
▲榎本武揚筆の「新磯学校」木扁額 

（相模原市登録有形文化財） 

 

 

 

 

イベントニュース 平 成 ３ ０ 年 度                    

 

博物館の催しを１００％楽しむために、このニュースをぜひご活用ください。 

イベントの詳細は、当館ホームページ又は広報さがみはら等でご確認ください。 

平成 30 年 6 月 30 日現在 

 

◆企画展示 相模原市立博物館 特別展示室 

◆民俗企画展「仕事・行事・祭り～写真で見るいま・むかし～」 

会 期 開催中～7月 8日(日)  

◆博物館には昭和56年度からの建設準

備を含め、35 年以上にも及ぶ期間に撮

影されたさまざまな写真（ネガ・ポジフ

イルム）が保管されています。こうした

博物館で保管する民俗分野に関する写

真を中心に、関連する実物資料を展示し

ています。 

関連 

イベント 

 

◆民俗講話「道祖神のまつりかた」 

  日時：7/8（日）14 時～16 時 

  場所：大会議室 

⇒申込は不要。ご希望の方は直接会場へお越しください。 

 

◆天文企画展「JAXA連携企画展 リュウグウふしぎ発見！～小惑星探査機「はやぶさ２」とこれからの太陽系探査～」 

会 期 ７月 2１日(土)～９月２日(日) 
 

 

 

◆小惑星探査機「はやぶさ２」は、JAXA

相模原キャンパスで開発され、平成 26

年 12 月 3 日に打ち上げられました。

本企画展では、目的地である小惑星リュ

ウグウの探査を通じて次々と小惑星の

“ふしぎ”を発見していくであろう「は

やぶさ２」ミッションをはじめとする、

日本の太陽系探査を支える機器やこれ

からの探査計画について紹介します。 

関連 

イベント 

◆スゴロクはやぶさ２「スゴはや２」で遊ぼう！ 

 展示する「スゴはや２」で実際に遊びながら、「はやぶさ２」ミッシ

ョンについての説明を行います。 

8/11（土・祝）14時 30 分～16 時 30 分 特別展示室 

⇒希望者は直接会場へ。定員なし（１回ごとの入れ替え制） 

◆8 月のさがみはら宇宙の日「企画展＆交流棟展示解説ツアー」 

 太陽系探査についての講義の後、企画展と宇宙科学探査交流棟の展

示解説を行います。 

8/26（日） 14 時～16 時 博物館＜大会議室、特別展示室＞ 

      JAXA 相模原キャンパス ＜宇宙科学探査交流棟＞ 

⇒8/15（水）から事前申込(コールセンター)60 名（申込順） 

 

～予告～ 
◆明治 150年関連企画展「相模原にもある幕末・維新のヒーローたちの痕跡」（仮） 

会 期 ９月１５日(土)～１０月２１日(日)  

◆相模原にもある幕末・維新のヒーロー

たちがかかわった文化財の展示や、幕末

から維新期までの市内の歴史に関する

資料を紹介します。 

 

関連 

イベント 

◆学芸員リレートーク「相模原に残る幕末・維新のヒーローたちの文化財」 

 9/23（日）14 時～15 時 30分  大会議室 

◆「若者が語る幕末・維新のヒーロー愛のつどい」（仮） 

学生たちが、好きな幕末・維新ヒーローについて熱い思いを語ります。 

9/23（日）15 時 30 分～17 時  大会議室 

◆明治 150 年企画展歴史講演会 

 10/14（日）14 時～16 時 大会議室 

◆展示解説 

9/15（土）、9/23（日）、１０/８（月・祝）、10/21（日） 

13時～13時 30分 

関連イベントはいずれも申込不要。ご希望の方は直接会場へお越しください。 

◆博物館実習生展 

会 期 ９月１５日(土)～１０月２１日(日)  

概要 歴史・民俗・生物・地質分野の博物館実習生がまとめた成果を紹介します。展示解説も実施予定です。 

 

