
  ２０２１年 
４月～５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、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。  
次号は５月下旬発行予定です。          （令和３年４月９日発行）  

 
 
 

  
 
 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】 
 ５月９日（日）まで 
【会場】 
 博物館 特別展示室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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、マンホールミニ展示を開催中です。 
 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っています。 
  
【開催期間】 
 ５月１６日（日）まで 
【会場】 
 博物館 エントランス 
 
※４月２５日（日）から博物館にて、「はやぶさ２」カプセル帰還記念デザインのマンホールカードを
配布します！ １人１枚まで （カードがなくなり次第配布終了となります。） 

※タイトル左右の土器は神奈川県教育委員会所蔵 

見に来てね！ 

相模原市マスコットキャラクター 

     「さがみん」 

博物館キャラクター おびのっち 



予告！ 

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。 
 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】 
 ５月１３日（木）まで 
 
【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 

【衣装のテーマ】歴史 【衣装のテーマ】民俗 

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】 
 ５月９日（日）まで 
【開催場所】 
 博物館 エントランス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「東京２０２０大会開幕１００日前記念イベント」 

東京２０２０公式アートポスター展示 
【第１期】４月１４日（水）～４月１８日（日） 
【第２期】５月１６日（日）～５月２１日（金） 
 博物館 エントランスにて展示 

オリンピック関連企画展 
「相模原にオリンピックがくる」 

５月２２日（土）～ 博物館 特別展示室にて展示 

～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！ 
 各分野の学芸員オススメの図柄で限定販売中で
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 

▲プラネタリウム ▲勝坂式土器 

▲毛羽取機 ▲相州津久井城図  
 但古城 

▲エナガの巣立ちビナ 



できたくん 
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©TC/八木大 

★プラネタリウム★ 
★…プラネタリウム 
🎥…全天周映画 

【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。 

番組紹介 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。 
 

全天周映画 
『ヤドカリくん、ほしをみに』 

（同時上映） 
『まくまくんの星空大冒険〔春〕』 

 
 泳げないヤドカリくんは、泳ぎが上手
な友達と仲良くできずにいます。 
 泳げるようになれば、みんなと一緒に
遊ぶことができる！そうだ、流れ星にお
願いをすれば… 
 はたして、流れ星はヤドカリくんの願
いをかなえてくれるのでしょうか。 
 同時上映の「まくまくんの星空大冒険
〔春〕」もお楽しみいただけます。 
（※全天周映画のため、星空解説はあり
ません。） 

 
プラネタリウム 

『星空さんぽ～春～』 
 

「ちょっと星空まで・・・」 
 そんな‘さんぽ’にでかけるような気
分で星空をぶらりとめぐってみません
か？ 
 解説員によるミニテーマを含めた４０
分間の生解説で、みなさんを今夜の星空
へご案内します。 
ミニテーマ 
４月「北斗七星」 
５月「月食」 

全天周映画 
『Odyssey～果てしなく美しい宇宙～』 

（同時上映） 
『まくまくんの星空大冒険〔春〕』 

 
 この作品では、人類が解き明かしてき
た宇宙の姿を、臨場感あふれる迫力の映
像と音楽によって体感することができま
す。 
 同時上映の「まくまくんの星空大冒険
〔春〕」もお楽しみいただけます。 
（※全天周映画のため、星空解説はあり
ません。） 
 

 
 

※プラネタリウム寄席『ほしぞら亭』について 
【期間】５月５日（水・祝）まで  
 
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。上映内容は右記の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） 桂竹千代さん 

【４月６日から５月５日まで】 🎥 全天周映画  ★ プラネタリウム

午前１０時３０分 午後０時 午後１時 午後２時３０分 午後４時

【５月７日から５月３０日まで】 🎥 全天周映画  ★ プラネタリウム

午前１０時３０分 午後０時 午後１時 午後２時３０分 午後４時

★おためしタイム
約１０分（無料）

　　　　　　時間
曜日

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～

🎥 全天周映画
ヤドカリくん、ほしをみに

同時上映
まくまくんの星空大冒険（春）

日・祝日

　　　　　　時間
曜日

土

平日

★プラネタリウム寄席
「ほしぞら亭」
約１５分（無料）

土日・祝日

★プラネタリウム

星空さんぽ～春～

🎥 全天周映画
Odyssey（オデッセイ）

～果てしなく美しい宇宙～
同時上映

まくまくんの星空大冒険（春）

★プラネタリウム

星空さんぽ～春～

🎥 全天周映画
Odyssey（オデッセイ）

～果てしなく美しい宇宙～
同時上映

まくまくんの星空大冒険（春）

★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～

🎥 全天周映画
ヤドカリくん、ほしをみに

同時上映
まくまくんの星空大冒険（春）

この時間帯は、団体利用専用です。
ご利用については、お問い合わせください。

この時間帯は、団体利用専用です。
ご利用については、お問い合わせください。

※５月９日（日）からのおためしタイムの 
テーマは「お誕生星座紹介」です。 



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） 
     １０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                       
 …毎月第3土曜日の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 
30 

24 
31 

25 26 27 28 29 

・・・休館日  

４月 ５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 27 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

【開館時間】 午前９時３０分～午後５時  


