
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 3 月 31 日現在 

◆企画展示 相模原市立博物館 特別展示室 

 

◆考古企画展「相模原市の遺跡 2018 博物館 de トレジャーハンター vol.2」 

同時開催「最新考古学調査成果速報展」 

会 期 開催中～5月 6 日（日）  

◆考古学者さがぽんと大日野原遺跡の

土偶から生まれたおびのっちと一緒に

相模原の太古の遺跡から発見されたお

宝の謎を解き明かす参加型謎解き考古

展。 

今年は幕末から明治期までの西洋の考

古資料が必見です。 

 

 

     

 

関連 

イベント 

◆記念講演会① 

「サイエンス×考古学～ミクロな世界、見えないモノから歴史の謎をひもと

く～」 

4/8(日)午後 2 時～4 時 大会議室 

◆記念講演会②「神津島黒曜石と人類史上最古の往復航海」 

4/15(日)午後 2 時～4 時 大会議室 

◆中野中里遺跡発掘調査現地説明会 

4/21(土)午前 10 時～午後 3 時 場所：中野中里遺跡発掘調査現場 

◆博物館 de クイズラリー 

4/7(土) 14(土) 21(土) 28(土)、5/5(土･祝)  

午前 9 時 30 分～午後 5 時 特別展示室 

◆縄文ワークショップ 

「拓本って何？模様や字を写しだしてみよう！」 

5/5(土･祝) 午前 10 時～午後 4 時 特別展示室前 

縄文土器や古代瓦、中世の板碑などの拓本を体験できます。 

◆展示解説 

4/1(日) 5/6(日) 午後 2 時～3 時 担当学芸員による展示解説 

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。                        

◆ミニ展示「絵はがきに見る津久井の川と山」    （常設展示室内）       

会 期 開催中～5月 6 日（日） 

◆旧津久井郷土資料室に保管されてい

た絵はがきのうち相模川と周辺の山を

撮影したものを展示します。なつかしい

風景をお楽しみください。 

 

～予告～ 
 

◆民俗企画展「仕事・行事・祭り～写真で見るいま・むかし～」 

会 期 平成３０年 5 月 26 日(土)～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

します。 

関連 

イベント 

◆民俗学講演会「山・鉾・屋台・山車の祭り～歴史と民俗～」 

  6/3（日）午後 2 時～4 時 大会議室 

◆民俗講話「仕事・行事・祭り～写真で見るいま・むかし～」 

  5/26（土）・6/16（土）・6/23（土）・7/8（日） 

    いずれも午後 2 時～4 時 大会議室 

 

 

 

2018年 

4月～6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 3月 31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。 

 

 
 
 

7日(土)・21日(土) ★星空観望会  

3/1から事前申込(コールセンター)各回 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) ★4月のさがみはら宇宙の日 はやぶさ２トークライブ Vol．14 「リュウグウの乙姫殿。お宝をいただきます。近日参上 

はやぶさ２」 3/15から事前申込(コールセンター)180名（申込順） 14時～16時 大会議室  

14日(土) ●◎第 1回環境学習セミナー 11時～16時 15分 大会議室 対象：相模原市自然環境観察員 

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 

 

 
  

5日(土)・19日(土） ★星空観望会 

4/1 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 

13日(日)  ●地質学講座「石老山と岩殿山」① 4/１から事前申込(往復はがき) 30名 10時～12時 実習実験室 

13日(日)  ●学芸員リレートーク「相模原生き物百科 あなたはいくつ知っていますか？」200名（先着順）14時～16時 大会議室 

19日(土)・20日(日)  ★5月のさがみはら宇宙の日  国際博物館の日記念事業「プラネタリウムこども無料デー」 

20日(日) ★5月のさがみはら宇宙の日  国際博物館の日記念事業「昼間の星の観望会」 

10時 30分～11時 30分、13時 30分～14時 30分 天体観測室 

20日(日)・27日(日)  ■軍都さがみはら探訪－小田急相模原・相模大野周辺及び八王子浅川地下壕を巡る－ 

4/15から事前申込(往復はがき) 30名（全 2回参加可能な方 応募多数の場合、抽選）  

26日(土) ■民俗講話第１回「仕事」 先着 100名 14時～16時 大会議室 

26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 

27日(日)  ●地質学講座「石老山と岩殿山」② 4/１から事前申込(往復はがき) 30名 14時～16時 石老山山麓（緑区寸沢嵐） 

  

   

   
 

