
2016年 9月・10月イベント情報 ◆◆◆◆ 交流文化芸術交流文化芸術交流文化芸術交流文化芸術センターセンターセンターセンター 〒386-0025〒386-0025〒386-0025〒386-0025
長野県上田市天神長野県上田市天神長野県上田市天神長野県上田市天神
三丁目15番15号三丁目15番15号三丁目15番15号三丁目15番15号

☎☎☎☎　  0268-27-2000　  0268-27-2000　  0268-27-2000　  0268-27-2000

FAX 0268-27-2310FAX 0268-27-2310FAX 0268-27-2310FAX 0268-27-2310

休館日【火曜日】（※火曜日が祝祭日の時は、その翌日） ●●●● 市立美術館市立美術館市立美術館市立美術館 ☎☎☎☎　  0268-27-2300　  0268-27-2300　  0268-27-2300　  0268-27-2300
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塩田公民館塩田公民館塩田公民館塩田公民館
サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ地域地域地域地域ふれあいコンサートふれあいコンサートふれあいコンサートふれあいコンサート
廣田美穂(廣田美穂(廣田美穂(廣田美穂(ソプラノ)ソプラノ)ソプラノ)ソプラノ)

18:30

小小小小ホールホールホールホール 廣田美穂廣田美穂廣田美穂廣田美穂　　　　ソプラノリサイタルソプラノリサイタルソプラノリサイタルソプラノリサイタル

　9　　　9　　　9　　　9　　月月月月

月月月月 日日日日 曜日曜日曜日曜日 会場会場会場会場 イイイイ　　　　　　　　ベベベベ　　　　　　　　ンンンン　　　　　　　　トトトト　　　　　　　　名名名名 開場開場開場開場 開演(終演)開演(終演)開演(終演)開演(終演) 入場料等入場料等入場料等入場料等 主催者主催者主催者主催者（（（（おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先））））

4444 日 小ホール 第22回JAフェスティバル踊り大会 9:00 10:30
（17:00）

無料

19:00
（20:00）

当日券当日券当日券当日券のみ500のみ500のみ500のみ500円円円円
サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ

0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

2222 金 大スタジオ 建築士定期講習 9:00 9:20
（17:30）

多目的ルーム 福祉のしごと就職相談会 12:30 13:00
（15:00）

無料
長野県社会福祉協議会

長野県指定長野県福祉人材センター
0262-26-7330

信州うえだ某業協同組合
0268-38-3100

小ホール 上小地区労働衛生大会 12:30 13:30
（16:30）

無料
一般社団法人　上小労働基準協会

0268-23-2500（白井）

大スタジオ ツクイ合同音楽会 13:00 13:30
（15:00）

13:30 14:00
（16:00）

全席指定全席指定全席指定全席指定
一般一般一般一般　2,000　2,000　2,000　2,000円円円円
U25U25U25U25　1,000　1,000　1,000　1,000円円円円

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ
0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

大ホール
歌謡コンサート　神野美伽「さあ、歌いましょ
う！」

13:30

無料
株式会社ツクイ

0268-71-3385

15151515 木

大ホール
上田市民劇場319回例会
イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「死神」

18:00 18:30
（21:00）

会員制

第7回上田千曲高校吹奏楽班定期演奏会 13:00 13:30
（15:30）

無料
上田千曲高校

0268-22-7070（佐藤）

18181818 日

9:30 10:00
（11:30）

13:00 13:30
（15:00）

大ホール

土 13:00 13:30
（15:00）

小ホール うえだ腹話術交流フェスタ

企画展示室企画展示室企画展示室企画展示室
原田泰治原田泰治原田泰治原田泰治がががが描描描描くふるさとくふるさとくふるさとくふるさと詩情詩情詩情詩情
　「　「　「　「原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏によるギャラリートークによるギャラリートークによるギャラリートークによるギャラリートーク」」」」

