
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。 
                       （令和2年1月1日発行） 

  

企画展 

 2020年 
1～3月号 

 

 

会期中～ 2月24日（月・祝） 
 

学習資料展 ～ ちょっと昔のくらし 第18回東京オリンピックの頃 ～ 
 

子どもたちに昔の暮らしを知ってもらう「学習資料展」を今年も開催しています。今回は、今年の東京2020オリンピックの 
開催にちなみ、1964年の第18回東京オリンピックの頃に使われていた生活道具を紹介しています。 

◆チャレンジ体験コーナー 

 ①昔の遊び体験 

 ・ブンブンゴマ ・割り箸鉄砲  ・薬研、石臼挽き体験  

 ・折り紙     ・けんだま   ・ヨーヨー体験 

 ・おはじき    ・レコード視聴 など… 
 

   1月5日（日） 1月19日（日） 2月2日（日） 2月16日（日） 

  ⇒各日10時～16時、特別展示室内 
 

 ②紙芝居実演 
  ⇒昔の遊び体験開催日の12時30分～、特別展示室入口 
 

 ③ふるさといろはかるた大会 

  ⇒昔の遊び体験開催日の12時50分～、特別展示室内  

3月14日(土)～ 5月6日（水・祝） 
 

津久井城跡市民協働調査10周年記念 

考古企画展 

真・津久井城展 
～戦国の世に黄金を生む城～ 

  
津久井城は、関東に覇を唱える戦国大名北条氏の重臣内藤氏の 

居城です。本企画展では、絵図や古文書、発掘調査の出土品により、
これまでの津久井城の調査を総決算し、さらに最新の調査成果で 
見えてきた新たな津久井城像に触れていただく展示を開催します。 

 

④展示解説 

  ⇒昔の遊び体験開催日に随時行います。 

 

◆お雛様を作ろう！ 
 日時：1月19日（日） 2月2日（日） 2月16日（日） 
 場所：特別展示室内 

 定員：各日先着10組 
 参加：10時～15時30分の間随時受付 

考古のイベント                     
 

■さがプロ2020 五大陸考古学講座  
④アフリカ「エジプトを掘る」 
 紀元前3,000 年以前のエジプト先王朝時代遺跡での豊富な発掘調査経
験をもとに、ピラミッドが築かれた王国時代へ至るエジプト文明史を語り
ます。 
 
日時：1月19日(日) 14時～16時(13時30分開場) 
場所：地階 大会議室 
講師：馬場匡浩さん 
   （早稲田大学エジプト学研究所研究員） 
定員：200名 
 

⑤ヨーロッパ「ヒッタイト帝国の都市遺跡を掘る」 
 後世のヨーロッパ文明に多大な影響を与え、鉄利用の歴史に大きく関係
するといわれるヒッタイト帝国。発掘調査成果をもとに、都市遺跡の実像
に迫ります。 
 
日時：2月16日(日) 14時～16時(13時30分開場) 
場所：地階 大会議室 
講師：津本英利さん 
   （古代オリエント博物館主任研究員） 
定員：200名 
 

⑥アジア 
「皇帝陵からみる東アジア～曹操高陵から隋の煬帝墓まで～」 
 中国皇帝陵の発掘調査は、ここ20 年内外で重要な成果が相次いでいま
す。陵墓の構造や副葬品、そして史書の記録などから、皇帝陵の実像に迫
ります。 
 
日時：3月15日(日)14時～16時(13時30分開場) 
場所：地階 大会議室 
講師：市元 塁さん 
   （東京国立博物館主任研究員） 
定員：200名 
 

全回申込 

 
 
・相模原市コールセンター042-770-7777 
  （8時～21時、年中無休）まで。 
 

※各開催日前月の17日から先着順で受付 
※星空観望会のみ 
  各開催日前月の1日～開催日前日、先着順で受付 

☎電話によるイベント申込みについて 

参加無料 

◆関連事業（3月中） 
 ①展示解説 
  日時：3月22日（日） 11時～11時30分 
 

 ②担当学芸員が語る津久井城座学 
 「真・津久井城 ～資料を見直してみたら…～」 
 
  日時：3月29日（日） 14時～16時 
  場所：地階 大会議室 
  定員：200名（申込不要、先着順）  

やげん 

そうそうこうりょう   ずい  ようだいぼ 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

★星空観望会 
 季節の代表的な星座を実際の夜空で見つけ、その時期に見やすい惑星・月
などの天体を、天体観測ドームにある口径40cmの大きな望遠鏡などを使っ
て観望します。 
 
