
2019年9月・10月・11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

小ホール 吹奏楽を楽しむ会 12:30 13:00
（15:00）

無料
松奏会

090-1829-2489（吉池）

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）

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

28 土 アトリエ こっぱ人形講習会 - -

無料
青木允

0268-71-5288

27 金 アトリエ ウォータレス・リトグラフ版画講座OB会 - - 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）

25 水
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

青木允個展(～9月30日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00

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

22 日 12:15 13:00

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

無料
長野県中小企業中央会

0268-24-2304（徳武）

18 水 多目的ルーム
『四季彩景』それぞれの瞬間(～9月22日(日))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料 090-2153-3407（島川）

無料

090-2249-1325
（豊科高校：細萱）
080-6747-7047
（東海大学：有馬）

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

大ホール
東海大学吹奏楽研究会
DREAM CONCERT 2019 in 上田

14:30 15:00
（17:40）

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

- 9:00～17:00

無料
上小中学校吹奏楽連盟

0268-62-0145（俵）

小ホール ふれあいコンサートin上田 13:30 14:00
（16:30）

一般：2,000円
（当日；2,500円）
高校生以下：無料

オペラふれあいコンサート実行委員会
090-1868-4349（深町）
090-1534-6750（山辺）

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）

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

- 9:00～17:00 無料
長野県中小企業中央会

0268-24-2304（徳武）

企画展示室
第47回東信美術展(～9月23日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00
一般400円

無料:大学生以下
障がいのある方・付添の

方
70歳以上の方

東信美術会
090-1406-2579（小林）

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

一般：3,000円
U25：1,500円

交流文化スポーツ課
0268-75-2005

14 土

大ホール 第27回　近藤社中　民踊舞踊発表会 10:30 11:00
（16:00）

無料
近藤社中

0268-22-1674

13 金 大ホール
ラグビーイタリア代表チーム歓迎
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）

12 木 13:00 13:30
（15:30）

大ホール
上田市民劇場9月例会
トム・プロジェクト　プロデュース
「百枚えの写真　一銭五厘たちの横丁」

18:30 19:00
（21:00）

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

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）

11 水

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

墨と樹の三人展(～9月13日(金))
※初日は13:30から。最終日は15:00まで。

- 9:30～17:00 無料 090-7202-8748（須賀）

7 土

13:30 14:00
（16:00）

アトリエ こっぱ人形講習会 - 無料

無料
第一美術協会長野県支部

0268-62-1564（佐藤）

6 金

小ホール 生で聴く のだめカンタービレの音楽会＜ピアノ版＞

18:30 19:00
（21:00）

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

4 水
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

第一美術協会長野県支部展(～9月8日(日))
最終日は15:00まで。

- 9:00～16:30

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
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

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
0268-71-7738

主催者（お問い合わせ先）

イ

ベ

ン

ト

情

報

1 日

小ホール 東信ハワイアンフェスティバル 11:00 12:00 無料
東信ハワイアン愛好会

090-6921-7277（倉沢）

　9　　月

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



金剛山歌劇団東信公演実行委員会
0268-22-0049

1,200円
14:00

（16：00）13:00金剛山歌劇団東信公演

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15:00まで。

-

イ

ベ

ン

ト

情

報

2 水

3 木

大ホール日6

無料
上田市校長会

0268-72-2012（長小学校）

31 木

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15:00まで。

-

9:00～17:00 無料

30 水 大ホール 上田市小学校連合音楽会
9:20

（16:00）

企画展示室 シンビズム３関連企画　宮坂了作ギャラリートーク ‐ 13:30～14:15 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

無料
香墨会

0268-38-7039（加藤）- 9:00～17:00

27 日

無料
清雲会

0268-62-4543（丸山）

アトリエ
手づくな展　ミニチュアの世界(～10月28日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
竹内啓子

026－213-774825 金

市民アトリエ・
ギャラリー

清雲会書展(～10月27日(日))
※初日は12:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

多目的ルーム
香墨会展(～10月28日(月))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

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 火
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

