
会期中～2月24日(日) 

まなべる   くらべる   学習資料展 

～便利になった道具と 

ふるさといろはかるたで見る移り変わり～ 
 
 小･中学生の学習に役立つ、昔の道具などを展示します。
また、博物館ボランティアが作成した「相模原ふるさと
いろはかるた」も大きく紹介します。 

 

◆チャレンジ体験（昔の道具やあそび体験など） 

 ＋展示解説（希望者に随時） 

 

 1月20日（日） 

 2月  3日（日） 

 2月17日（日）  

 ⇒各日1０時～1６時 

 申込不要、ご希望の方は直接会場へお越しください。 

 

◆学習資料展の会期中に合わせて常設展示室出口付近で 

「ハレの席での食器」と題したミニ展示を行っています。 

◆学習資料展 市立図書館出張展示 

 1月10日（木）～2月13日（水） 

 「相模原ふるさといろはかるた」をご紹介！ 

3月16日(土)～5月6日(月・祝) 

考古展 
「博物館deトレジャーハンター  
 ～お宝なぞ解き考古展～ vol.3」 
同時開催「最新考古学調査成果速報展」 

 
 考古学者“さがぽん”と大日野原遺跡（緑区澤井）の土
偶から生まれた“おびのっち”といっしょに、さがみはら
の太古の遺跡から発見された“お宝”の謎を解きあかす、
参加型なぞ解き考古展の第3弾！ 

 

 今回は学校の周辺でどんな遺跡が発見されているのかの
紹介を予定しております。その他、“おびのっち”のモデ
ルとなった大日野原遺跡の土偶装飾付き土器の最新調査成
果などを展示する予定です。 

 2019年 

1～3月号 

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31年1月9日発行） 

企画展 

●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26日（土） 
２月23日（土） 
３月23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人程度 ※申込不要 

生物・地質のイベント 

●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。実物入り砂カードを作成すること
もできます。 
 
2月24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 
 

◆参加者募集◆ 
文化財防火デーにちなみ、消防訓練を実施します。 

 プラネタリウム（無料）観覧後、会場から避難訓練に 
 参加していただきます。※事前申込不要、直接会場へ 

 
   日 時…1月24日（木）13：20～（雨天中止） 
   番 組…全天周映画「宇宙への旅」 
   ※開場は13：10 終了予定時刻は14：30 

 
 
 
 
 
 

平成３１年の干支であるイノシシ(はく製)を 
１月１４日（月・祝）までの期間限定で 

エントランスにて展示中！どうぞお見逃しなく！ 

◆お知らせ◆ 
～記念撮影はいかがですか？～ 

？ ! 



考古・歴史・民俗のイベント 

天文のイベント 

★宇宙フェスタさがみはら 
 「相模原から水星へ」 
 

 2月9日（土） 
 
①講演会＆座談会  
 14時～16時40分（13時30分開場） 
・前半：講演会 
 JAXA研究者である早川教授と村上助教の 
お二人が、水星探査の最前線から様々な視点 
で語ります！ 
 
・後半：座談会 
 講演会のお二人に、スペシャルゲストとして『もやしもん』や
『惑わない星』の作者である漫画家・石川雅之先生を交えた座談会
です。研究者と漫画家、異分野から考える水星とは、宇宙とは…？ 
 
 ＜場所＞プラネタリウム 
 ＜定員＞200人 ※事前申込先着順 
 
 【申込】 
 ・1月17日(木)～2月6日(水) 
 ・相模原市コールセンター042-770-7777 
  （8時～21時、年中無休） 
 
②宇宙と音楽の夕べ 
 宇宙の映像と、桜美林大学音楽専修学生による生演奏のコラボ 
レーションをお届けします。 
 
 ＜時間＞17時～17時40分（16時40分開場） 
 ＜場所＞地階 大会議室 
 ＜定員＞200人 
  ※2月1日（金）～整理券配布 
   場所…市立博物館、市役所 シティセールス・親善交流課 
 
③昼間のプチ観望会 
 博物館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） 
 
 ＜時間＞10時30分～11時30分/15時～16時 
 ＜場所＞天体観測室 
 ＜参加＞申込不要、希望者は天文研究室前へ 
 
④プラネタリウム投影 
 こどもプラネタリウム『星のお話・宇宙フェスタ特別ver』＋ 
プラネタリウム番組『リーベルタース天文台たより 冬』の投影です。 
 
 ＜時間＞11時～11時40分 
 ＜場所＞プラネタリウム 
 ＜観覧料＞通常のプラネタリウムと同様 
 
 
 

 
 
 

⑤宇宙飛行士訓練服（レプリカ）で記念撮影！ 
  
⑥「星のストラップ」作り 
 ＜時間＞10時～/13時～ 
 ＜定員＞各回先着50人 
 
⑦宇宙にちなんだ紙芝居上映 
 ＜時間＞11時45分～/14時～ 

 
★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 
望遠鏡や屋上観測テラスに設置した双眼鏡などを使って観望します。 
 
 1月12日（土） 1月26日（土） 
 2月  9日（土） 2月23日（土）  
 3月23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 
 
 【申込】 
 ・各開催日前月の1日～開催日前日、先着順。 
 ・相模原市コールセンター042-770-7777 
  （8時～21時、年中無休） 
  

★平成30年度 研究機関等公開講座「JAXAコース」 
 講演「水星磁気圏探査機『みお』について」 
 10月に打ち上げに成功した水星磁気圏探査機「みお」の開発初期
から打ち上げ後の初期運用までの活動について、主として技術的な 
観点で解説します。 