2日(土)・9日(土) ●植物学教室「花の観察と植物画」 5/１から事前申込(はがき) 20名 10時～16時 実習実験室 

3日(日) ■民俗学講演会「山・鉾・屋台・山車の祭り～歴史と民俗～」 先着 200名 14時～16時 大会議室 

9日(土)・23日(土） ★星空観望会 5/1から事前申込(コールセンター)各回 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 

10日(日)  ●学芸員リレートーク 「石老山の成り立ち」 200名（先着順）14時～16時 大会議室 

10日(日)  ●地質学講座「石老山と岩殿山」③ 4/１から事前申込(往復はがき) 30名 14時～16時 大会議室 

16日(土) ■民俗講話第２回「行事」 先着 100名 14時～16時 大会議室 

23日(土) ■民俗講話第３回「祭り」 先着 100名 14時～16時 大会議室 

23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 

24日(日)  ●地質学講座「石老山と岩殿山」④ 4/１から事前申込(往復はがき) 30名 14時～16時 岩殿山（大月市） 

30日(土) ★6月のさがみはら宇宙の日 小惑星の日記念イベント（詳細未定） 

 

開館日変更のお知らせ  

保守点検のため 5月 8日(火)・6月 26日(火)・27日(水)は臨時に休館いたします。 

5月 1日(火)は祝日の翌日ですが、臨時に開館いたします。 

変則になりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

６月 

 

４月 

 

★博物館ミニニュース★ 

常設展示室内の「さわれる土

器・石器」の引き出しに、中

身がわかる写真を貼りまし

た。さわってみたいときは受

付にお気軽にお声かけを。 

★博物館ミニニュース★ 

小惑星探査機「はやぶさ２」

が目指す小惑星リュウグウの

想像コンテスト開催中。 

4/30(必着)です。詳しくはホ

ームページをご覧ください。 

★博物館ミニニュース★ 

ミュージアムショップに「カ

プセルトイ」コーナーができ

ました。中身は不定期に変わ

る予定ですのでお買い逃しな

く！ 

 



◆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 

春休み特別上映  

～4/4 

☆こどもプラネタリウム  

「リーベルタース天文台 

だより 春の星座の物語」 

🎥全天周映画 

名探偵コナン 星影の魔術師 

同時上映 

 「はやぶさ２｣宇宙へ出発 

☆プラネタリウム 

太陽系総選挙 

～みんなの１番紹介します～ 

🎥全天周映画 

いきものがたり～いきものは 

みんな星からできている～ 

4/5～ 

4/27 

 

 

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） 

☆プラネタリウム 

太陽系総選挙 

～みんなの１番紹介します～ 

🎥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 

☆こどもプラネタリウム  

「リーベルタース天文台 

だより 春の星座の物語」 

☆プラネタリウム 

春の星空模様 

🎥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」 

☆プラネタリウム 

太陽系総選挙 

～みんなの１番紹介します～ 

4/28～ 

6/12 

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） 

☆プラネタリウム 

ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙 

🎥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※ 

☆プラネタリウム 

春の星空模様 

（６月からは夏の星空模様） 

🎥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」 

☆プラネタリウム 

ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙 

 

※ 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）」を投影。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。4 月～6 月のテーマは「惑星の動きを知ろう！」です。 

※ 6 月 13 日以降の番組は内容が決まり次第お知らせします。 

※ はやぶさウィーク（6 月 13 日を含む 1 週間程度を予定）には特別上映をします。 

6 月 13 日（水）は無料デーを予定しています。 

 

◆プラネタリウム・全天周映画 

【観覧料】 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

博物館関連施設のイベント 
 
◎尾崎咢堂記念館 

 尾崎咢堂記念館では 4月中・下旬、「咢堂桜」と呼ばれる桜が満開になります。 

 ぜひお花見もかねてご来館ください。 

                 
▲ 尾崎咢堂記念館 

◎吉野宿ふじや「吾が心の山－山岳写真家三宅修の踏み跡」 

 緑区吉野在住で、山岳写真家として活躍されている三宅修氏の写真や 

著書などを展示します。 

期間：4月 29日（日）～6月 10日（日）(休館日月曜日) 

 時間：10時～16時 

 会場：吉野宿ふじや（緑区吉野 214番地） 

   

ギャラリートーク 

    5月 6日(日)・6月 10日(日) 13時 30分から 

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。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。 

 

▲ 吉野宿ふじや 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 5 月 1 日及び祝日等・土・日曜日に当たるとき

は開館）、年末年始、保守点検（5 月 8 日、6 月 26 日・

27 日） 

 

 

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７月頃発行する予定です。 

 

 

 

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） 

【博物館までの案内図】 