 

2018年 

7月～9月 



◆講座・教室・講演会ほか タイトル、内容、日程等は都合により変更になる場合があります 

・タイトル前の■は人文（考古・歴史・民俗）、●は自然（生物・地質）、★は天文関係、◎は他機関との共催の各イベントです。 

場所の記載がないものは、博物館で開催します。各事業の情報は平成 30年 6月 30日現在の内容です。 

・星空観望会の申込みは相模原市コールセンター（電話 042-770-7777： 8時～21時 年中無休）へ。開催日前月の 1日～開催日前

日、先着で受付。 

 
 

 

～8日（日） ★博物館 de星まつり！七夕でワッショイ！ 七夕飾りや記念撮影のコーナーなど 

7日(土)・21日(土)  ★星空観望会  

⇒6/1から事前申込(コールセンター)各日 120名（申込順） 19時 30分～21時 30分 プラネタリウム・ 

天体観測室・テラス 

  7日（土）  ★星のストラップ作りワークショップ 10時～16時（正午から 13時除く） 先着 100名 

   

21日(土) ●生きものミニサロン⇒先着 20名程度 12時～12時 30分 エントランスほか 

26日(木) ●博物館 de夕涼み！打ち水でワッショイ！ 14時～16時 エントランスほか 

27日(金)・28日(土) ★JAXA特別公開関連イベント ※詳細未定 

 

 

 
  

3日(金)・11日(土） ★星空観望会 

17日(金)・25日(土)  ⇒7/1から事前申込(コールセンター)各日 120名（申込順） 19時 30分～21時 30分 プラネタリウム・ 

天体観測室・テラス 

5日(日)・19日(日) ●子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」⇒事前申込(往復はがき) 30名（抽選） 14時～16時 実習実験室 

17日（金）頃 ★七夕イベント（仮） 

18日（土) ★親子天文教室 

      ⇒館内ミュージアムショップにて望遠鏡工作キットを購入し、工作キットに添付されている申込書に必要事項を記入し

天文研究室へ（7月 15日から販売開始。申込順、売り切れ次第終了）。対象は原則小学校４年生～６年生とその保護

者。定員 25組（1組は原則 3人まで。） 15時 30分～20時 大会議室、プラネタリウム、共和小学校校庭。 

25日(土)  ●生きものミニサロン⇒先着 20名程度 12時～12時 30分 エントランスほか 

25日(土)・26日(日) クイズラリー⇒申込不要 10時～16時 エントランスほか 

29日(水)  ●小中学生のための生物学教室⇒事前申込(往復はがき) 30名(抽選) 13時 30分～15時 30分 実習実験室 

 

    

   

1日(土)  ■中世さがみはら探訪～ブラリウノモリ：古淵から町田周辺を巡る～ 

       8/1から事前申込(往復はがき) 30名（抽選） 

8日(土)・22日(土) ★星空観望会 

⇒8/1から事前申込(コールセンター)各回 120名（申込順） 19時～21時 

プラネタリウム・天体観測室・テラス 

16日(日) ★昼間の星の観望会 

⇒希望者は天文研究室前まで。定員なし。10時 30分～11時 30分、13時 30分～14時 30分 天体観測室ほか 

22日(土) ●生きものミニサロン⇒先着 20名程度 12時～12時 30分 エントランスほか 

30日(日) ★プラネタリウム活用事業「ジャンベライブ」（仮） 

 

 

 

◆プラネタリウム・全天周映画 

【観覧料】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 おとな 
こども 

（4 歳～中学生） 

個人 500 円 200 円 

団体（20人以上） 400 円 160 円 

８月 

９月 

 

７月 

 

※観覧券の前売りはありません。９時 30分の開館から、その 

日のすべての観覧券を券売機で販売します。 

※定員は各回２１０名で入れ替え制です。 

※こどもは、４歳以上中学生以下です。4 歳未満は無料です。 

〈観覧料が無料または半額になる方〉 

・障がい者手帳の交付を受けている方とその介護者は、無料 

となります。 

・ひとり親家庭の方は無料となります。 

・６５歳以上の方は半額となります。 

㊟観覧料が無料(4歳未満を除く。)または半額となる方は 

受付で証明するものを提示し、観覧券をお求めください。 



 

