イベントニュース

平成２８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。

2017 年

1 月～3 月

平成 28 年 12 月 28 日現在

◆企画展示

相模原市立博物館

特別展示室

◆学習資料展「大地さんと未来さんが見つける

会

期

ちょっと昔のくらし」

開催中～平成２９年２月 19 日(日)
『チャレンジ体験コーナー』で昔の遊びが無料

◆昭和４０年頃の教室や居間を再現したジオラマやちょっと昔
に使われていた生活道具を展示しています。

で体験できます。ぶんぶんゴマや割り箸でっぽ
うを作ったり、おりがみ、おてだま、ヨーヨー
などのなつかしい遊びを体験したりすること
ができます。

関連イベント

日程：1/8、1/15、1/29、2/12 の
各日曜日
時間：11:00～16:00
場所：特別展示室

～予告～
◆考古企画展「相模原市の遺跡２０１７（未定）
」同時開催「さがみはら発掘最新情報」

会 期
関連イベント

◆

平成２９年３月１８日(土)～５月 7 日(日)
・学芸員による展示解説を期間中 3 回程度開催予定（詳細未定）
・記念講演会やワークショップなど関連事業を開催予定(詳細未定)

講座・教室・講演会ほか

◆クイズを解きながら考古学や遺跡につい
て学ぶなど、子どもでも楽しめる遊び感覚の
企画展を予定しています。親子で、また友達
同士でぜひお出かけください。

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 2８年 12 月末現在の内容です。
・夜空の星を見上げてみよう～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：午前 8 時～午後 9 時 年中
無休）へ。開催日前月の 1 日～開催日前日まで先着で受付。

1月
7 日(土)・21 日(土) ★夜空の星を見上げてみよう～星空観望会～
事前申込(コールセンター)各回先着 120 名 19 時～20 時 40 分 プラネタリウム・天体観測室・テラス
14 日(土） ★◎1 月のさがみはら宇宙の日 金星と“あかつき”の挑戦について学ぼう！（中央地区宇宙教室実行委員会）
事前申込(コールセンター) 先着 130 名 14 時～16 時 大会議室
講師：廣瀬史子さん（
「あかつき」プロジェクト）、大川拓也さん（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所広報担当）
15 日(日) ■考古学連続講座⑤～考古学担当学芸員が語る市内の遺跡～ 先着 200 名 14 時～16 時 大会議室
22 日(日) ●いろいろな砂を顕微鏡で見てみよう 参加自由 10 時～16 時 実習実験室
28 日(土) ★◎かんじる学校特別編 星空えほん会 （市民文化財団） ※申込みは終了しています。
定員：小学生とその保護者 100 名 11 時～12 時 プラネタリウム
28 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
29 日(日) ■歴史講演会「相模原と近代神奈川」 先着 200 名 14 時～16 時 大会議室 講師：中央大学教授 松尾正人さん

２月
4 日(土)・25 日(土) ★夜空の星を見空観望上げてみよう～星空観望会～
事前申込（コールセンター）各回先着 120 名 19 時～20 時 40 分プラネタリウム・天体観測室・テラス
5 日(日) ■繭うさぎ作り体験 先着 200 人 大会議室
12 日(日) ★2 月のさがみはら宇宙の日 はやぶさ２トークライブ Vol.7～「はやぶさ２」の地上系システムから探査機運用の仕組
みまで～ 1/15 から事前申込(コールセンター)先着 180 名 14 時～16 時 大会議室
18 日(土) ★◎「太陽について学ぼう！」 2/1 から事前申込(コールセンター) 先着 130 名 10 時～11 時 45 分 大会議室
18 日(土) ■民俗講話「民俗文化からみた相模原」① 先着 120 名 14 時～16 時 大会議室 講師：当館学芸員
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