 1月11日（土） 1月25日（土）  
 2月  8日（土）   2月22日（土） 
 3月21日（土） 
 
 時間：受付…18時30分～19時（エントランス） 
    開始…19時 
 場所：プラネタリウム・天体観測室・観測テラス 
 
 

★天文講座「天体観測の基礎」 
 

 博物館で基本的な宇宙の構造や四季の星座・天体についての講義、実際の
夜空での見つけ方や望遠鏡での観察方法など、これから天体観測を行いたい
方に向けた講座を実施します（全3回）。 
 
 ①1月12日（日）15時～18時「天体の種類と星座について」 
 ②1月19日（日）16時～19時「天体望遠鏡や架台の扱い方について」 
 ③2月  2日（日）16時～19時 
           「天体望遠鏡と赤道儀を使った天体観察について」 

 
★1月のさがみはら宇宙の日「昼間の星の観望会」 
 当館天文担当学芸員の解説を聞きながら、日中の天体観測を行います 
（雨天・曇天時は天体観測室の見学のみとなります）。 
 
日時：1月18日（土）①10時30分～11時30分 

  ②13時30分～14時30分 
場所：天体観測室 
参加：申込不要、希望者は直接天体観測室へ 

 
★学芸員講話「学芸員講話ｉｎプラネタリウム」 
 博物館の天文担当学芸員の二人がプラネタリウム内でお話しします。講話
は2部に分かれ、各タイトルは「博物館から覗いた宇宙」と「2020年の主
な天文現象」です。相模原から見える宇宙の魅力をお届けします。 
 
日時：2月23日（日）14時30分～16時30分（14時開場） 
場所：プラネタリウム 
定員：200名（申込不要、先着順） 

 
【 開催予定のイベント 】 
・2月15日（土） 
  研究機関等公開講座JAXAコース 
   「日本の太陽系小天体探査：はやぶさ、はやぶさ2、そして」 
・3月22日（日） 
  3月のさがみはら宇宙の日 
   「はやぶさ2トークライブシーズン2 in相模原 Vol.1」 
 
 

 ※詳細が決まり次第、ホームページ等で随時お知らせします。 
 

天文のイベント 生物・地質のイベント 
●生きものミニサロン 
 博物館のまわりで季節ごとの生きものを観察したり、室内でのワーク
ショップに参加したりする、バラエティに富んだ内容を扱う生きもの好き
のみなさん対象のミニサロンです！ 
 
1月25日（土） 2月22日（土） 3月28日（土） 
 
時間：12時～12時30分 
場所：屋外・エントランスほか 
定員：先着20名程度 （申込不要） 
 

●学芸員講話 
「300万年前、相模原は海だった 

  ～相模野台地の土台をつくる地層の話～」 
 相模野台地の土台をつくっている地層は中津層群と呼ばれ、300万年前
に海で堆積した泥や砂が固まってできました。中津層群の最新の研究から
わかった300万年前の相模原周辺の地質や地形についてお話しします。 
 
日時：1月26日（日）14時～16時（13時30分開場） 
場所：地階 大会議室 
定員：200名（申込不要、先着順） 
 

●富士山火山防災フォーラム（仮） 
 富士山の噴火と相模原市について学ぶイベントです。 
 
日時：2月22日（土）9時～12時 
場所：地階 大会議室 
定員：200名（申込不要、先着順） 
 
 
 
 
 
 

●いろいろな砂を顕微鏡で見てみよう！ 
 日本各地の川原や海岸の砂を顕微鏡で観察します。南極やサハラ砂漠の
砂も見ることができます。実物入り砂カードの作成もできます。 
 
日時：2月23日（日）10時～16時 
場所：2階 実習実験室 
対象：どなたでも 
参加費：無料（申込不要） 
 
 

