田ばら会

090-7260-0786

大ホール 上田染谷丘高校吹奏楽班　第30回定期演奏会

9:00～17:00
一般800円

高校・大学生500円
小・中学生300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展
ハリー・K・シゲタ　Photography‐光で描く世
界‐(～6月2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
見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地‐府中市美術
館のゆかいな創作版画コレクションより‐(～6月2
日(日))

-

　6　　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）



　7　　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）

イ

ベ

ン

ト

情

報

大ホール めざましクラシックスin上田 14:15 15:00 5,500円
NBS長野放送事業部
026-227-3000

企画展示室
『サマーウォーズ』10周年記念　未来のミライ展
～時を越える細田守の世界(～9月1日(日))

- 9:00～17:00
一般1400円

中学・高校生900円
小学生700円

テレビ信州チケットセンター
026-225-1414

12 金

大ホール 上田市民劇場　青年劇場公演「見すてられた島」

18:00 18:30
（21:15）

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

10 水 多目的ルーム 認知症サポーター養成講座 9:30 10:00
(11:30)

無料
上田市役所　高齢者介護課

0268-23-5140

14 日 大ホール 群馬交響楽団　上田定期演奏会-2019夏- 17:15 18:00
(20:00)

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

13 土

13:00 13:30
（16:15）

小ホール
金子三勇士　ピアノ・リサイタル
～日本とハンガリーのピアノ作品が織り成す世界～

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

未定
サントミューゼ

0268-27-2000

小ホール 今井俊輔バリトンコンサート 13:30 14:00
(16:00)

無料
今井俊輔 後援会

080-4366-0606

15 月・祝

大スタジオ 田畑真希コンテンポラリーダンス公演 未定 未定

21 日

大ホール 東信白鳥バレエフェスティバル2019 12:30 13:00
（17:00）

無料
白鳥バレエ学園

026-234-4551

詳細は主催者へお問い
合わせください

上田市立美術館
0268-27-2300

27 土

常設展示室
没後100年　村山槐多展　驚きの新発見作品を一挙
公開(～9月1日(日))

- 9:00～17:00
一般500円

高校・大学生400円
小・中学生300円

上田市立美術館
0268-27-2300

小ホール スウィート♪こすもす　25周年記念コンサート 13:30 14:00
（15:45）

無料
スウィート♪こすもす

090-1829-7312(小原)

★ 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》

6 土

S席：5,000円
A席：4,000円

テレビ信州チケットセンター
026-225-0055

（平日　10時～18時）

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年4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。

31 水 大ホール 反田恭平 with MLMナショナル管弦楽団　上田公演 18:15 19:00

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

没後100年　村山槐多展　関連企画
対談「村山槐多の生涯と天才の秘密-新発見の作品
をめぐって-」

- 13：30～15：00


	5月（HP用）
	●
	6月-7月 （HP用）

	●
	6月-7月 （HP用）