３月
4 日(土) ★◎研究機関等公開講座「宇宙航空研究開発機構コース」(総合学習センター)
「狙ったところへ、正確に～小型月着陸実証機『ＳＬＩＭ』のご紹介～」
事前申込(総合学習センター 電話 042-756-3443) 先着 150 名 10 時～11 時 30 分 大会議室
11 日(土) ★◎3 月のさがみはら宇宙の日「まちだ・さがみはら 絆・創・光 × ＪＡＸＡ」相模原会場
事前申込(コールセンター) 先着 80 名(対象：町田市及び相模原市在住・在勤・在学者)、18 時～21 時(予定)
プラネタリウム・天体観測室・テラス
18 日(土) ■民俗講話「民俗文化からみた相模原」② 先着 120 名 14 時～16 時 大会議室 講師：当館学芸員
24 日(金) ★夜空の星を見上げてみよう～星空観望会～
事前申込(コールセンター)先着 120 名 19 時～20 時 40 分プラネタリウム・天体観測室・テラス
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

◆プラネタリウム・全天周映画上映スケジュール
期

11：00

間

☆こどもプラネタリウム
「リーベルタース天文台だ
より 冬の星座の物語」

冬休み特別上映
～1/９

平
日

13：30
☆プラネタリウム
ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙

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）

☆プラネタリウム
14：40
🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム
ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙

1/１３～
２/１２※2
土
日
祝

平
日

☆こどもプラネタリウム
「リーベルタース天文台だ
より 冬の星座の物語」

☆プラネタリウム
ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙

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）

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム※1

2/１４～
３/３

土
日

3/4～
３/24

平
日
土
日
祝

春休み特別上映
3/２５～3/3１

☆こどもプラネタリウム
「リーベルタース天文台だ
より 冬の星座の物語」

☆プラネタリウム※1

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）

☆こどもプラネタリウム※1

☆プラネタリウム※1

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム※1

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

🎥全天周映画
15：50
☆プラネタリウム
冬の星空模様

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム
冬の星空模様

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム
冬の星空模様

🎥全天周映画 富士の星暦
同時上映 アースシンフォニー
特別バージョン

☆プラネタリウム※1

※1 番組内容が決まり次第お知らせします。
※2 1 月 28 日(土)11 時からのこどもプラネタリウムは休映します。
※ 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 12:10 から 10 分程度「おためしタイム」
（無料）
」を上映。プラネタリウムが初めての人もよく見に行く人にも楽しん
でいただけるプログラムです。

◆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

※観覧券の前売りはありません。午前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人で入れ替え制です。
※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 歳未満が除く。)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。

博物館関連施設のイベント
❂「鈴木重光 絵葉書コレクション巡回展」
津久井郷土資料室にて保管していた旧内郷村（現緑区内）の郷土史家 鈴木重光氏の 12,000 枚もの絵葉書の一部を展示します。
2/18(土)～3/19(日) 博物館常設展示室出口付近
3/25(土)～4/23(日) 尾崎咢堂記念館 多目的室 緑区又野 691 ℡042-784-0660

❂尾崎咢堂の書物の輪読会（市民協働事業）
尾崎行雄の書物『人生の本舞台』を読み、意見交換して、咢堂の考え方や生き方を深く理解します。
日時：1/28(土)・2/4(土) 午後 1 時 30 分～4 時
会場：橋本公民館（緑区橋本 6-2-1 シティ・プラザはしもと内）
定員：各 15 人(申込順)
※申込みは 1/4～1/27 に電話で尾崎咢堂記念館（℡042-784-0660）へ。

❂吉野宿ふじや 緑区吉野 214 ℡042-687-5022
企画展 「藤野の古道と美しいやまなみ展 開催中～1/25(水)
八王子市恩方から陣馬山付近の和田峠を越え、佐野川を通り甲州道中に至る
「甲州裏街道」とも言われた古道や藤野の十五名山などを紹介しています。
季節展示 「藤野のおひなさま」 2/15(水）～3/25(土)
藤野地域に伝えられたおひなさまを、築 120 年の古民家に展示します。

【博物館までの案内図】
相模原市立博物館利用案内
【開館時間】午前９時３０分～午後５時
【入館料】無料

※特別展については、有料の場合があります。

【休館日】月曜日(祝日等に当たるときは開館)、祝日等の翌
日（祝日等・土・日曜日に当たるときは開館）
、年末年始(１
２月 29 日～１月３日)、保守点検（１月１０日～１月１２日）。そ
の他臨時に休館する場合があります

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 3 台（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 2９年４月頃発行する予定です。

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

ブログＱＲ
ツイッターＱＲ

