
13131313 土

無料
生活協同組合コープながの

0120-502-47726262626 金 アトリエ
「ヒロシマ・ナガサキ　原爆と人間」
※初日は13:00から。

- 9:00∼17:00

無料
（一社）示現会長野県支部
0268-22-1082（保坂）

21212121 日 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

17171717 水 多目的ルーム
第28回　示現会　長野県支部会(～8月21日(日))
※初日は13:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00∼17:00

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

市民アトリエ・
ギャラリー

幕末・維新墨跡展覧会(～8月21日(日)) - 9:00∼17:00 700円
山本益郎

090-3335-9451

300円
桜華書林

026-286-2091

11111111 木 小小小小ホールホールホールホール
2016年2016年2016年2016年NHKNHKNHKNHK大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ「「「「真田丸真田丸真田丸真田丸」」」」特別展特別展特別展特別展　　　　
記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会「「「「真田幸村真田幸村真田幸村真田幸村とととと大坂大坂大坂大坂のののの陣陣陣陣」　」　」　」　
講師講師講師講師：：：：北川央北川央北川央北川央（（（（大阪城天守閣館長大阪城天守閣館長大阪城天守閣館長大阪城天守閣館長））））

- 13:30~15:00
無料無料無料無料　　　　※※※※要観覧券要観覧券要観覧券要観覧券

先着先着先着先着２８２８２８２８0名0名0名0名
（（（（当日受付当日受付当日受付当日受付））））

8888 月 多目的ルーム
三輪途道展　義の人といつかは獣勇士(～8月15日
(月))
※8月8日(月)は正午から。

- 9:00∼17:00

7777 日
市民市民市民市民アトリエ・アトリエ・アトリエ・アトリエ・

ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー
2016年2016年2016年2016年NHKNHKNHKNHK大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ「「「「真田丸真田丸真田丸真田丸」」」」特別展特別展特別展特別展
関連企画関連企画関連企画関連企画　「　「　「　「家紋家紋家紋家紋」」」」ワークショップワークショップワークショップワークショップ（（（（大人向大人向大人向大人向けけけけ））））

- 10:30~15:00
【【【【事前申込制事前申込制事前申込制事前申込制】】】】
詳細詳細詳細詳細はサントミューはサントミューはサントミューはサントミュー
ゼホームページをごゼホームページをごゼホームページをごゼホームページをご
覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

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

半田涼子
0268-26-1249

6666 土
市民アトリエ・

ギャラリー

2016年NHK大河ドラマ「真田丸」特別展
関連企画　「家紋」ワークショップ
（親子向け　※対象：小学生以上）

- 10:30∼15:00
【事前申込制】
詳細はサントミュー
ゼホームページをご
覧ください。

サントミューゼ（美術館）
0268-27-2300

https://www.santomyuze.com/

一般一般一般一般　1,200　1,200　1,200　1,200円円円円
大学大学大学大学････高校生高校生高校生高校生　800　800　800　800円円円円
小小小小・・・・中学生中学生中学生中学生　400　400　400　400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（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

5555 金 アトリエ
熊本地震義援金のための”布と針と糸をつかった
ワークショップ”②(～8月5日(金))

- 9:00∼17:00 参加料：1,800円

1111 月
美術館美術館美術館美術館

2階展示室2階展示室2階展示室2階展示室

2016年2016年2016年2016年NHKNHKNHKNHK大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ「「「「真田丸真田丸真田丸真田丸」」」」特別展特別展特別展特別展
(～8(～8(～8(～8月21日(日))月21日(日))月21日(日))月21日(日))
※8※8※8※8月19日(金)月19日(金)月19日(金)月19日(金)は21:00までは21:00までは21:00までは21:00まで開館開館開館開館（（（（最終入場最終入場最終入場最終入場は20:00までは20:00までは20:00までは20:00まで））））

