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こんなに使える相模原市史『現代図録編』
昨秋刊行した、相模原市史続編『現代図録編』は、
「見る・読む・調べる」をキーワードにし
て編さんしました。相模原の戦後のあゆみを知るうえで、役に立つ内容が豊富です。どうぞ 1
冊お手に取って見てください。

先日、市史編さん室に中学校から問い合わせがありました。総合学習の時間で、1941(昭和
16)年の 2 町 6 か村合併による相模原町の誕生と 1948(昭和 23)年の座間町分離の経過を調べて
いるということで、情報を求められました。当時の合併については現代図録編の「基地のまち・
さがみはら」に、また既刊の相模原市史第 4 巻にも記述があるので、こちらを使って調べてみ
ることをお勧めしました。
現代図録編には、相模原の現代史を知るための写真や統計がたくさん掲載されています。学
校や職場、地域活動等での調べものに、ぜひご活用ください。
また、ご覧になってお気づきの点がございましたら、市史編さん室までお知らせください。
今後の市史各編の編さんの参考にさせていただきます。
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市史編さん審議会・編集委員会開催される
11 月 19 日(金)に、平成 16 年度第 2 回の市史編さん審議会を開催しました。今回は、現代図
録編の刊行やその他各編の進捗状況について事務局から説明を行いました。委員からは「(図録
編刊行を)新聞などが取り上げてくれると良い」や「今後の各巻についても市民に親しまれるも
のになるよう編さんにあたってほしい」などの意見が出されました。また、12 月 8 日(水)の市
史編集委員会では、各編の進捗状況についての説明・検討などを行いました。

市史現代図録編～市内一部書店でも購入できます～
「市史編さんだより第 21 号(2004 年 11 月 1 日)」発行以降に、販売書店の追加がありました。
現在の取扱い店は以下のとおりです。(五十音順)
書店名

所在地

書店名

所在地

カクダイ書店

二本松 3-4-7

中村書店淵野辺本町店

淵野辺本町 2-21-20

紀伊国屋書店相模原店

相模大野 4-4-3

中村書店本店

横山 6-8-21

久保田書店

千代田 3-13-3

ブックスアミ南口店

相模大野 8-2-6

柴胡書房

文京 2-1-1

ブックス山田

松が枝町 25-15

相模書房女子美術大学店

麻溝台 1900

文成堂

橋本 6-26-5

相模書房本店

相模台 6-30-12

山下書店

上鶴間 7-6-6

三基書房

田名 5246

有隣堂ミウィ橋本店

橋本 3-28-1

中村書店田名店

田名 4459

渡辺書店

相模台 5-1-14

中村書店橋本店

西橋本 5-1-1

なお、市史編さん室、市立博物館ミュージアムショップ、市役所行政資料コーナーでも販売
しています。市史編さん室では、郵送の取扱いもいたします。
<郵送でお求めの場合>
①本

代

②郵送料

次の 3 点を同封して、市史編さん室宛お送りください。

1,500 円(現金書留または定額小為替で)
郵便切手 450 円分(普通便冊子小包で発送します)

③送り先の住所・氏名・連絡先電話番号を書いたメモ

市史資料を集めています
相模原市では、今後『現代資料編』など市史各編の刊行を
予定しています。このため、資料の収集を引き続き行ってい
ます。対象となる年代は、主に 1945（昭和 20）年以降ですが、
それ以前のものでも、ご一報いただければ幸いです。
情報を、ぜひ市史編さん室までお寄せください(連絡先は、
4 ページに記載)。より良い市史の刊行のために、皆様のご協
力をお願いいたします。
収集資料：大野南公民館の記念誌
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相模原ものモノ事典①
丹頂形電話ボックス
写真は昭和 40 年代に市内にあった、「丹頂形」と呼ばれ
た電話ボックスです。屋根が赤色で丹頂鶴に似ていること
から名づけられました。しかし、窓が小さいことによる防
犯上の問題や、後に大きな一枚ガラスを作る技術が向上し
たこともあり、昭和 40 年代後半から姿を消してゆきまし
た。現在見られる透明ガラスの電話ボックスとは形がずい
ぶん異なり、中にある公衆電話機もカード式ではなく硬貨
専用のタイプです。
近年は携帯電話の普及で、公衆電話の利用も減っている
ようです。市史現代図録編所収の『電話加入数』の統計を
見ると、1974(昭和 49)年に 3,038 台あった市内の公衆電話
は、2001(平成 13)年には 2,379 台に減少しています。
1968(昭和 43)年ごろ撮影
(相模原市広聴広報課所蔵)

○民俗部会・田名地区巡検行われる
11 月 3 日、民俗部会の部会員と調査補助員 8 名が参
加し、巡検を実施しました。これは、前年から実施し
てきた麻溝・新磯地区に続き、田名地区の調査を始め
るためのものです。当日は、田名八幡宮や南光寺など
を巡り、田名地区の概略の把握に努めました。今後は、
地域の方にお会いするなどして、伝承の聞き取り等を
進めていきます。

葛輪地区･金刀比羅神社にて

○ミュージアムトーク開催される
ちょうかんず

12 月 12 日、博物館特別展示室において、鳥瞰図 研
究者の藤本一美氏をお招きし、ミュージアムトーク「中
村治郎と鳥瞰図」を開催しました。当日集まった約 60
人の方々は、展示されている「相模原市構想鳥瞰図」
制作の背景や、様々な種類の鳥瞰図の話に熱心に聞き
入っていました。この作品を展示している「相模原市
制施行 50 周年記念展」は、1 月 16 日(日)まで開催し
ています。
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編さん室の動き
月

日
11

（11 月～12 月）

内

容

1

市史編さんだより第 21 号発行

3

民俗部会・田名地区巡検(3 ページに関連記事)

4

現代資料編資料調査・収集
(県立図書館、県立公文書館等へ、月内随時実施)

6

近現代部会都市化･産業・教育グループ打ち合わせ

9

市制 50 周年記念展第 2 部列品(博物館特別展示室・12 日まで)

13

現代図録編販売開始
市制 50 周年記念展第 2 部開催(平成 17 年 1 月 16 日まで)
考古部会開催

18

神史協研修会へ参加(平塚市立美術館)

19

平成 16 年度第 2 回市史編さん審議会開催(2 ページに関連記事)
自然部会(地形地質分野)ボーリングコア調査

20

市制施行 50 周年記念式典会場(市民会館)で現代図録編を販売

21

市制 50 周年記念展講演会「相模原の都市化の道を探る」開催(博物館大会議室)
講師：金原左門氏、参加 78 人
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2

現代資料編資料調査・収集
(県立図書館、県立公文書館等へ、月内随時実施)
近現代部会市政･基地グループ打ち合わせ

7

中村治郎氏作鳥瞰図の調査(平塚市役所)

8

平成 16 年度第 2 回市史編集委員会開催(2 ページに関連記事)

12

市制 50 周年記念展ミュージアムトーク「中村治郎と鳥瞰図」開催(博物館特別
展示室)

25

講師：藤本一美氏、参加 59 人(3 ページに関連記事)

近現代部会開催
自然部会(地形地質分野)ボーリングコア調査

28

市史編さん室仕事納め

「さがみはら市史編さんだより」第 22 号
発

行

２００５(平成１７)年１月４日

編

集

相模原市総務部総務課市史編さん室

〒229-0021

神奈川県相模原市高根３－１－１９

ＴＥＬ 042(750)8025

／

(市立博物館隣り)

ＦＡＸ 042(750)8039

Ｅ－ＭＡＩＬ：shishi@city.sagamihara.kanagawa.jp
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