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3月29日発行）

2019年
4～6月号

企画展
会期中 ～ 5月6日(月・休)

考古企画展
「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。
今年は学校のそばにある遺跡をとりあげ、地域の歴史を掘り起こそう！

関連イベント
◆博物館deクイズラリー

◆最新考古学調査成果発表会

考古展クイズラリーにチャレンジ！全問回答者にはオリジナル
考古グッズをプレゼント（なくなり次第終了します）。

速報展でも展示している考古資料の資料調査や遺跡の発掘調査
成果をわかりやすく発表します。

4月6日（土） 4月13日（土）
4月20日（土） 4月27日（土）
＜時間＞9時30分～17時
＜場所＞特別展示室
＜申込＞不要（入場自由、直接会場へ）

◆記念講演会
「古代の灯火の器と祈り～相模国の仏教の波及～」

＜日時＞4月28日（日）13時30分～16時
＜場所＞地階 大会議室
＜講師＞当館考古担当学芸員ほか
＜定員＞200名（申込不要、先着順）

◆縄文ワークショップ
「縄文ペンダントづくり」

古代寺院や仏教関連の施設をもった集落などから灯明皿がよく
縄文時代にも多く食されたクルミ。ハートの形をしたクルミの
出土します。灯明皿をもとに、古代相模国における仏教の波及と、 殻を使って、かわいいペンダントをつくってみよう。
灯明による供養の法会などを解説していただきます。
＜日時＞4月14日（日）14時～16時
＜場所＞地階 大会議室
＜講師＞冨永樹之さん（神奈川県教育委員会）
＜申込＞200名（申込不要、先着順）

◆考古学体験教室
「縄文土器の“穴”から植物をみる」
縄文土器が作られる時、粘土に混入した植物の種実が土器の表
面や断面に穴（圧痕）として残ります。縄文土器を手にとり、シ
リコンを用いた圧痕レプリカを作成し、縄文人がどのような植物
を利用していたのかを探る、植物考古学の体験教室です。
＜日時＞4月21日（日）1０時～15時
＜場所＞地階 大会議室・ホワイエ
＜講師＞山本華さん（㈱パレオ・ラボ）
＜申込＞不要（入場自由、直接会場へ）

＜日時＞5月6日（月・休）1０時～15時
＜場所＞特別展示室前
＜講師＞相模原縄文研究会
＜申込＞不要(入場自由、直接会場へ)

（作成イメージ）

次回予告
5月25日（土）～7月7日（日）

生物企画展「闇に生きる
相模原にすむ夜行性の生きもの」
市域に生息する夜行性の野生動物を
豊富な映像や写真、はく製などで紹介します。
夜や闇の世界を扱った絵本の閲覧コーナーも
あるので、小さなお子さまも楽しめます。

民俗・歴史のイベント
■ミニ展示①

■ミニ展示②

旧津久井郷土資料室の収蔵品等から、皇室に係わる新聞や絵はが
き等を展示します。

昭和から平成にかけて相模原市域に来訪された皇族の来訪時の関係
資料や写真などを紹介します。

＜期間＞4月2日（火）～4月30日（火・祝）
＜場所＞常設展示室出口付近

＜期間＞5月1日（水・祝）～ 6月2日（日）
＜場所＞常設展示室出口付近
＜展示解説＞5月4日（土・祝）、6月1日（土）13時～13時30分
定員20名※当日先着順

生物・地質のイベント
●地質学講座

●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！

「相模野台地の地形と地質」全4回
相模野台地の地形と地質について、講義と現地観察会をとおし
て学びます。
①5月11日（土）14時～16時
②5月25日（土）
〃
③6月 8日（土）
〃
④6月22日（土）
〃

4月27日（土） 5月25日（土）
6月22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

●学芸員講話
「ここだけの話・・博物館のまわりには、じつはこんな
動物がいます！」
博物館周辺に生息する野生動物について、センサーカメラの映
像などを交えて紹介します。

＜日時＞5月26日（日）14時～16時
＜講師＞当館生物担当学芸員
＜場所＞地階 大会議室
＜定員＞200名※申込不要

講義（1）
現地観察会（1）
現地観察会（2）
講義（2）

＜場所＞①④…2階 実習実験室
②…麻溝公園～原当麻駅
③…原当麻駅～当麻山公園
＜講師＞当館地質担当学芸員
＜対象＞15歳以上、全4回とも参加できる方に限ります。
＜定員＞30名※事前応募制、抽選
【申込】
・申込期間：4月1日（月）～15日（月）※必着
・往復はがきに、
参加者全員(１枚につき５名まで)の氏名・年齢(代表者に○)、
代表者の住所・電話番号、返信用の宛名に住所・氏名を記入
し、「地質学講座」係宛に郵送。
5/18（土）は
プラネタリウム
こども無料デー