全回申込 

※募集締切※ 

市史・民俗・その他のイベント 
＊繭うさぎ作り 
 市民学芸員の指導のもと、博物館が用意した繭を使い、繭うさぎを作り
ます。作った繭うさぎはお持ち帰り頂けます。 

日時：2月9日（日）11時～16時 
場所：地階 大会議室 
定員：先着200名（※申込不要） 
  （用意した繭が無くなり次第終了） 

 
＊民俗学講演会「妖怪と伝説」 
 相模原にはさまざまな妖怪が伝承されています。今回は、『学校の怪
談』シリーズの執筆者でもあり、妖怪研究でも活躍されている常光徹さん
に妖怪の伝説について、お話ししていただきます。 
 

日時：3月1日（日）14時～16時（13時30分開場） 
場所：地階 大会議室 
講師：常光 徹さん（映画「学校の怪談」原作者） 
定員：200名（申込不要、先着順） 
 

 
＊市史講演会 「キャンプ座間と相模総合補給廠」 
 軍都として開発が進展した相模原、米軍の進駐と占領政策の転換による
キャンプ座間の誕生、朝鮮戦争と米軍基地の恒久化、ベトナム戦争と戦車
闘争、様々な出来事を通しての動きをグローバルな視点から語っていただ
きます。 
 

日時：3月21日（土）14時～16時（13時30分開場） 
場所：地階 大会議室 
講師：栗田尚弥さん（相模原市史・津久井町史執筆者、国学院大学講師） 
定員：200名（申込不要、先着順） 
 

※この画像は一例です。 

■歴史講座 
「北条氏・武田氏の激戦“三増峠の戦い”とその前後」 
 本市の戦国時代の歴史に最も関係のある小田原北条氏と甲斐武田氏の激
戦「三増峠の戦い」と、その前後の武田軍の本市域通過などについて講座
と探訪を通して学びます（全3回）。 
 
 ①12月21日（土）13時30分～16時 座学 
 ②  1月19日（日） 9時～12時    探訪 
 ③  1月26日（日）  〃                    探訪 
 

▲三増合戦場跡 

※募集締切※ 

歴史のイベント                     

自衛隊車両などが集まる 
「はたらくくるま展」 

 

場所：屋外駐車場 

同時 
開催 

常光徹さん ▶ 

～ 臨時休館のお知らせ ～ 
 

設備点検のため、博物館は 
 以下の日程で臨時休館します。 

 

1月15日(水)・16日(木) 

2月26日(水)・27日(木) 



※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】クジラが星に還る海 
 
 テーマは「海の中の宇宙」。空には満天の星、
そして満月が輝く夜。海面はサンゴの一斉放卵に
よってキラキラ幻想的に輝いて・・・夜が明けて
いく中に、一頭のマッコウクジラが登場します。 
 
 また、ストップモーションアニメーションで季
節の星座を解説する、「まくまくんの星空大冒
険」も併せてお楽しみいただけます。 

お子様から大人の方までお楽しみ頂けます 

お子様から大人の方までお楽しみ頂けます 

小学校低学年の児童と家族の方にオススメ！ 

※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。 
※おためしタイムのテーマは、 
 「どの星に行きたい？～みんなで選ぼう！惑星旅行～」です。 

小学校低学年までの方と 
家族の方にオススメ！ 

お子さまから大人の方まで 
お楽しみいただけます 

☆…プラネタリウム 
🎥…全天周映画 

番組紹介 

区 分 おとな こども 

個人 500円 200円 

団体 

（20人以上） 
400円 160円 

【観覧料】 

【テーマ解説】 
宇宙へ羽ばたく日本人宇宙飛行士たち！ 
 
 これまで何人もの日本人宇宙飛行士が宇宙で活動して
きました。次回、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在
する予定の野口聡一さんが行うミッションとともに、こ
れまでの成果をご紹介します。また、ISSでの宇宙飛行
士の皆さんの暮らしぶりもご覧いただけます。番組の最
後には、宇宙飛行士が宇宙から眺めている地球の絶景も
お楽しみいただけます。 