 

◆プラネタリウム・全天周映画 投影・上映スケジュール 
                         〈 ☆プラネタリウム 🎥全天周映画 〉 

期 間 11：00 13：30 14：40 15：50 

6/19～ 

7/20 

 

 

平

日 
学習投影・団体投影（利用希望の方はお問い合わせください） 

☆テーマ解説 

このチャンスを見逃すな!! 

15 年ぶりの火星大接近 

🎥全天周映画 

「ＩＳＳからの眺め」 

同時上映 

「まくまくんの星空大冒険」 

土

日 

祝 

☆こどもプラネタリウム  

「リーベルタース天文台 

だより 夏の星座の物語」 

☆プラネタリウム 

夏の星空模様 

🎥全天周映画 

「ＩＳＳからの眺め」 

同時上映 

「まくまくんの星空大冒険」 

☆テーマ解説 

このチャンスを見逃すな!! 

15 年ぶりの火星大接近 

夏休み特別上映 

7/21～9/2 
※7/27.28を除く 

☆こどもプラネタリウム 

「リーベルタース天文台 

だより 夏の星座の物語」 

🎥全天周映画 

「かいけつゾロリ ＺＺのひみつ」 

 

☆テーマ解説 

このチャンスを見逃すな!! 

15 年ぶりの火星大接近 

7/21～8/10 

 

 

 

 

 

 

 

🎥全天周映画 

「月の魔法とサンゴの海」 
☆テーマ解説 

さがみはら発  

夏の大三角・天の川紀行 

8/11～9/2 

ＪＡＸＡ特別公開 

7/27.28＊1 

🎥全天周映画（28日のみ 12:20～） 

HAYABUSA BACK 

 TO THE EARTH  

帰還バージョン DC 版＊2 

☆テーマ解説 

ウソ？ホント？ 

「金星と地球は双子星」 

🎥全天周映画 

HAYABUSA2 RETURN  

TO THE UNIVERSE 

リュウグウ版 

🎥全天周映画 

HAYABUSA BACK 

 TO THE EARTH  

帰還バージョン DC 版＊2 

9/4～ 

平

日 
学習投影・団体投影（利用希望の方はお問い合わせください） 

☆テーマ解説 

ついにリュウグウに到着! 

「はやぶさ 2」(仮) 

🎥全天周映画 

「ＩＳＳからの眺め」 

同時上映 

「まくまくんの星空大冒険」 

土

日

祝 

☆こどもプラネタリウム 

「リーベルタース天文台 

だより 秋の星座の物語」 

☆プラネタリウム 

秋の星空模様 

🎥全天周映画 

「ＩＳＳからの眺め」 

同時上映 

「まくまくんの星空大冒険」 

☆テーマ解説 

ついにリュウグウに到着! 

「はやぶさ 2」(仮) 

※ 投影・上映する番組については、予告無しに変更する場合があります。 

※ 日・祝日の 12 時 10 分から 10 分程度「おためしタイム（無料）」を投影。プラネタリウムが初めての人も、よく 

見に来る人にも楽しんでいただけるプログラムです。7 月～9 月のテーマは「はやぶさ２ニュース！」です。 

＊1 JAXA特別公開日である 7 月 27 日（金）、28 日（土）17 時から 🎥全天周映画「HAYABUSA2 RETURN TO 

THE UNIVERSE リュウグウ版」を上映します。なお、展示室など他の施設の利用は 17 時までです。 

＊2 全天周映画「HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-」の DC 版とはディレクターズカットの略で、「はやぶさ」

帰還後、当館で帰還カプセルを公開した映像などが追加されているバージョンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物館関連施設のイベント 
 
