
2018年12月・2019年1月・2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

　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
（70歳以上）無料

東信美術会事務局
090-4152-7517（松田）

多目的ルーム
織と藍の交差（兄妹二人展）(～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

企画展示室 第46回東信美術展(～12月9日(日)) - 9:00～17:00

多目的ルーム 長野県介護福祉士会東信支部　支部研修 18:30 19:00
（21:00）

一般：1,000円
会員：無料

長野県介護福祉士会
080-1067-2813（小平）

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)

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)

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）

1 土

無料
一般社団法人上田法人会

0268-25-4500

6 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

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

7 金 13:00 13:30
(15:30)

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

一般：500円
高校生以下無料
（要整理券）

サントミューゼ
0268-27-2000

常設展示室
上田市立美術館コレクション
新収蔵品展　関連企画
ギャラリートーク

- 13:30～ 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

8 土

大スタジオ
高校生が創る実験的演劇工房5th
「ハレハレ。」

13:30 14:00

一般：500円
高校生以下無料
（要整理券）

サントミューゼ
0268-27-2000

大ホール 上田市民吹奏楽団　ポップスコンサート2018 13:30 14:00
(16:00)

800円
上田市民吹奏楽団

080-5080-7799（中山）

9 日

大スタジオ
高校生が創る実験的演劇工房5th
「ハレハレ。」

13:30 14:00

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

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
サントミューゼ

0268-27-2000

市民アトリエ・
ギャラリー

完売
キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

多目的ルーム
52人の写真展(～12月17日(月))
※初日は11:00から。最終日は16:30まで。

- 9:00～17:00 無料
デジタル写真研究会

0268-22-2029（(有)松尾カメラ）

14 金

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

17:45 18:30

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

900円
（当日：1,000円）

NPO法人上田演劇塾
0268-26-7300

アトリエ こっぱ人形講習会(～12月16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）

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
「まっくら森の山猫軒」

①14:00
②18:00

①14:30
（15:30）
②18:30
（19:40）

5,000円
㈱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
「まっくら森の山猫軒」

③15:00 15:30
（16:30）

900円
（当日：1,000円）

NPO法人上田演劇塾
0268-26-7300

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

20 木 アトリエ
自作「木彫仏像展」(～12月24日(月))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料

17 月 子どもアトリエ前
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

寺澤幸高
0268-23-9076

21 金
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

長野県写真県展(～12月24日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田写真クラブ

0268-64-2108（大西）

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
混声アンサンブルNOVA

090-4161-8443

①無料
②一般：3,000円

信州ガールズプロレス
026-224-122524 月・祝 大スタジオ

①信州プロレス クリスマスマッチ2018
②信州ガールズプロレス

①12:00
②16:00

①12:30
②16:30

イ

ベ

ン

ト

情

報



イ

ベ

ン

ト

情

報

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)

アトリエ こっぱ人形講習会(～1月27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

0268-27-230026 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

- 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）

展覧会の観覧券が必要
です。

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

上田市・上田市消防団
0268-26-0119

㈲オフィス・繭
026-226-1001

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

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

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

12 土

4,000円
（当日：4,500円）

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。

- 9:00～17:00 無料

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

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）

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

　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）



　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）

1 金

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”

受付
13:00～

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)) -

13:30
（16:30）

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

- 13:00～16:00

無料
交流文化スポーツ課
0268-75-2005

9 土

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)

無料
長野医療衛生専門学校音楽療法士学科

0268-24-2952

7 木 小ホール
ワンコインマチネvol.23
奥田なな子（チェロ）

11:00 11:30
（12:15）

子どもアトリエ

3 日

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

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

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

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

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

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）

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

無料
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

16 土

大スタジオ 鈴木ユキオ　コンテンポラリーダンス公演 13:30 14:00
(15:00)

一般：2,000円
U25：1,000円

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）

サントミューゼ
0268-27-2000

17 日

22 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

10:10 10:30
（19:00）

無料
信学会上田ピアノ教室

0268-22-6259

23 土 大ホール Sonar Pocket 10th Anniversary Tour flower 17:00 18:00 6,500円
株式会社スーパーキャスト

026-263-1000
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★ 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11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。

24 日 小ホール 信学会　上田ピアノ教室発表会
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