
29 水 多目的ルーム 2020年　新春野村投資セミナー 13:30 14:00
（15:30）

無料
野村証券㈱長野支店
026-228-1811

無料
上小地区小学校管楽器教育研究会

0268-62-0001（荻原）
090-1829-1678（森泉）

27 月 多目的ルーム 確定申告（雑損控除等）の事前申告相談会 - - 詳細は主催者へお問い
合わせください

上田税務署　個人税務部門
0268-22-1234

26 日 大ホール 第23回　小学校アンサンブル交歓会 11:30 12:00
（16:00）

サントミューゼ
0268-27-2000

アトリエ こっぱ人形講習会(～1月26日(日)) - 9:00～17:00 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
本公演のチケットお

持ちの方は無料

サントミューゼ
0268-27-2000

25 土

小ホール 川久保賜紀ヴァイオリン・リサイタル 13:30 14:00
（16:00）

一般：2,000円
U25：1,000円

24 金 小ホール
川久保賜紀ヴァイオリン・リサイタル　            ア
ナリーゼワークショップvol.36

18:30 19:00
(20:00)

23 木 大ホール コムレイドプロデュース　『神の子』 15:30 16:00 8,500円
NBS長野放送事業部
026-227-3000

（平日10時～17時）

19 日
市民アトリエ・
ギャラリー、多

目的ルーム

信州現展サントミューゼ展(～1月26日(日))
※最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00 無料
現代美術家協会信州支部

090-1406-2579（小林）

20 月 アトリエ ウォータレス・リトグラフ講座OB研究会 - - 詳細は主催者へお問い
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研究会

090-2520-5506（池内）

上田千曲高等学校
0268-22-7070（建築科・電気科）

18 土

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展関連企画
100年リレートーク

- 13:30～15:00 展覧会の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

アトリエ
ラファエル・バルボサ絵画展-エクトプラスマシン
機械と超自然の間の病的な浮気-(～1月19日(日))

- 10:00～16:00 無料
バルボサ・ジャトバ・ラファエル

080-4003-1083

17 金 小ホール 上田千曲高等学校　課題研究発表会 9:30 10:00
（16:00）

無料

16 木 大ホール シルク・ドゥラ・シンフォニー【上田】 17:45 18:30

大ホール
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2019　神々の饗宴

14:00 14:30 5,800円
エンタメスタイル
076-256-5538

SS席：12,000円
S席：9,500円
A席：8,000円
B席：6,500円

長野朝日放送営業事業部
026-223-3133（平日10時～17時）

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（平日12時～18時）

サントミューゼ
0268-27-2000

10 金
市民アトリエ・

ギャラリー
第36回東信高等学校書道展(～1月12日(日))
※初日は12:00から。最終日は15:00まで。

- 9:00～17:00

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

イ

ベ

ン

ト

情

報

5 日 大ホール
東京スカパラダイスオーケストラ
30th Anniversary Hall Tour
「TOKYO SKA 30～ズレたままハジキ飛ばしていこう～」

16:45 17:30 6,500円
キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

12 日

多目的ルーム
農民美術・児童自由画100年展関連企画
パネルディスカッション「農民美術の可能性を探る」
※要申込み

- 13:30～15:00

無料
長野県高等学校文化連盟東信支部

書道専門部
0268-22-0101（金森）

11 土 大ホール
生で聴く のだめカンタービレの音楽会
＜オーケストラ版＞

14:15 15:00
（17:00）

S席：5,000円
A席：4,000円

U25(S席)：2,000円
U25(A席)：1,500円

4 土
企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展
(～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

上田市立美術館
0268-27-2300

　1　　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）

2020年 1月・2月・3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

● 市立美術館
☎　  0268-27-2300

FAX 0268-27-2301



小ホール
U演奏家協会　定期演奏会
「春は名のみのピアノコンサート」

13:30 14:00
(16:00)

前売：3,500円
当日：3.800円

U演奏家協会
0268-71-7738

29 土

大ホール
髙橋 優　LIVE TOUR 2019-2020
「free style stroke」

16:30 17:30

斎藤一弥写真クラブ
0274-22-0154（斎藤）

27 木 小ホール
澤菜穂子&三浦友理枝　デュオ・リサイタル
アナリーゼ・ワークショップVol.37

18:30 19：00
(20:00)

500円
本公演のチケットお

持ちの方は無料

サントミューゼ
0268-27-2000

市民アトリエ・
ギャラリー

斎藤一弥写真クラブ作品展(～3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

7,700円
キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100

23 日

500円
本公演のチケットお

持ちの方は無料

サントミューゼ
0268-27-2000

22 土

大スタジオ MONO「その鉄塔に男たちはいるという+」 13:30 14:00 一般：3,000円
U25：1,500円

サントミューゼ
0268-27-2000

19 水 小ホール
広島交響楽団上田公演
アナリーゼ・ワークショップVol.38

18:30 19：00
(20:00)

無料
㈱ヒオキ楽器

0268-75-7744

17 月 アトリエ ウォータレス・リトグラフ講座OB研究会 - 9:00～17:00 詳細は主催者へお問い
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研究会

