
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、または広報さがみはら等でご確認ください。 
※イベントは、変更・中止となる可能性があります。  

（令和2年９月４日発行）  

  20２０年 
９月・１０月号 

博物館開館25周年・山崎弁栄上人没後100年記念 

「無量光寺文書・ 
山崎弁栄遺墨展」 

 
 博物館開館25周年および無量光寺６１世住職で光
明学園の創立者 山崎弁栄（べんねい）上人没後
100年を記念し、無量光寺文書や弁栄上人の作品を
展示します。無量光寺文書全１４点が展示されるの
は当館では初めてです ！会期中に前期と後期で展示
入れ替えがあります。 
 

９月１９日（土）～１１月１５日（日） 
【開催場所】 特別展示室 

博物館開館２５周年記念企画展 

「神奈川の植物、相模原の植物 
植物誌から考える生物多様性」 

 
 平成３０年に刊行された『神奈川県植物誌2018』
のトピックや、相模原市域での植物誌調査の成果など
を紹介します。 
 
 
 

▲無量光寺文書 伊勢宗瑞（北条早雲）制札 ▲釈迦坐像（光明学園） 

同時開催！ 

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！ 
 
【開催日】   ９月２６日（土）、１０月２４日（土） 
【開催時間】 各回１２時～１２時３０分 
【 定 員 】 １０名程度 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員を少なめに設定しております。 
 実施時には間隔確保や手指消毒などにご理解とご協力をお願いします。 
 悪天候の場合は中止となる場合があります。 
 
 

現在開催中！ 

８月１５日（土）～９月２２日（火・祝）まで 

特別公開『相州 津久井城図』 
 

 中止となった企画展「真・津久井城展」にて展示予定であった「相州 津久井城図」を期間限定で特別公開
します。また、津久井城をイメージしやすくなるよう想定イラストも展示しています。 
 その他、「真・津久井城展」の展示解説書も持ち帰りいただけます。 
  

▲相州 津久井城図 

▲カワラノギク ▲神奈川県植物誌２０１８ 

博物館考古キャラクター 
「おびのっち」！ 



はやぶさ２トークライブシーズン２in相模原 
～「はやぶさ２」地球帰還に向けて～ 

 
 １２月６日に地球にカプセルを届ける予定の小惑星探査機「はやぶさ２」。地球帰還に向けた運用やカプ

セル回収などについて、プロジェクトマネージャの津田 雄一さん、サブマネージャの中澤 暁さん、ミッショ
ンマネージャの吉川 真さんが講演を行います。※インターネット配信のみのイベントです。 
 
【開催日時】  ９月２０日（日） １３時３０分～１５時３０分 
【 講 師 】 津田 雄一さん（JAXA宇宙科学研究所 教授） 
         中澤 暁さん（JAXA宇宙科学研究所 主幹研究開発員） 
         吉川 真さん（JAXA宇宙科学研究所 准教授） 
 
 

 
１０月３１日（土）～１２月２０日（日） 

「歴代オリンピックポスター展」 
ー1896～1976－ 

 

 博物館収蔵品である1896年アテネから1976年

モントリオールまでの歴代オリンピックポスター 
１８枚を展示します。各大会の概要や、日本人選手
の活躍なども紹介する予定です。 
 
 

現在開催中！ 

１０/１８（日）まで 
オリンピック・パラリンピック開催に向けた応援展示 

「東京2020公式アートポスター展」 
（パラリンピック版） 

 

 １年後に開催予定のパラリンピックに向けて、東京
2020パラリンピック大会の公式アートポスター８枚を
展示しています。 
 このポスターは国内外のアーティストがパラリンピッ
クをテーマに制作したもので、本市にも２セットしかな
い貴重なポスターです。有名漫画家の作品もあります。 
 

企画展記念オンライン講演会 
「科学の眼で植物誌を読み解く」 

 
 最先端の植物学の話題をわかりやすく解説します。配信方法などは９月１９日以降、博物館ホームページで
ご確認ください。 
 
【講師】「生物多様性と地域植物誌」：新田 梢さん    
                   （麻布大学特任助教） 
    「APG分類体系と植物の進化」 ：倉田 薫子さん 
                   （横浜国立大学准教授） 

※ご来館の皆様へ 
新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクの着用をお願いします。 
・入館時に検温を実施しています。また、手指の消毒をお願いします。 
・熱や咳など風邪症状のある方は、ご来館をお控えください。 
・プラネタリウムの座席は十分な間隔を確保するため、席数を限定しています。 
 

©JAXA 

▲配信ページ（YouTube） 



©NASA/JPL/ESA/DLR etc 
©HAYABUSA2～REBORN  

製作委員会 

※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７０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 