◎尾崎咢堂記念館 

明治 150年＆尾崎咢堂生誕 160 年企画展「資料で見る明治期の尾崎行雄」 
 期間：7月 14日（土）～9月 2日（日） 

  ※休館日：7月 17日（火）・23日（月）・30日（月）、 

8月 6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月） 

 時間：9時～16時 30分 

 会場：尾崎咢堂記念館（住所：緑区又野 691番地、TEL：042-784-0660） 

 

⇒展示解説＆ギャラリートーク 

日にち：7/16（月）、8/25（土） 

時間：両日とも 13時 30分から 

⇒尾崎行雄を全国に発信する会や学芸員による展示解説＆ギャラリートークを開催いたします。 

イベントはいずれも申込不要です。ご希望の方は直接会場へお越しください。 

尾崎咢堂の父行正や咢堂の幼少期、 

青年期～明治終わりの東京市長時代の 

米国へのサクラ寄贈などについて、 

写真、書簡などの多くの実物資料で紹介します。 

▲尾崎咢堂記念館 

みんな遊びに来てね!! 



 

 

◎吉野宿ふじや 

「藤野の昔の産業」展＆博物館連携「宇宙」展（仮） 

期間：7月 14日（土）～8月 26日（日） 

 ※休館日：7月 17日（火）・23日（月）・30日（月）、 

8月 6日（月）・13日（月）・20日（月） 

 時間：10時～16時 

 会場：吉野宿ふじや（住所：緑区吉野 214番地、TEL：042-687-5022） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

S うかｎ 

 

 

 

相模原市立博物館では、さまざまなメディアをとおして情報を発信しています！ 

相模原市立博物館ホームページ  相模原市立博物館    検索  

 博物館の総合的な情報発信をしています 

相模原市立博物館の職員ブログ  

館内の日々のようすや、イベントの実施状況など 

さがぽんツイッター  

イベントの直前案内や臨時のお知らせ、天文現象についての情報など 

博物館探検隊  それいけ！さがみ月光団！    検索  

   毎月第 3 日曜日の 16：30 頃から FMHOT839 で放送中！ 

ブログＱＲ 

ツイッターＱＲ 

相模原市立博物館利用案内 

【開館時間】９時３０分～17 時 

【入館料】無料 

【休館日】月曜日(祝日等に当たるときは開館)、祝日等の翌

日（ただし祝日等・土・日曜日に当たるときは開館）、年末

年始 

※8 月 13 日(月)は開館いたします！ 

交通のご案内  

■淵野辺駅南口から 
●徒歩 20 分  

●バス青葉循環博物館廻り（淵 37 系統）で「市立博物館前」下車すぐ
●バス青葉循環共和廻り（淵 36 系統）「市立博物館前」下車すぐ 
■相模大野駅から 

●バス相模原駅行き（相 02 系統）で「宇宙科学研究本部」下車 5 分 
■相模原駅から 
●バス相模大野駅行き（相 02 系統）で「宇宙科学研究本部」下車 5 分 

■上溝駅から 
●バス淵野辺駅行き（淵 53・59 系統）で「弥栄」下車 8 分 
■駐車場 95 台 大型バス 4 台可（無料） 

 
 

相模原市立博物館 

〒252-022１ 

相模原市中央区高根 3-1-15 

TEL 042-750-8030 

FAX 042-750-8061 
 

※ 発行日以前に終了したイベントは掲載していません。 

ご了承ください。 

※ 次回は平成 30年 10月頃発行する予定です。 

 

 

 

【博物館までの案内図】 

▲吉野宿ふじや 

藤野地域で盛んに行われた「養蚕」、「炭焼き」などの

産業について紹介します。また、博物館との連携展示

として宇宙に関する写真・資料も同時に展示します。 

★博物館ミニニュース★ 

『「宇宙の日」記念全国小・中学生作文絵画コンテスト』

の作品を今年も募集しています。詳しくはホームページを

ご覧下さい。 

※7/31(必着)です。 


