
　9　　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）

2018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

子どもアトリ
エ

ウィリアム・モリス展　子ども向けワークショップ
ガラスアートプロジェクト

- 10:00～12:00
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

9:50
（16:20）

無料
上小中学校吹奏楽連盟

0268-62-0145（東御中学校：
俵）

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（倉沢）

大ホール 上小中学校吹奏楽連盟　交歓演奏会 9:30

3 月 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
上田市防衛協会

0268-22-4500

小ホール 上小地区労働衛生大会 13:00 13:30
（16:30）

無料
一般社団法人上小労働基準協会

0268-23-2500

- 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）アトリエ こっぱ人形講習会 -

大ホール
上田市民劇場9月例会　劇団前進座公演「柳橋物
語」

18:00

金 大ホール
上田市民劇場9月例会　劇団前進座公演「柳橋物
語」

13:00 13:30
(16:15)

会員制

18:30
(21:15)

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

木

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
山本鼎　農民美術のデザイン(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
「ウィリアム・モリス
展」または「コレク

ション展」の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

上田市民劇場
0268-22-9697

9:00～17:00
一般1000円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300企画展示室

ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡(～11月11日(日))

-

無料
書道研究秋萩会

0268-31-3397（上平）

15 土

小ホール 津野田圭　ハープリサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：2,000円
U25：1,000円

14 金 多目的ルーム
第45回　秋萩会書道展(～9月16日(日))
※初日は12:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

サントミューゼ
0268-27-2000

アトリエ
おとなのアトリエ講座「初めてのウォータレスリト
グラフ」受講者作品展(～9月17日(月))

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

無料
キヤノンフォトクラブ上田

090-4539-0461（上原）

21 金

大ホール 吉永小百合・村治佳織　チャリティ朗読コンサート2018 14:00 14:45 全席完売

20 木 多目的ルーム
キヤノンフォトクラブ上田　第19回写真展(～9月
23日(日))
※最終日は18:00まで。

- 9:00～17:00

第二楽章を語り継ぐ会
090-3233-5889（奥村）

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡　ナイトミュージアム
ギャラリートーク

- 18:30～ 展覧会の観覧券が必要
です。

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

大ホール 上田平和音楽祭2018 12:20 13:00
先行：3,500円
当日：4,000円
小・中：500円

上田平和音楽祭実行委員会
090-9668-9525（渡邉）

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡　講演会
「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ運動」

- 13:30～15:00

1,000円
サントミューゼ

0268-27-2000

24 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。

こっぱ人形の会
0268-24-2304（徳武）

23 日

大スタジオ
サントミューゼ レジデント・カンパニー事業
土田英生　市民参加演劇公演「尼ヶ淵スケッチ」

13:30 14:00

13:00 13:30
（16:30）

26 水

市民アトリ
エ・ギャラ

リー、多目的
ルーム

宮下六朗・信子展(～9月30日(日)) - 9:00～17:00 無料
宮下六朗

090-7214-1543

無料 090-7214-1543（宮下）

27 木

小ホール 宮下六朗・信子展音楽会

アトリエ
自作「仏像彫刻展」(～9月29日(土))
※初日は11:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
寺澤幸高

0268-23-9076

30 日

大ホール セガワバレエアカデミー発表会 15:15 16:00
（20:30）

無料
セガワバレエアカデミー

0268-22-8703

29 土 小ホール クララ愛の物語＜朗読と音楽＞ 13:30 14:00
（16:00）

小ホール ぴあのでスマイルvol.2 13:30 14:00 1,000円
スマイル実行委員会
0267-63-0990

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（和田）

イ
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ン

ト

情

報

2 日

7

6

8 土



1 月

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐる
デザインの軌跡(～11月11日(日))

- 9:00～17:00

　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）

一般1000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展
山本鼎　農民美術のデザイン(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
「ウィリアム・モリス
展」または「コレク

ション展」の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

無料
飯塚英春

090-3510-8902

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

無料

3 水 多目的ルーム
秘境秋山郷マタギの里。天空の楽園苗場山写真展
(～10月8日(月))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00

イ

ベ

ン

ト

情

報

5 金 大スタジオ 月末決算説明会 13:30 14:00
(15:30)

無料

6 土

大ホール TSUKEMEN　LIVE　2018 〝X″ 16:30 17:00 5,500円
長野市松代文化ホール

026-278-4373

上田市生涯学習・文化財課
0268-23-5197(堀内)

小ホール エル・ロゼッサ　シャンソンフェスタ 13:00 13:30 無料
カフェ・エル・ロゼッサ シャンソン教室

080-2242-1007（大井）

一般社団法人上田法人会
0268-25-4500

アトリエ
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐる
デザインの軌跡　ワークショップ(～10月7日(日))
「上田紬が織りなすワークショップ」

-
両日とも

①10:00～12:00
②14:00～16:00

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

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

第54回　農民美術新作展(～10月14日(日))
同時開催　おとなのアトリエ講座「こっぱ人形」
受講者作品展

- 10:00～16:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

無料
貴山流社中ゆかたざらい

0268-38-2572（高田）

8 月・祝

大ホール 琴伝流大正琴 長野県大会(仮) 10:00 10:30
(15：00)

