
　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

3 水 大ホール
上小地域の安全・安心まちづくり地域大会　兼
防犯指導員への研修会

18:00 18:30
（21:00）

無料

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

上田市生活環境課
0268-22-4140

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

未来のミライ展上田会場事務局
026-225-1414

7 日 信州パリ祭 11:20 12:00
（16:00）

小ホール

上田ミュージシャン発表会 - 13:00
（15:30）

無料
信州シャンソンを楽しむ会

0268-27-0287

6 土

11 木

大ホール 自衛隊ふれあいコンサート　in 上田 17:30 18:30
（20:30）

無料

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)

上田市防衛協会
0268-22-4500（寺田）

多目的ルーム 映画「なぜ生きる」上映と解説講座 9:30 ①10:00
②13:30

1,000円
㈱チューリップ企画
0120-97-5551

無料
上田市役所　高齢者介護課

0268-23-5140

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

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～

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）

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

多目的ルーム
上田千曲高校同窓会総合美術展(～7月15日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料
上田千曲高校同窓会

0268-26-2898(山部)

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

15 月・祝

大スタジオ
田畑真希コンテンポラリーダンス市民参加公演
「ハコニワ」

14:30 15:00
一般：500円

中学生以下：無料
（要整理券）

サントミューゼ
0268-27-2000

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)

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

こっぱ人形の会
0268-24-2304(徳武)

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

4,500円
今井俊輔 後援会

03-6876-7310

無料
エルザ・ミュージック・フレンズ

080-2242-1007（大井）

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）

指定席：2,500円
自由席：1,500円

17 水 小ホール 大人の音楽祭 13:00 13:30
（16:30）

白鳥バレエ学園
026-234-4551

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）

主催者へ
お問い合わせ下さい

スウィート♪こすもす
090-1829-7312(小原)

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)

24 水 多目的ルーム 野村のサマー投資セミナー 2019 13:30 14:00 無料
野村證券㈱長野支店
026-228-1811

22 月 アトリエ こっぱ人形講習会 - -

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

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

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-」　※要申し込み

- 13：30～15：00

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）

市民アトリエ・
ギャラリー、
多目的ルーム

第22回春陽会東北信絵画展(～8月4日(日))
※最終日は15:00まで

- 9:30～17:00 無料
春陽会東北信研究会

090-5449-8394(斎藤)

2019年7月・8月・9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



多目的ルーム
第24回　知能メカトロニクスワークショップ
（IMEC2019）

12:30 13:00
（18:00）

無料
知能メカトロニクスワークショップ実行委員会

0268-21-5425
（信州大学繊維学部　河村）

31 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

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

28 水
市民アトリ
エ・ギャラ

リー

第31回示現会長野県支部展(～9月1日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料
一般社団法人示現会

0268-22-1082(保坂)

無料
長野医療衛生専門学校

音楽療法士学科
0268-24-2952

26 月 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

25 日 小ホール 音の玉手箱Vol.3≪弦≫ 13:30 14:00

常設展示室
没後100年　村山槐多展　関連企画
学芸員によるギャラリートーク　※要申し込み

- 18:00～19:30
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

3,000円
しなの音の輪

090-1765-0426
（平日9時～15時）

12:45 13:30
（16:10）

22 木 多目的ルーム
海外＆地域アート国際交流展示会・ワークショップ
(～8月25日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:30まで。

- 9:00～17:00 無料
一般社団法人

グローカル・リソースセンター
090-4152-1418（乾）

S席：3,500円
A席：3,000円
B席：2,500円

交流文化スポーツ課
0268-75-2005

無料
荻原廣髙

080-5109-5243

21 水 多目的ルーム JICA海外協力隊　2019年度秋募集説明会 18:00 19:00
（21:00）

無料
JICA駒ケ根

0265-82-6151

14 水
市民アトリエ・
ギャラリー、

アトリエ

第17回荻原廣髙展(～8月16日(金))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00

常設展示室
没後100年　村山槐多展　関連企画
夏休みおしゃべり鑑賞会　※要申し込み

- 17:30～18:30
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

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

14:00
（16:00）

無料
メンネルコール我謝（竹内）

090-4929-5742

10　土　 常設展示室
没後100年　村山槐多展　関連企画
学芸員によるギャラリートーク　※要申し込み

- 18:00～19:30

サントミューゼ
0268-27-2000

アトリエ
「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間」パネル展
(～8月12日(月))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
生活協同組合コープながの

総合企画室
0120-502-477

木

小ホール
ワンコインマチネvol.26
田中 拓也（サクソフォン）with中野 翔太（ピアノ）

11:00 11:30
（12:15）

500円

- 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)

7 水
市民アトリ
エ・ギャラ

リー

第8回　児玉敏郎絵画展(～8月12日(月))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料
児玉敏郎

0268-35-1422

14:00
（15:30）

無料
一般社団法人　上田法人会

0268-25-4500

4 日 大ホール 第20回NAGANO国際音楽祭 13:30 14:00
（16:00）

無料
ＮＰＯ法人

NAGANO音楽教育支援センター
0268-24-7657

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

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

未来のミライ展上田会場事務局
026-225-1414

イ

ベ

ン

ト

情

報

1 木

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))

-

大スタジオ 月末決算説明会 13:30

8

5 月 アトリエ こっぱ人形講習会 -

11 日

小ホール メンネルコール我謝　第5回サマーコンサート 13:30

24 土

大ホール 第23回　上田城跡能

　8　　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）



　9　　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

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))

-

1 日

一般：3,000円
U25：1,500円

交流文化スポーツ課
0268-75-200513 金 大ホール

オペラ・ガラ・コンサート
～市民参加による応援祝賀演奏会～

18:00 19:00
（21:00）

大スタジオ
U演奏家協会キッズプログラム
ゼロ歳からのクラシックもあるコンサート

13:30 14:00
一般(高校生以上)：1,000円

小人(0歳～中学生以下):300円
（当日券:1,500円・500円）

U演奏家協会
0268-24-7657

主催者（お問い合わせ先）

小ホール 東信ハワイアンフェスティバル 12:30 13:00
（16:00）

無料
東信ハワイアン愛好会
0268-27-5702

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

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

未来のミライ展上田会場事務局
026-225-1414

常設展示室

14:00
（16:30）

2,000円

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

12 木 13:00 13:30
（15:30）

11 水

大ホール
上田市民劇場9月例会
「トム・プロ」

18:30 19:00
（21:00）

15 日

大ホール 上小中学校吹奏楽交歓演奏会 9:30 9:50
（16:30）

無料
上小中学校吹奏楽連盟

0268-62-0145（俵）

小ホール オペラふれあいコンサート 13:30 オペラふれあいコンサート実行委員会
0268-21-7156（桑原）

21 土

大ホール 「宮崎駿の雑想ノート」より　『最貧前線』

16:15 17:00
S席：7,500円
A席：6,000円

U25(S席)：3,700円
U25(A席)：3,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

小ホール むさしのコンサート 13:00 13:30
（15:30）

1,000円
高校生以下無料

武蔵野音楽大学同窓会長野県支部
0267-32-8371（黛）16 月・祝

22 日 12:15 13:00

29 日 大ホール 大野俊三　ジャパン・ツアー 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

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年6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。

★ 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》
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