小学校高学年以上 
の方にオススメ！ 

小学校高学年以上の方にオススメ！ 

【プラネタリウム】 
冬の星空模様/春の星空模様       
  
 全編生解説のプラネタリウム「星空模様」では、 
その日の夜に見える星空だけでなく、夜中に見え 
る星たちもご紹介します。 
 また、解説員ごとにおすすめポイントが違って 
いるところも、お楽しみのひとつです。星座解説は
もちろん、毎月変わるミニテーマもお見逃しなく！ 
 
 1月のミニテーマ「オリオン大星雲」 
 2月のミニテーマ「ユニコーン」 
 3月のミニテーマ「宵の明星・金星」 
 

【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～/～春の星座の物語～ 
          
 リーベルタースの森の真ん中には天文台があります。 
天文台には、いつも子どもたちに星のお話をしてくれ
る優しい番人、マヌルネコさんが住んでいます。今回、
マヌルネコさんは冬の星座の物語では「レプラスとき
つねのおいかけっこ」、春の星座の物語では「ヘルク
レスの怪物退治」をお話ししてくれます。 
  
 前半は星空生解説、後半はプラネタリウム用オリジ
ナルアニメです。 
 

お子さまから大人の方まで 
お楽しみいただけます 

お子さまから大人の方まで 
お楽しみいただけます 

©公益財団法人 科学技術広報財団 
©NHK/dwarf 

※2/23（日）は学芸員講話実施のため、14時・15時の回の投影は 
ありません。 

©JAXA/NASA/JSC 

©TC/八木大 



利 用 案 内  

【開館時間】9時30分～17時 
【休館日】月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日(土日・祝日の場合は開館)、年末年始 
【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）「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）「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）「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52・53・59系統）「弥栄」下車8分 
  
  駐車場95台 大型バス4台可（無料） 

〒252-0221 
神奈川県相模原市中央区高根3-1-15 
TEL 042-750-8030 / FAX 042-750-8061 

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  
  …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  
  …毎月第3土曜日の16：20頃からFMHOT839で放送中！ 

 

ブログ 
QRコード 

ツイッター 
QRコード 

  相模原市立博物館    検索  

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

… 休館日     …プラネタリウム冬休み特別上映期間     …プラネタリウム春休み特別上映期間  

1月 

尾崎咢堂記念館・吉野宿ふじやのお知らせ 

▼尾崎咢堂記念館 近現代史講演会 
 尾崎行雄（咢堂）が活躍した明治から昭和前半頃に活躍した人物に関わ
る近現代史講演会を定期的に開催しています。今回は、尾崎咢堂の恩師と
も言える「福澤諭吉」と尾崎咢堂が政友会で一時期活動を共にした「伊藤
博文」に関する講演会を、それぞれの専門家を招いて開催します。 
 

 ①「福澤諭吉と政治－議員、選挙をどう見ていたか－」 
  
 日時：1月18日（土） 14時～16時 
 講師：末木孝典さん（慶應義塾福澤研究センター所員） 
 定員：40名（当日先着順 直接会場まで） 
  
 

 
 ②「伊藤博文の業績と現代」(仮) 
 
 日時：3月14日（土） 14時～16時 
 講師：寺岡 真理子さん（旧伊藤博文金沢別邸館長） 
 定員：40名（当日先着順 直接会場まで） 
 
  

＊博物館開館日カレンダー 

それゆけ！月光団 検索 

博物館ホームページ 
QRコード 

日 月 火 水 木 金 土 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

2月 3月 
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※①は台風19号の影響により 
昨年10月19日（土）から延期された講演会です。 

▼吉野宿ふじや 
 「甲州道中－相模湖・藤野・上野原－のおひな様」展 
  
 2月15日（土）～ 3月15日（日）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） 
  休館…月曜日（ただし月曜日が祝日等の場合は翌平日） 
 
 
【関連事業】 
 「紙のひな人形づくり」 
 

 日時：2月22日（土）3月1日（日）3月15日（日） 
 定員：各日先着30名 
 参加：希望者は13時30分～15時に直接会場へ 

(期間中) 

 会場…尾崎咢堂記念館 
     （住所：緑区又野691番地/TEL：042-784-0660） 
 休館…月曜日（ただし月曜日が祝日等の場合は翌平日） 

参加無料 

がくどう 