21 月 アトリエ こっぱ人形講習会(～10月22日(火)) - -

千曲川河川敷
シンビズム３関連企画　山内孝一ワークショップ
「石を立てる」　※要申し込み　※当日は美術館1
階に集合し、河川敷へ移動

‐ 15:30～17:30 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

17 木 小ホール
ワンコインマチネvol.27
泉 真由（フルート）&松田 弦（ギター）

11:00 11:30
（12:15）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

20 日

19 土 企画展示室 シンビズム３関連企画　甲田洋二ギャラリートーク ‐ 13:30～14:15

無料
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

16 水 大ホール
夢スター歌謡祭　①春組 対 秋組　歌合戦
　　　　　　　　②歌とコメディー

①12:30
②17:30

①13:00
②18:00

9,180円

14 月・祝 大ホール 第15回「ココロの授業」講演会 - 11:30
(16:40)

株式会社 夢グループ
0570-666-443

1,500円
Warszawka Lemoniada

090-2621-6373

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

13 日

小ホール 宮入柚子ピアノリサイタルVol.3 13:30 14:00
(15:30)

無料
ウッドバーニング信州ソング・

ポスト
0268-68-4046（竜川）

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(～10月13日(日))

- 9:00～17:00 無料
長野県中小企業中央会

0268-24-2304（徳武）

無料
上田市立美術館

0268-27-2300

美術館２F
ホワイエ

シンビズム３関連企画　オープニングギャラリー
トーク

‐ 13:30～14:30 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

12 土

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

多目的ルーム
ウッドバーニング展＆バードカービング展(～10月
14日(月))
※最終日は15:00まで。

- 10:00～17:00

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

10 木 アトリエ ウォータレス・リトグラフ版画講座OB会 - - 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）

7 月・祝 小ホール 仲道郁代ピアノ・リサイタル～シューマンの夢～ 18:30 19:00
（21:00）

無料
生涯学習・文化財課
0268-23-5197

5 土 大スタジオ クララのよくばりコンサート　Pt . 2 13:30 14:00
(16:00)

2,500円
音工房クララ

090-9136-9468

4 金 大ホール 第14回　人権を考える市民のつどい 13:00 13:30
(15:45)

市民アトリエ・
ギャラリー、ア

トリエ

花鳥風月展(～10月7日(月))
※初日は13:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
アイ写真工房

0268-23-5820(中村)

13:30 14:00
（15:30）

無料
一般社団法人　上田法人会

0268-25-4500

多目的ルーム 石田克成　籐工芸展(～10月6日(日)) - 10:00～17:00 無料
いしだ籐工芸

026-243-7165（石田）

大スタジオ 月末決算説明会

13:30
(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

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

小ホール
シューベルト
「ぼだい樹」からはじめるクラシック

13:00

　10　　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）



　11　　月

月 日 曜日 会場 イ　　ベ　　ン　　ト　　名 開場 開演(終演)

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

入場料等 主催者（お問い合わせ先）

1 金

大ホール 第13回上田市社会福祉大会 12:00 13:15
（15:30）

無料
上田市社会福祉協議会

0268-27-2025

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

スーパーキャスト
026-263-1000

3 日

大スタジオ MONO「怠惰なマネキン」 13:30 14:00 一般：3,000円
U25：1,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

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

第23回　上小「いい歯の日」フェスタ 12:30

S席：5,800円
A席：5,300円

13:30
(18:00)

無料

S席：4,500円
A席：3,500円

U25(S席)：2,000円
U25(A席)：1,500円

S席：6,000円
A席：5,000円

13:30 14:00
(16:30)

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

無料
上田北幼稚園

0268-25-2868

10 日

大スタジオ 田上パル「Q学」 13:30 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

一般社団法人 上田法人会
0268-25-4500

13:00
(16:00)

無料
一般社団法人　上田小県歯科医師会

0268-22-2160

16 土 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

14 木

大ホール 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

大スタジオ 管内横断税務研修会

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)

無料
上田市消防団事務局
0268-26-0119

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

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）

ルートイングループ内CSR推進室
0268-25-0020

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
（16:00）

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

スーパーキャスト
026-263-1000

（平日：10時～19時）

30 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

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）

上田市立美術館
0268-27-2300

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年8月25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》


	9月 （HP用）
	●
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	●
	10月-11月 （HP用) 