090-2520-5506（池内）

16 日 大ホール ヒオキ楽器　ヤマハ音楽教室発表会 9:30 10:00
(17:00)

15 土

小ホール 貴山観桜み社中　新春日舞 12:30 13:00
(15:30)

大スタジオ 月末決算説明会 13:30 14:00
(15:30)

無料
一般社団法人 上田法人会

0268-25-4500

無料
貴山流 貴山観桜み社中

0268-38-2572（高田）

アトリエ こっぱ人形講習会(～2月16日(日)) - 9:00～17:00 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）

木
市民アトリエ・

ギャラリー
第5回写真上田展(～2月16日(日))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
上田写真連盟

0268-64-2108（大西）

14 金

大ホール 上田情報ビジネス専門学校　卒研グランプリ 12:30 13:00
(17:30)

無料
上田情報ビジネス専門学校

0268-22-0255

イ

ベ
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情

報

小ホール 第15回　MANABI祭 12:30 13:00
(16:00)

無料
MANABI外語学院
0268-28-7788

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展関連企画
100年リレートーク

- 13:30～15:00 展覧会の観覧券が
必要です。

上田市立美術館
0268-27-2300

9 日 大ホール・
大ホールホワイエ

上田市文化少年団　第19回うえだ子ども文化祭＜舞台・展示＞ 13:00 13:30
(16:30)

無料
交流文化スポーツ課
0268-75-2005

13

8 土

大ホール ホワイエ 上田市文化少年団　第19回うえだ子ども文化祭＜展示＞ - 13：00～16：00 無料
交流文化スポーツ課
0268-75-2005

市民アトリエ・
ギャラリー

○○人の写真展(～2月10日(月))
※初日は11:00から。最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00 無料
デジタル写真研究会

0268-22-2029（松尾カメラ）7 金

アトリエ
竹内理三展(～2月10日(月))
※最終日は16:00まで。

- 9:00～17:00

多目的ルーム
ガラス工房あき生徒作品展(～2月11日(火))
※初日は13:00から。最終日は14:00まで。

- 9:00～17:00 無料
ガラス工房アキ

0268-82-7773（池田）

6 木 小ホール
ワンコインマチネvol.29
喜名 雅（テューバ）

11:00 11:30
（12:15）

500円
サントミューゼ

0268-27-2000

無料
竹内理三

0268-38-3366

2 日 大スタジオ 北尾亘ダンス公演 DOUBLE BILL 13:30 14:00 一般：2,000円
U25：1,000円

サントミューゼ
0268-27-2000

5 水 多目的ルーム 福祉のしごと地区面接会 13:00 13:30
（15:00）

無料
JICA駒ケ根

0265-82-6151

1 土

企画展示室
常設展示室

農民美術・児童自由画100年展
(～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

上田市立美術館
0268-27-2300

多目的ルーム 2020年JICA海外協力隊春募集説明会 13:00 13:30
（16:30）

無料
JICA駒ケ根

0265-82-6151

　2　　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）



★ 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》

無料
信州国際音楽村ハーモニカメイツ

090-9144-9174（滝沢）

お

知

ら

せ

★ この催物案内は、 2019年12月27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。

28 土 小ホール 東信地区ハーモニカ交流コンサート 12:00 12:30
(15:30)

イ

ベ

ン

ト

情

報 27 金 大ホール KANJANI∞ 47Tour UPDATE 2019-2020 未定 18:00
（19:30）

8,700円
ジャニーズファンクラブ

0570-033-366（11時～18時）

テレビ信州チケットセンター
026-225-005521 土 大ホール 辻井伸行×宮田大　究極の協奏曲コンサート 14:15 15:00 S席：12,000円

A席：9,000円

16 月 小ホール
クラシック音楽に親しむ講座
無伴奏チェロ組曲「プレリュード」からはじめるク
ラシック

13:00 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（和田）

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

15 日 大ホール 広島交響楽団　上田公演 14:15 15:00
（17:00）

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

14 土 常設展示室
上田市立美術館コレクション展
中村直人‐異才の表現‐
(～6月7日(日))

- 9:00～17:00

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

11 水

大ホール
上田市民劇場3月例会
オペラシアターこんにゃく座「アルレッキーノ」

18:00

7 土 小ホール
澤菜穂子(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)＆三浦友理枝(ﾋﾟｱﾉ)
デュオ・リサイタル

18:30
（21:00）

会員制
上田市民劇場

0268-22-9697

12 木 13:00 13:30
（16:00）

2 月 大ホール 細川たかし 長山洋子～ふたりのビッグショー～ 12:30 13:00
（15:00）

6,800円（税抜）
㈱夢グループチケットセンター

0570-064-724

1 日

14:00
（16:00）

S席：6,500円
A席：6.000円

一般財団法人 民主音楽協会
03-3226-9999

（ＭＩＮ-ＯＮインフォメーションセン
ター）

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 13:30 14:00
（16:00）

無料
長野医療衛生専門学校

音楽療法士学科
0268-24-2952

大ホール
民音　タンゴ・シリーズ＜51＞
「QUINTETOGRANDE　キンテート・グランデ」

13:30

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）

　3　　月


	1月  (HP)
	●
	2月-3月  (HP)

	●
	2月-3月  (HP)


