
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１１月１日発行）  

  20２０年 
１１月号 

当館は平成７年１１月２０日に開館して今年でちょうど２５周年！そこで、開館２５周年を記念して
様々な記念イベント開催します！ 

歴代企画展の 
ポスター展！ 

 博物館開館２５周年として、歴代企画展等で作
成された特徴的かつ独創的なポスターの一部を博
物館エントランスにて展示します。 
 
【開催期間】 
 １１月１５日（日）～１月１１日（月・祝） 
【設置場所】 
 博物館エントランス 

みんなで作ろう！ 
誕生日ケーキ 

 博物館開館２５周年を祝して、なんと博物館に
紙で作った大きなケーキが登場します！！ 
 しかし、そのケーキはまだ未完成です。みんな
でかざりつけて、世界で一つだけのケーキを作っ
てお祝いしましょう！！ 
 
【作成期間】 
 １１月１４日（土）～１１月１９日（木） 
【設置期間】 
 １１月２０（金）～１月１１日（月・祝） 
【設置場所】 
 博物館 エントランス 
 

ありがとう！ 
２５周年記念メッセージボード 

 博物館へのメッセージボードを設置します。 
２５周年を迎えた博物館へのメッセージをいっぱ
い書いてください！ 
 みんなでメッセージボードを作りましょう！ 
 
【開催期間】 
 １１月１４日（土）～１月１１日（月・祝） 
 
【設置場所】 
 博物館 エントランス 
 
 

 常設展では誰もが楽しめるクイズラリーを実施し
ます。 
 展示室をしっかり見れば答えが見つかるよ！！ 
自然や歴史・天文について学びながらクイズラリー
を楽しんでください！！ 
 クイズラリーに参加された方全員に２５周年記念
絵はがきを１枚プレゼントします。  
（絵はがきの種類は選べません） 
 
【開催期間】 
 １１月１５日（日）～１１月２３日（月・祝） 
 
 ？ ! 

２５周年記念はがきがもらえる！ 
スペシャルクイズラリー 

歴代企画展ポスター 
 の一部 



 
 
 
 

 博物館開館２５周年及び無量光寺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
記念して、無量光寺文書全１４点や弁栄上人の作品を展
示しています。 
 また、開催中の企画展について、展示解説を動画配信
しています。ぜひご覧下さい。 
 
【配信期間】１１月１５日（日）まで 
【解 説 員 】 
 ・当館学芸員 
  無量光寺の文化財、特に無量光寺文書の解説 
 ・浄土寺 金田 昭教さん 
  山崎弁栄上人の遺墨（作品）の解説 
 ・カトリック上福岡教会 加藤 智さん 
  山崎弁栄上人の解説 
 

以下のQRコードからご視聴ください。 

▲開催中の企画展の様子 

「はやぶさ２」カプセルはどのように回収されるのか？ 
カプセル回収直前WEB講演会&パネル展示 

 

 令和２年１２月６日に地球へカプセルを届ける予定の小惑星探査機「はやぶさ２」。 
どのようにしてカプセルを地球へ帰還させ、着陸予定地であるオーストラリアのウーメラ砂漠で発見するのか、 
WEB上での講演会やパネル展示で解説します。 
 
①「はやぶさ２」カプセル回収応援パネル展示 
【開催期間】１０月１７日（土）～１２月２７日（日） 
【  会  場  】博物館エントランス 
②カプセル回収直前WEB講演会 
 「はやぶさ２」カプセル回収のために、オーストラリアに滞在中のサブマネージャの中川 暁さんが現地から
講演を行う予定です。また、相模原からはミッションマネージャの吉川 真さんがお話をする二元中継のWEB
講演会となります。 
【日時】１１月２2日（日） １３時３０分～１５時００分 
 博物館ホームページからサイトへアクセスしてください。 

 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
紹介しています。 
 また、開催中の企画展を記念してオンライン講演会を
動画配信しています。ぜひご覧下さい。 
 
【配信期間】１１月１５日（日）まで 
【解 説 員 】 
 ・倉田 薫子さん 
  （横浜国立大学 教育学部理科教育講座 准教授） 
 ・新田 梢さん 
  （麻布大学 生命・環境科学部環境学科 特任教授） 
 

以下のQRコードからご視聴ください。 
 

 

植物展の詳細はこちら 

©JAXA 

無量光寺企画展の詳細はこちら 

▲開催中の企画展の様子 

歴代オリンピックポスター展ー１８９６～１９７６ー 
 博物館収蔵庫にある１８９６年アテネ大会から 
１９７６年モントリオール大会までの歴代夏季オリン
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してい
ます。 
【展示期間】１２月２０日（日）まで 
【  会  場  】常設展示 自然・歴史展示室 出口付近 ▲東京2020公式アートポスター展

の様子（開催終了） 
▲1964・1968夏季五輪ポスター 

◀「はやぶさ２」カプセル 
  回収応援パネル展示 

◀「はやぶさ２」カプセル回収直前 
WEB講演会QRコード 

©JAXA 



©HAYABUSA2～REBORN  
製作委員会 

★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 

 
 
 

１１月１日 

 
 
 
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～ 

 
 

★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 

 

            時間 
曜日 

午前１１時 午後１時３０分 午後３時３０分 

 
 

１１月３日 
～ 

１１月２９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 
おかえり「はやぶさ２」 

～リュウグウのお宝を相模原へ～ 
 

 
 

🎥 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～ 

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】 ※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。 

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。 

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・・・ 

プラネタリウム 
『おかえり「はやぶさ２」 

～リュウグウのお宝を相模原へ～』 

 相模原で生まれ、宇宙へ飛び
立った小惑星探査機「はやぶさ 
２」のこれまでの探査の軌跡を振
り返りつつ、地球帰還の詳細や帰
還後に予定されている拡張ミッ
ションを紹介します。「はやぶさ
２」プロジェクトメンバーのイン
タビュー映像を交えながら最新情
報をリアルタイムで解説します。 
 前半に、当日星空生解説があり
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 

小学生から大人の方まで 
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！ 

提供：情報通信研究機構の 
   画像を加工 
©JAXA,東大など 

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 

〒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 

【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 
 

▲館内の様子① 

▲館内の様子② 

▲１階 和室 

▲２階 生活用品展示 

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                      さがみはらラジオミュージアム それ行け：月光団グリーン 
 …毎月第3土曜日の16：20頃からFMHOT839で放送中！ 毎週木曜日の１６：２０ごろから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 

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 

博物館開館日カレンダー 

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  ・・・祝日や特別上映期間のため、土・日・祝日のプラネタリウム番組となります。 

11月 1２月 

博物館ホームページ 
QRコード 