≪観覧料が無料または半額になる方≫ 

・障害者手帳の交付を受けている方とその介護者は、無料 

・ひとり親家庭の方は無料 

・６５歳以上の方は半額 

㊟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★ 
☆…プラネタリウム 
🎥…全天周映画 

                    時間 
曜日 

午前１１時 午後１時３０分 午後３時３０分 

 
 

９月１日 
～ 

９月２７日 

 
平日 

 

※学習投影・団体投影 
（利用希望の方はお問合せ下さい） 

 
 

☆プラネタリウム 
MOON 

～太陽系のいろいろな「月」～ 
 

 
 

🎥 全天周映画 
HAYABUSA２ 
～REBORN 

 

 
土・日 
祝日 

 

★こどもプラネタリウム 
リーベルタース 
天文台だより 

～秋の星座の物語～ 

                   時間 
曜日 

午前１１時 午後１時３０分 午後３時３０分 

 
 

９月２９日 
～ 

１１月１日 

 
平日 

 

※学習投影・団体投影 
（利用希望の方はお問合せ下さい） 

 
 

★プラネタリウム 
このチャンスを見逃すな！！ 

火星‘’準‘’大接近 

 
 

🎥 全天周映画 
HAYABUSA２ 
～REBORN 

 

 
土・日 
祝日 

 

★こどもプラネタリウム 
リーベルタース 
天文台だより 

～秋の星座の物語～ 

【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 

番組紹介 

プラネタリウム 
『MOON～太陽系のいろいろな「月」～』 

 地球の月（衛星）をはじめ、太
陽系の惑星にある衛星の特徴や、
違いについて紹介します。特に、
今年の夏に見頃となる木星や土星
の衛星を取り上げ、それらの中か
ら皆さんに行きたい星を選んでい
ただき、その衛星へ向かう宇宙旅
行も楽しめます。 

全天周映画 
『HAYABUSA２～REBORN』 

 小惑星リュウグウのカケラを持ち帰
るため、再び広大な宇宙空間へ飛び
立ったはやぶさ２。 
 ２年半、３２億kmの孤独な旅路の
末、待ち受けていたのは、想定外の
リュウグウの姿だった。そして彼が
リュウグウで見つけたものとは・・・ 

【こどもプラネタリウム】 
リーベルタース天文台だより 

～秋の星座の物語～ 
 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
は秋の星座の物語「ペルセウス
の大冒険」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
メ番組です。 

プラネタリウム 
『このチャンスを見逃すな！！ 

火星‘’準‘’大接近』 
 太陽系第４惑星の火星は、約２年
２か月ごとに地球に接近し、今年 
１０月６日には約6,２０７万kmま
で近づきます(“準”大接近)。 
 今回の番組では、当日の夜空での
火星の位置や探し方のほか、探査の
結果わかってきたことなど、今年大
注目の火星についてご紹介します。 

小学校高学年以上 
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 

©TC/八木大 ©NASA/JPL－CALTECH etc 

お子さまから大人の方まで 
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！ 



尾崎咢堂記念館 吉野宿ふじや 
 

【開館時間】９時～１６時３０分 
【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（１２月２８日～１月３日） 
【所在地】〒２５２-０１５８ 緑区又野６９１ 
【交通アクセス】 
         （バス）橋本駅北口から「三ケ木行（上中沢・ 
                三井経由）」で「尾崎記念館」下車す 
                 ぐ、または「三ケ木行（久保沢・中野経 
                由）」で「奈良井」下車徒歩１５分 
                ※駐車場５台あり 

 

【開館時間】１０時～１６時 
【開館日】土曜、日曜、祝日（ただし、１２月２８日から 
       １月３日までを除く） 
【所在地】〒２５２-０１８３ 緑区吉野２１４ 
【交通アクセス】 
 （徒歩） JR藤野駅より２０分 
 （電車・バス）JR藤野駅から「相模湖駅行き」バスに  
           乗車、「吉野」下車 
 （自動車）中央自動車道相模湖I.C. 
        から約３分 
         ※駐車場３台あり 

利 用 案 内  

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 

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 

29 30 

9月 10月 11月 

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 
   連載中のシリーズ 
   「玄関から２０歩の自然」、「相模原ふるさといろはかるたでみる名所紹介」 
   「写真で見る相模原～昭和・平成の生活と民俗～」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  

それゆけ！月光団 検索 

博物館ホームページ 
QRコード 

〒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 

・・・休館日 ・・・祝日のため、土・日・祝日のプラネタリウム番組となります。 

【交通のご案内】 
     ■淵野辺駅南口から 
  ・徒歩２０分  
  ・バス青葉循環（淵３６系統、淵３７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 
 