天文のイベント
★博物館来館者300万人達成記念イベント
①プラネタリウムで星座早見にチャレンジ！
～平成最後の星空観察にむけて～
当館天文担当学芸員による星座早見の使い方や星空観察のポイン
トの解説を聞いた後、プラネタリウム内で実践します。お土産用に
ミニ星座早見もプレゼント！
＜日時＞4月27日（土）11時30分～12時45分（11時開場）
＜場所＞地階 大会議室及びプラネタリウム
＜定員＞40組（1組4名様まで）※先着順
＜参加＞無料、直接会場（大会議室）まで

★昼間の星の観望会【国際博物館の日記念事業】
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＞5月18日（土）
10時30分～11時30分/13時30分～14時30分
＜場所＞天体観測室
＜参加＞申込不要、希望者は天文研究室前へ

★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。

②フルートとハープの調べ in プラネタリウム
4月13日（土） 4月27日（土）
5月11日（土） 5月25日（土）
6月 8日（土） 6月22日（土）

＜日時＞4月29日（月・祝）
15時30分～16時30分
(15時20分開場)
＜場所＞プラネタリウム
＜演奏者＞フルート：浅尾真実さん
ハープ：山本文瑠さん
＜定員＞210名
＜観覧料＞通常のプラネタリウムと同様
※4月16日（火）～チケット販売開始

＜時間＞受付…19時～19時30分(エントランス)
開始…19時30分
＜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）

③こどもの日特別上映
全ての回で「ドラえもん宇宙ふしぎ大探検３」を上映します！

★はやぶさの日記念イベント（仮）
＜日時＞5月5日（日・祝） 11時～
14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

13時30分～
15時50分～

＜日時＞6月13日（木）前後に開催検討中！
詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

☆…プラネタリウム
🎥…全天周映画

★プラネタリウム★

【観覧料】

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≫
※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。

・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。

※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。
4月～6月のテーマは「はやぶさ2ニュース!!」です。

・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。

番組紹介

お子さまから大人の方まで
お楽しみいただけます

【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。

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】
春の星空模様（5/26まで）
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！

ミニテーマ… 4月「春のダイヤモンド」 5月「かみのけ座」
6月「水星・木星・土星」

小学校高学年以上の
方にオススメ！

【テーマ解説】平成の宇宙★天文ニュース
2019年4月30日で「平成」が終わります。この約
30年間にあった天文現象や宇宙開発ニュースをいくつ
かピックアップしてご紹介します。
日食や彗星の映像をはじめ、有人宇宙探査や小惑星探
査機「はやぶさ」の話題などを取り上げます。どんな
ニュースが記憶に残っているでしょうか。
小学校低学年までの方と
家族の方にオススメ！

【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～（5/26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。

博物館所管施設のお知らせ
▼吉野宿ふじや
企画展 「昭和の娯楽」展

会場…吉野宿ふじや
（住所：緑区吉野214番地/TEL：042-687-5022）
休館日…5月6日（月・休）を除く月曜日及び5月7日（火）

4月27日（土）～6月9日（日）10時～16時

(期間中)

昭和時代の絵本、マンガ、雑誌、ポスター、レコードの他、
藤野の村歌舞伎も紹介します。

▼尾崎咢堂記念館
ご じょう きょうえん
尾崎咢堂関係資料公開① 額「 互 譲 共 援 」

・関連イベント①ギャラリートーク
「私の昭和マンガコレクション」
＜日時＞5月5日（日・祝）13時30分～15時
＜講師＞蒲原雅人さん
＜定員＞30名※当日先着順

かつて津久井町の議場に掲げられていた額で、咢堂94才の
直筆資料です。
6月1日（土）～7月14日（日）
9時～16時30分

・関連イベント②懐かしのレコード鑑賞会
＜日時＞6月2日（日）13時30分～15時
＜定員＞30名※当日先着順

会場…尾崎咢堂記念館
（住所：緑区又野691番地/TEL：042-784-0660）
休館日…月曜日
(期間中)

利用案内
■開館日カレンダー
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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！
検索

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
それいけ！月光団！
検索
博物館探検隊
…毎月第3土曜日の16：20頃からFMHOT839で放送中！

【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
博物館ホームページ
・バス相模原駅行き（相02系統）「宇宙科学研究本部」下車5分
QRコード
■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

土
1

…プラネタリウム春休み特別上映期間

相模原市立博物館ホームページ 相模原市立博物館
…博物館の総合的な情報発信をしています
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ブログ
QRコード

ツイッター
QRコード