一般　2,000円
障がい者・高校生以

下　1,000円
幼児　無料

長野県うたごえ協議会
090-1868-4349（深町）

28282828 水 多目的ルーム 女性向け創業スクール 13:20 13:30
（16:30）

無料

大ホール こわしてはいけない―無言館をうたうコンサート 13:00 14:00
（16:00）

上田市商工課
0268-23-5395（尾島）

29292929 木 小小小小ホールホールホールホール
サントミューゼワンコインマチネサントミューゼワンコインマチネサントミューゼワンコインマチネサントミューゼワンコインマチネVol.8Vol.8Vol.8Vol.8
大森潤子(大森潤子(大森潤子(大森潤子(ヴァイオリン)ヴァイオリン)ヴァイオリン)ヴァイオリン)

11:00 11:30
（12:30）

全席指定全席指定全席指定全席指定
500円500円500円500円

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ
0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

市民アトリエ・
ギャラリー

子どもたちの造形活動展(～9月5日(月))
初日は14:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00 17:00 無料
上田女子短期大学付属幼稚園

0268-38-5996

無料
笹井 弘

090-8309-9730

1111 木

市民アトリエ・
ギャラリー

杉村俊明展《刻：そのとき私は…》(～9月12日(月))
※最終日は13:00まで。

- 9:00 17:00

アトリエ
笹井弘　エコアプローチ造形作品展(～9月5日(月))
初日は14:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00 17:00

7777 水

無料
一般社団法人長野県建築士事務所協会

026-225-9277

参加料：1,800円
半田涼子

0268-26-1249

9999 金

8888 木

アトリエ
熊本地震義援金 募金のための布と針と糸のワーク
ショップ③

- 9:00 17:00

無料
杉村俊明

090-3405-2068

多目的ルーム
第六回 アトリエ・レイ上田 作品展(～9月11日(日))
※初日は13:00から。

- 10:00 17:00 無料
アトリエ・レイ（中村）

0268-72-4760

詳細は主催者へお問い
合わせください。

農民美術連合会（徳武）
0268-24-2304

10101010 土

アトリエ
き・らめく・・・展(～9月18日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:00 17:00

アトリエ 木端人形講習会 - 9:00 12:00
13:30 16:30

14:00
（16:00）

S席　5,000円
Ａ席　4,500円

一般財団法人民主音楽協会
03-5362-3455

14141414 水

市民アトリエ・
ギャラリー

平成28年度 第43回秋萩会書道展(～9月18日(日))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

無料
きらめくプロジェクト
090-1057-4539

多目的ルーム
第２回石坂賢一・清水正教二人展(～9月19日(月))
※初日は13:00から。

- 9:00 17:00 無料
清水正教

0268-42-4556

上田市民劇場
0268-22-9697

13:00 13:30
（16:00）

- 9:00~17:00 無料
書道研究秋萩会

0268-31-3171（井澤）

16161616

小ホール うえだ腹話術交流フェスタ 無料
うえだ腹話術交流フェスタ実行委員会

090-2748-0442（清水）

17171717

無料
うえだ腹話術交流フェスタ実行委員会

090-2748-0442（清水）

土

企画展示室企画展示室企画展示室企画展示室
上田市合併10周年記念上田市合併10周年記念上田市合併10周年記念上田市合併10周年記念
原田泰治原田泰治原田泰治原田泰治がががが描描描描くふるさとくふるさとくふるさとくふるさと詩情(詩情(詩情(詩情(～11～11～11～11月21日(月))月21日(月))月21日(月))月21日(月))

- 9:00 1 :00
一般一般一般一般　800　800　800　800円円円円

大大大大････高校生500円高校生500円高校生500円高校生500円
小小小小・・・・中学生300円中学生300円中学生300円中学生300円

※※※※コレクションコレクションコレクションコレクション展共通展共通展共通展共通

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

9:00
「「「「原田泰治原田泰治原田泰治原田泰治がががが描描描描く ふく ふく ふく ふ

るさとるさとるさとるさと詩情詩情詩情詩情」」」」のののの入館料入館料入館料入館料
がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

常設展示室常設展示室常設展示室常設展示室
上田市立美術館上田市立美術館上田市立美術館上田市立美術館コレクションコレクションコレクションコレクション展展展展ⅡⅡⅡⅡ
上田上田上田上田ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの作家作家作家作家たち(たち(たち(たち(～11～11～11～11月21日(月))月21日(月))月21日(月))月21日(月))