- 9:00~17:00

9,180円（予定）
㈱夢グループ

0570-200-118

多目的ルーム 経済セミナー 14:00 14:30
（16:30）

無料
八十二証券株式会社本店営業部

0268-22-5536

31313131 水

大ホール 夢コンサート
12:30
17:30

13:00
（15:30）

18:00
（20:00）

2,000円
音工房クララ

090-9136-9468（木内）
oto.kurara@gmail.com

小ホール メンネルコール我謝 サマーコンサート 13:30 14:00
（16:00）

無料
メンネルコール我謝

0268-22-5902（竹内）

13:30
（17:00）

4,000円
上田市教育委員会文化振興課

0268-23-6361

28282828 日

大ホール 木内貴大ピアノリサイタル 13:30 14:00
（16:00）

17:30 18:00
（20:00）

無料
長野医療衛生専門学校

0268-24-2952

27272727 土 大ホール 第20回上田城跡能 13:00

モダン＆バレエスタジオ“ステップス„
0268-81-2055

18181818 木 小小小小ホールホールホールホール
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　　　　ワンコインマチネワンコインマチネワンコインマチネワンコインマチネVol.7Vol.7Vol.7Vol.7
田中靖人(田中靖人(田中靖人(田中靖人(サクソフォン)サクソフォン)サクソフォン)サクソフォン)＆＆＆＆白石光隆(白石光隆(白石光隆(白石光隆(ピアノ)ピアノ)ピアノ)ピアノ)

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

無料
小嶋バレエ教室

0268-27-2714

15151515 月 小ホール
モダン＆バレエスタジオ“ステップス„
第10回発表会

13:30 14:00
（15:30）

無料

14:00
（15:30）

無料
一般社団法人 上田法人会

0268－25－4500

大ホール バレエ発表会 13:00 13:30
(16:40)

イイイイ

ベベベベ

ンンンン

トトトト

情情情情

報報報報

10101010 水 大スタジオ 月末決算説明会 13:30

19191919 金 小ホール 定期演奏会

　8　　　8　　　8　　　8　　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））））

2016年 8月・9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



アトリエ 木端人形講習会 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

土

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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 
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))

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

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 17:00

うえだ腹話術交流フェスタ

うえだ腹話術交流フェスタ

無料

無料

うえだ腹話術交流フェスタ実行委員
会

090-2748-0442（清水）

うえだ腹話術交流フェスタ実行委員
会

090-2748-0442（清水）

一般一般一般一般　800　800　800　800円円円円
大学大学大学大学････高校生高校生高校生高校生　500　500　500　500円円円円
小小小小・・・・中学生中学生中学生中学生　300　300　300　300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（（（（美術館美術館美術館美術館））））
0268-27-23000268-27-23000268-27-23000268-27-2300

- 9:00 17:00

-
9:00 12:00

13:30
16:30

17171717

小ホール

小ホール

無料
書道研究秋萩会

0268-31-3171（井澤）

16161616 金
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。
- 9:00∼17:00

9:00 17:00 無料
清水正教

0268-42-4556

14141414 水 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。

-

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

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

10101010 土

参加料：1,800円
半田涼子

0268-26-1249

9999 金

アトリエ 木端人形講習会 -

10:00 17:00 無料
アトリエ・レイ（中村）

0268-72-4760

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

7777 水

多目的ルーム
弟六回 アトリエ・レイ上田 作品展(～9月11日(日))

※初日は13:00から。
-

市民アトリエ・
ギャラリー

刻：そのとき私は…(～9月12日(月))
※初日は13:00から。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 無料
笹井 弘

090-8309-9730

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

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8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8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。。。。

★ 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》

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

無料
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
サントミューゼサントミューゼサントミューゼサントミューゼ
ワンコインマチネワンコインマチネワンコインマチネワンコインマチネ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

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

25252525 日 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）

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）

大ホール 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）

13:00 13:30
（15:00）

上田市民劇場
0268-22-9697

13:00 13:30
（16:00）

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

大スタジオ ツクイ合同音楽会 13:00 13:30
（15:00）

11111111 日 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 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

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

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 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

無料
一般社団法人　上小労働基準協会

0268-23-2500（白井）

8888 木 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

小ホール 上小地区労働衛生大会 12:30 13:30
（16:30）

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
信州うえだ某業協同組合

0268-38-3100

イイイイ

ベベベベ

ンンンン

トトトト

情情情情

報報報報

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

無料
一般社団法人長野県建築士事務所協

会
026-225-9277

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））））

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 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

　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)

1111 木