 1月26日（土）14時～15時30分 

 ＜場所＞地階 大会議室 
 ＜講師＞小川博之氏 
 ＜対象＞中学生以上の方 
 ＜定員＞150人 ※事前申込先着順 
 
 【申込】 
  1月14日（月）までに生涯学習センター042-756-3443へ 
 直接か電話で。（9時～21時30分、土日も受付け可） 
 

★ハンドベル スプリングコンサートinプラネタリウム 
 イングリッシュハンドベルサークル「奏ベルフレア」のみなさん 
による演奏と、解説員による星空の生解説をお楽しみ下さい。 

 3月9日（土）15時30分～16時30分 

 ＜観覧料＞通常のプラネタリウムと同様 
 ※その他詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします。 

 
 
 
 
 

■歴史講座 
 「相模原のもののふ 横山党について」② 
  
 1月19日（土）9時～12時 
 ＜場所＞矢部から小山周辺の探訪 
  

 「相模原のもののふ 横山党について」③ 
  
 2月16日（土）9時～12時 
 ＜場所＞八王子周辺の探訪 
  
  
 

■縄文学事始 
 「縄文時代の墓と祖先観」 

 1月27日（日）14時～16時 
 ＜講師＞阿部友寿氏 
    （かながわ考古財団） 
 

 「縄文の美を楽しむ」 

 2月24日（日）14時～16時 
 ＜講師＞井出浩正氏 
    （東京国立博物館） 
  
 ⇒両日共に 
 ＜場所＞地階 大会議室 
 ＜定員＞先着200人 ※申込不要 

■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。 

 2月10日（日）11時～16時30分 
 ＜場所＞地階 大会議室 
 ＜定員＞先着200人 ※申込不要 
  （用意した繭が無くなり次第終了） 

 

■民具研究講座 
 「民具から見えてくる地域像」 

 3月23日（土）13時～16時40分 
 ＜場所＞地階 大会議室 
 ＜定員＞先着100人 ※申込不要 

※上記の募集は既に終了しています※ 

▲小川 博之氏 
（JAXA宇宙科学研究所  
宇宙飛翔工学研究系教授） 



期 間 11：00～ 13：30～ 14：40～ 15：50～ 

1/8(火) 

～ 

3/15(金) 

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） 

☆もっと知りたい！ 

宇宙のハテナ 

🎥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 

～冬の星座の物語～ 

※2/24(日)まで 

☆冬の星空模様 

※2/24(日)まで 
🎥ＩＳＳからの眺め 

同時上映 

まくまくんの星空大冒険 

2/28(木)まで冬ver 

3/1(金)から春ver 

☆もっと知りたい！ 

宇宙のハテナ 

☆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～ 

※3/2(土)から 

☆春の星空模様 

※3/2(土)から 

  

3/16(土) 

～  

3/31(日) 

  

春休み特別上映 
休館日を除く全日 

🎥ＩＳＳからの眺め 

同時上映 

まくまくんの星空大冒険 

☆もっと知りたい！ 

宇宙のハテナ 

🎥銀河鉄道の夜 

（KAGAYA Studio） 

★プラネタリウム★ 
☆…プラネタリウム 
🎥…全天周映画 

 

 

※ 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分からは10分程度の「おためしタイム」 （無料）を投影しています。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。1月～3月のテーマは「世界の夜空から－カナダ・ブラジル編」です。 
※ ２月９日（土）・３月９日（土）は別イベントのため、午後の投影・上映はありません。 

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】 
※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】もっと知りたい！宇宙のハテナ 
 
 解説員による星空紹介と、参加型の投影を行います。 
３つの「宇宙のハテナ」から一番知りたい内容をお客様に選んでいただきテーマを決めます。 
「他の星から見る星空はどう見えるの？」、「宇宙の果てはどうなっているの？」、「星の形ってどんな形なの？」 
これらのうち、どれになるかはその場で決まります！こどもから大人の方までお楽しみいただける内容です。 
 
※この番組は平成28年に投影し大変好評を博したプラネタリウム番組のリバイバル投影です。 

←【プラネタリウム】冬の星空模様（2/24まで） 
 
 博物館から見上げるその日の星空の話題を中心に、解説員がじっくりお話します。宵の空から夜更けまで、 
たっぷりと星ぼしをお楽しみください。冬の星空解説に加え、月毎に内容が変わるミニテーマもお届けします。 
 
 ミニテーマ…１月「2019年の天文現象」   
                      ２月「カノープス」 
 

←【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～（2/24まで） 
 
 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、マヌルネコさんが「レラプスときつねのおいかけっこ」の 
お話をしてくれます。おうちに帰ったら、家族で夜空を眺めてみたくなる、そんなプラネタリウム番組です。  

番組紹介 

小学校高学年以上 
の方にオススメ！ 

お子様から大人の方 
までお楽しみ頂けます 

小学校低学年と家族 
の方にオススメ！ 



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日曜日の16：30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  

  それいけ！さがみ月光団！    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 

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 

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 

25 26 27 28 29 30 

…休館日     …プラネタリウム春休み特別上映期間 

1月 2月 3月 

24 
31 

博物館所管施設のお知らせ 

■尾崎咢堂記念館 

 近現代史講演会 
「尾崎咢堂の盟友『憲政の神』 
 犬養毅の人と生涯」(仮題) 

 2月23日（土）14時～16時 
 
会場…尾崎咢堂記念館 
（住所：緑区又野691番地/TEL：042-784-0660） 
講師…小山俊樹氏（帝京大学教授） 
定員…40人（当日先着順）※無料 
 

■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16日（土）～3月24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） 
 休館日…月曜日及び3月22日（金） 
(期間中) 

■開館日カレンダー 

▲犬養毅 