- 9:00 1 :00
一般300円一般300円一般300円一般300円

大学大学大学大学・・・・高校生200円高校生200円高校生200円高校生200円
小小小小・・・・中学生100円中学生100円中学生100円中学生100円

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

14:00 500円500円500円500円
中学生以下無料中学生以下無料中学生以下無料中学生以下無料

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ
0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

「「「「原田泰治原田泰治原田泰治原田泰治がががが描描描描く ふるく ふるく ふるく ふる
さとさとさとさと詩情詩情詩情詩情」」」」またはまたはまたはまたは「「「「コレコレコレコレ
クションクションクションクション展展展展」」」」のののの入館料入館料入館料入館料がががが

必要必要必要必要ですですですです。。。。

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

25252525 日

金

11111111 日

大大大大スタジオスタジオスタジオスタジオ
作作作作・・・・演出演出演出演出：：：：岩崎正裕岩崎正裕岩崎正裕岩崎正裕

ここからはここからはここからはここからは遠遠遠遠いいいい国国国国[リーディング[リーディング[リーディング[リーディング公演公演公演公演：：：：市民参加劇]市民参加劇]市民参加劇]市民参加劇]
13:30

常設展示室常設展示室常設展示室常設展示室
上田市立美術館上田市立美術館上田市立美術館上田市立美術館コレクションコレクションコレクションコレクション展展展展ⅡⅡⅡⅡ
ギャラリートークギャラリートークギャラリートークギャラリートーク「「「「美術館散歩美術館散歩美術館散歩美術館散歩」」」」【【【【ハリー・ハリー・ハリー・ハリー・KKKK・シゲタ・シゲタ・シゲタ・シゲタ】】】】

- 13:30

アトリエ 木端人形講習会 - 9:00 12:00
13:30 16:30

詳細は主催者へお問い
合わせください。

農民美術連合会（徳武）
0268-24-2304

-
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1111 土

大ホール 米村でんじろうサイエンスショー
12:00

　10　　　10　　　10　　　10　　月月月月

月月月月 日日日日 曜日曜日曜日曜日 会場会場会場会場 イイイイ　　　　　　　　ベベベベ　　　　　　　　ンンンン　　　　　　　　トトトト　　　　　　　　名名名名

13:00
2,700円

株式会社スーパーキャスト
026-263-100015:00 15:30

開場開場開場開場 開演(終演)開演(終演)開演(終演)開演(終演) 入場料等入場料等入場料等入場料等 主催者主催者主催者主催者（（（（おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先））））

2222 日

大ホール
MYSTERY NIGHT TOUR 2016
稲川淳二の怪談ナイト

13:30 14:00
(15:45)

前売り　5,400円
　当日　5,800円

株式会社信越放送
026-237-0545（佐藤）

小ホール 医療のうたごえ全国祭典 11:00 12:30
（17:00）

無料
医療のうたごえ全国協議会

0267-82-3620

5555 水 大スタジオ 月末決算説明会 13:30 14:00
（15:30）

無料
一般財団法人　上田法人会

0268-25-4500

小ホール
SALT plays Classic Vol.1
「パリジャン（前世）の証明」

15:30 16:00
（18:15）

5,000円
（有）アースビート

090-7717-8543（伊藤）

7777 金 小ホール
上田子ども劇場鑑賞会
「かかしになるために」KOYOマイムライブ公演

18:30 19:00
（20:00）

会員制

6666 木 大ホール 平成28年度「第11回人権を考える市民のつどい」 13:00 13:30
（15：45）

8888 土

小ホール ピアノ発表会 13:00 13:30
（16:00）

無料
小塩・片桐ピアノ教室

0268-23-5445（片桐）

無料
上田市教育委員会生涯学習課

0268-23-5197

信州国際音楽村信州国際音楽村信州国際音楽村信州国際音楽村
サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ　　　　地域地域地域地域ふれあいコンサートふれあいコンサートふれあいコンサートふれあいコンサート
カルテット･スピリタスカルテット･スピリタスカルテット･スピリタスカルテット･スピリタス（（（（サクソフォンサクソフォンサクソフォンサクソフォン四重奏四重奏四重奏四重奏））））

