
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３年３月２０日発行）  
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相模原市立博物館×相模女子大学 

～コラボ衣装展「わ！」～ 
 
 博物館で相模女子大学とのコラボ衣装展を行います。テーマは「わ！」です。「わ」にはどういっ
た意味がこめられているのでしょうか。 
 私たちは平和の象徴``ハト``や鳥のことを１「わ」と数えます。地球環境の美しいものは、大昔から巡
り巡った「わ」の中から生まれています。東京五輪で訪れる多くの外国人に「わ」を伝えていきたい。 
私たち一人一人のアイデアで、これから世界中を「わ！」と感動させていきたいという意味が込めら
れています。 
 昨今の社会情勢から前向きに進んでいくために、「私たちができることは何か？」を見つめ、歴史
や自然をテーマに作成した衣装を展示します。 
 
【開催期間】 
 ３月２３日（火）～５月１３日（木） 
 
【開催場所】 
 博物館 エントランス 
 
【展示衣装のテーマ】 
・和 → （展示用テーマ）民俗 
・羽 → （展示用テーマ）生物 
・環 → （展示用テーマ）地質 
・我 → （展示用テーマ）歴史 

令和２年度「宇宙の日」記念 
 作文絵画コンテスト受賞作品展 

 
 9月12日の「宇宙の日」にちなんで開催した全
国小・中学生作文絵画コンテストについて、当館
で受賞した作品１５点を展示しています。 
 今年は、日本初の人工衛星「おおすみ」打上げ
から50年という節目の年であることから、さら
に未来を見据えて「50年後の宇宙生活」という
テーマのもと、募集しました。 
 
【開催期間】 
 ３月２３日（火）～３月３１日（水） 
 
【開催場所】 
 博物館 エントランス 

【絵画の部】〈小学生部門〉 
 最優秀賞 

【絵画の部】〈中学生部門〉 
 最優秀賞 

【衣装のテーマ】歴史 【衣装のテーマ】民俗 

市下水道部×博物館共催 

ミニ下水道ワールド 
～まんほーる編～ 

 
 「はやぶさ２」のカプセル帰還に係るミッション
成功を記念して、本市とはやぶさ２プロジェクトが
連携してデザインしたマンホール蓋を、 ２月１２
日から博物館敷地内と淵野辺駅南口駅前広場に設置
しています！ 
 関連事業として、市下水道部と博物館の共催で、
マンホールに係るミニ展示を行います。 
 市内のデザインマンホール蓋やマンホールの役割
などを楽しみながら学ぶとともに、人気のマンホー
ルカードの紹介も行います。 
 
【開催期間】 
 ３月２３日（火）～５月１６日（日） 
【会場】 
 博物館 エントランス 

◀さがみん× 
 はやツー君 
 デザイン 
（博物館前） 

◀「はやぶさ２」 
 カプセル帰還 
 記念デザイン 
（淵野辺駅南口） 

相模原市マスコットキャラクター 

     「さがみん」 



 
 
 

  
 
 相模原市の縄文人はどのような生活をしていたのでしょうか。 
 市内の縄文時代遺跡は、約５０００年前の縄文時代中期と約４０００年前の
後期に多く残されました。本企画展では、当時の土器、石器、集落の様子など
から、縄文時代中期と後期の文化を紹介し、時代が変化する中で力強く生きた
縄文人の姿を探ります。縄文人の生活とその工夫をぜひご覧ください。 
 
【開催期間】 
 ４月１日（木）～５月９日（日） 
 
【会場】 
 博物館 特別展示室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県営三ヶ木団地内遺跡出土 
の土偶 

～博物館からのお知らせ～ 
 

 開館２５周年を記念して作成したポストカード
を販売中です！ 
 各分野の学芸員がオススメの図柄で、限定販売
しています！ 
 博物館ミュージアムショップにて、来館記念の
おみやげとしてぜひお求めください！ 
【価格】 
 各１枚    ３０円 
 ７枚セット ２１０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲相模原市立博物館 ▲青野原上空から 
 見た道志川 

▲エナガの巣立ちビナ ▲プラネタリウム ▲勝坂式土器 

▲相州津久井城図 但古城 

▲毛羽取機 

博物館キャラクター 
おびのっち 

考古企画展 

変化の時代を生きた縄文人 
相模原市域の縄文時代中・後期文化 

下森鹿島遺跡出土の土偶 

※タイトル左右の土器と右下の土偶は神奈川県教育委員会所蔵 

五輪ミニ展示 

雑誌や記録集などで見る 
１９６４東京オリンピック 

 
 当館では、東京2020オリンピック・パラリ 
ンピックへの機運醸成（きうんじょうせい）のた
め、関連ミニ展示を開 
催しています。 

 今回は、１９６４年（昭和３９年）の東京オリ
ンピック大会開催後に刊行されたアサヒグラフな
どの雑誌や、NHKが制作した記録集などを展示し
ます。 

 
【開催期間】 
 ３月２３日（火）～５月９日（日） 
 
【開催場所】 
 博物館 エントランス 



桂竹千代さん 

©株式会社アストロアーツ 

できたくん 

※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。 

©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 午前０時１０分 午前１時３０分 午後３時３０分 

 
 

 
３月２３日 
～ 

４月４日 
 

※春休み特別
上映期間 

 

 
 

平日 
 

★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 
星座 

～星座のヒストリー～ 

🎥 全天周映画 
HAYABUSA２ 
～REBORN プラネタリウム寄席 

「ほしぞら停」 
約１５分（無料） 

 

 
土・日 

 

番組紹介 

©TC/八木大 

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～』 
 

 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、マヌルネコさんは春の星座の物
語「ヘラクレスの怪物退治」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番組で
す。 
 

プラネタリウム『星座 
～星空ヒストリー～』 

 

 皆さんは星座と聞いて何を思い浮
かべるでしょうか。 
 この番組では、星座の成り立ちか
ら天文学との関わり、そして見頃の
誕生日星座にまつわるギリシャ神話
を月替わりで解説します。 
 また、みなさんの誕生日星座の見
える時期もご紹介します。 

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。 
 小惑星イトカワでの悪夢が去来する。
はやぶさ２はどのように困難を乗り越
え、数々のミッションを成功させて
いったのか。そして彼がリュウグウで
見つけたものとは・・・ 
（※全天周映画のため、星空解説はあ
りません） 

 

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！ 

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】 

お子さまから大人の方まで 
お楽しみいただけます 

プラネタリウム寄席 
『ほしぞら停』 

 

 無料で各１５分程度の落語や演
芸を映像でお楽しみいただけます。
上映内容は以下の３本で日替わり
となります。 
 
①猫の皿（桂竹千代さん） 
②古事記（桂竹千代さん） 
③発泡スチロール工作芸 
 （できたくん） 

 

小学校高学年以上 
の方にオススメ！ 

※プラネタリウムにおける新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお願いします。 
 
・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒をお願いします。 
・入場時のチケット確認は、目視で行います。スタッフとの距離を保つようにお願いします。 
・座席は十分な間隔を確保するため、座席を限定しています。 
・プラネタリウム内では、できるだけ会話をお控えください。 
・職員はマスクやフェイスシールドを着用しております。 



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） 
     ２０名以上の団体予約で、平日観覧できます。 
【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 
   ・「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16：３０頃からFMHOT839で放送中！ 毎週木曜日の１６：３５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 

・・・休館日  ・・・春休み特別上映期間  

３月 ４月 

博物館ホームページ 
QRコード 

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 

  