無料

7 日 小ホール 日本舞踊　貴山流社中ゆかたざらい 12:00 12:30
（16:00）

(有)日本バイオリン研究所大正琴全国
普及会

0265-81-7500

小ホール 宮入柚子ピアノリサイタルVol.2 13:30 14:00
（15:45）

1,000円
ワルシャワスカ・レモニアダ
0268-82-2984（宮入）

10 水
多目的ルー

ム、アトリエ
かりがね福祉会40周年記念行事(～10月15日(月))
※初日は13:00から。最終日は14:00まで。

- 9:00～17:00 無料
社会福祉法人　かりがね福祉会

0268-72-3431

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）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

13 土

大スタジオ
桂 九雀で田中啓文、こともあろうに内藤裕敬。
笑酔亭梅寿謎解噺～立ち切れ線香の章～

13:30 14:00 一般：2,500円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

12 金 小ホール
ワンコインマチネvol.21
森岡有裕子

11:00 11:30
（12:15）

大ホール 第14回「ココロの授業」講演会 11:45 12:30
（16:30）

無料　※要予約
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

14 日

大ホール ラ・ハグア　コンサート － 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

小ホール かりがね福祉会　40周年記念 9:20 9:40
（16:30）

無料
社会福祉法人かりがね福祉会

0268-72-3431

小ホール Saxophone Duo リサイタル 13:30 14:00
（16:00）

3,500円
宮澤博子・彦坂眞一郎

miyahiko.1014@gmail.com

19 金 多目的ルーム
香墨会展(～10月21日(日))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
書道団体　香墨会

0268-73-2086（清水）

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）

21 日 大ホール 金剛山歌劇団東信公演 13:00 14:00
（16:00）

無料　※要整理券

20 土 アトリエ こっぱ人形講習会 - -

金剛山歌劇団東信公演
0268-22-0049

24 水 子どもアトリエ
長野県児童生徒美術展(～11月5日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

市民アトリ
エ・ギャラ

リー

おいしい絵本原画展(～10月29日(月))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
絵本ライブ実行委員会
080-3080-0756

多目的ルーム
第6回陶芸教室上田工房　作陶展　2018(～10月
28日(日))
※初日は12:00から。最終日は16:30まで。

- 9:00～17:00 無料
陶芸教室　上田工房
0268-38-8911

アトリエ
わらべ人形展(～10月28日(日))
※初日は10:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
宮沢計幸

080-8178-3131

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

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐる
デザインの軌跡
ギャラリートーク

- 11:00～ 展覧会の観覧券が必要
です。

上田市立美術館
0268-27-2300

28 日

13:30 14:00

大ホール 群馬交響楽団　上田公演-2018秋- 14:15 15:00

大スタジオ 「書を捨てよ町へ出よう」ツアー　-上田公演-

17:30 18:00
一般：3,600円
U25：1,800円

サントミューゼ
0268-27-2000

27 土



　11　　月

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

常設展示室
上田市立美術館コレクション展
山本鼎　農民美術のデザイン(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
「ウィリアム・モリス
展」または「コレク

ション展」の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

主催者（お問い合わせ先）

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡(～11月11日(日))

- 9:00～17:00
一般1000円

高校・大学生600円
小・中学生400円

上田市立美術館
0268-27-2300

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

無料
社会福祉法人

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5日(月))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田市立美術館

0268-27-2300

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)

無料
信学会 上田・千曲地区幼稚園

026-275-0370

一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

企画展示室
ウィリアム・モリス　英国の風景とともにめぐるデ
ザインの軌跡
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

小ホール
マチ×マチフェスティバル　2018 UEDA
BRACK BOTTOM BRASS BAND Live！

13:30 14:00
（16:00）

小ホール 新居由佳梨　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

10 土

大ホール 2018長野県教育研究集会 9:15 9:45
（12:00）

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2018年9月3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。

14:00
(16:00)

1,200円
上田グローリア合唱団

090-4064-4148(小島)

25 日 大ホール 上田市消防団音楽隊第13回定期演奏会 12:45 13:30
(16:30)

イ

ベ

ン

ト

情

報

15 木

1 木

大ホール 「障がい者福祉」チャリティーコンサート - 11:30

第22回上小「いい歯の日」フェスタ 12:30 13:00
（16:00）

13:00

管内横断税務研修会 13:30 14:00
(16:30)

11 日 小ホール

木

4 日

SS席：4,000円
S席：3,500円

藤和プロデュース
全国チャリティコンサート実行委員会本部

046-264-0344
090-3220-4477（佐藤）

★ 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》

23 金

無料
上田市消防団音楽隊
0268-26-0119

一般社団法人上田法人会
0268-25-4500

14 水

大スタジオ 無料

無料
一般社団法人上田小県歯科医師会

0268-22-2160

無料
長野県教職員組合連絡協議会

026-235-3700

8

18 日 大ホール 上田グローリア合唱団　第63回定期演奏会
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