12:30 13:00
（14:00）

当日券当日券当日券当日券のみ500のみ500のみ500のみ500円円円円
サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ

0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

上田子ども劇場
0268-27-4756

無料
長野県合唱連盟

0263-82-8566（田口）12:00 12:30

10101010
月
祝

小ホール 講演会 13:00

9999 日 大ホール 第52回長野県合唱祭
9:30 10:00

15151515 土 小ホール コール愛　30周年記念コンサート 13:30 14:00
（16:00）

1,000円

13:30
（16:00）

1,000円
信州沖縄塾

090-7728-9115（村山）

13131313 木 大大大大ホールホールホールホール
主演主演主演主演：：：：草笛光子草笛光子草笛光子草笛光子
「「「「白白白白いいいい犬犬犬犬とワルツをとワルツをとワルツをとワルツを～～～～私私私私はははは白白白白いいいい犬犬犬犬～」～」～」～」

13:30 14:00

16161616 日

大ホール 全国演歌塾カラオケ大会in長野 9:00 9:15
（18:20）

無料
長野演歌塾

090-8947-9076

全席指定全席指定全席指定全席指定
4,000円4,000円4,000円4,000円

サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ
0268-27-20000268-27-20000268-27-20000268-27-2000

小ホール 平澤節子ピアノリサイタル 14:00 14:30
（16:00）

2,000円
ぴあのでスマイル

0268-41-1439（箱山）

コール愛
0268-24-9203

21212121 金 大スタジオ 管内横断税務研修会 13:30 14:00
（16:30）

無料

20202020 木 大ホール 第64回　長野県戦没者遺族大会 11:00 11:50
（15:30）

22222222 土

大ホール 第12回「ココロの授業」公開講演 12:30 13:00
（17:00）

無料
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

無料
一般財団法人　長野県遺族会

026-228-0334

小ホール 信州生活習慣病予防セミナー（仮称） 13:00 13:30
（16:00）

無料
長野県 保健･疾病対策課

026-235-7150

一般財団法人　上田法人会
0268-25-4500

無料
寺島チェロ教室

090-1039-7391（寺島）

24242424 月 大スタジオ 管内横断税務研修会 13:30 14:00
（16:30）

無料
一般財団法人　上田法人会

0268-25-4500

23232323 日 小ホール チェロコンサート 12:00 13:00
（16:30）

スズキ・メソード甲信地区
026-263-0302

29292929 土 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

無料
信州シャンソン楽しむ会

080-2242-1007（大井）

28282828 金 多目的ルーム スコーレ人生学講座 9:00 10:00
（11:30）

無料
スコーレ家庭教師振興協会

090-5572-2445

27272727 木 小ホール 信州シャンソン楽しむ会 13:00 13:30
（16:30）

★ 誤記誤記誤記誤記・・・・掲載漏掲載漏掲載漏掲載漏れなどがございましたらサントミューゼまでおれなどがございましたらサントミューゼまでおれなどがございましたらサントミューゼまでおれなどがございましたらサントミューゼまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。《。《。《。《TELTELTELTEL：0268-27-2000》：0268-27-2000》：0268-27-2000》：0268-27-2000》

おおおお

知知知知

らららら

せせせせ

★ このこのこのこの催物案内催物案内催物案内催物案内はははは、、、、 2016年9月1日2016年9月1日2016年9月1日2016年9月1日 現在現在現在現在のののの情報情報情報情報ですですですです。。。。

★ イベントについてはイベントについてはイベントについてはイベントについては、、、、主催者主催者主催者主催者のののの都合都合都合都合によりによりによりにより一部変更一部変更一部変更一部変更することがございますのですることがございますのですることがございますのですることがございますので、、、、最新最新最新最新のののの情報情報情報情報についてはについてはについてはについては事前事前事前事前にににに各主催者各主催者各主催者各主催者おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先にごにごにごにご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。

S席　5,000円
Ａ席　4,500円

ルートイングループ
0268-25-0020

30303030 日 大ホール スズキ・メソード甲信大会 12:30 13:00
（16:30）

無料


