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２月下旬発行予定です。
（令和４年１月７日発行）

２０２２年
１月～２月号

考古企画展
「古代相模原台地の開発」
今回の企画展では、約１，４００～１，０００年前の古墳時代から平安時代を中心とした相模原台地の開
発をテーマに展示します。博物館でこの時代を中心に扱う企画展は初めてです。相模原の原野が耕地へと開
発されていったことを示す鉄製の農具や、文字の普及を示す墨で文字が書かれた土器、仏教の浸透を示すさ
まざまな遺物など、当時の人々の生活のいぶきが感じられる展示となっております。奈良や京都のきらびや
かな都のイメージとは違った、地方の村落に暮らしていた人々の生活の姿をぜひご覧ください。
【開催期間】
１月２９日（土）～３月１３日（日）
【場所】
博物館

土器の底には、平安時
代に書かれた「庄」に似
た漢字が読み取れます。

特別展示室
墨書土器
（田名塩田遺跡群）

奈良時代の土器
（古淵B遺跡）

【展示内容】
１．開発の波
…相模原台地における集落の出現と拡大から開
発の様子と歴史的背景を探ります。

２．集落と道
…古代の集落分布と道との関係を様々な資料か
ら考えます。

３．古代集落の生活
…古代集落の生活がどのようなものだったのか。
遺跡の出土遺物からその様子を紹介します。

４．古代の終焉
…古代集落のその後を紹介し、古代の開発と現
代との関係を探ります。

★博物館考古情報コーナー

★ギャラリートーク【学芸員による展示解説】

「２０２１年津久井城市民協働調査の成果」
…津久井城跡の市民協働調査の最新情報として、
１１～１２月に実施した城坂曲輪群6号曲輪の
調査成果を展示します。

【日時】
２月６日（日）・２７日（日）、３月１３日（日）
いずれも午後２時～２時３０分
【場所】
博物館 特別展示室
※直接会場へお越しください（申込不要）。

しゅうえん

※背景画像：田名塩田原遺跡・田名花ヶ谷戸遺跡出土の鉄製農具と砥石

バレンタイン特別投影

３日間限定！

『ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～』
全編にわたって１コマずつ丁寧に撮影された人形アニメーションで
描く、珠玉のファンタジー作品です。後半は当日の星空生解説をお届
けします。
【投影日時】
２月１１日（金・祝）～２月１３日（日）午後２時３０分～３時１０分
ⒸTAIYO KIKAKU Co.Ltd./EXPJ,Ltd

ミニ展示などのお知らせ
令和３年「宇宙の日」記念 全国小・中学生
作文絵画コンテスト 当館受賞作品展

市史ミニ展示
「陸軍士官学校移転と麻溝村」

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、当館に
応募のあった作品のうち、受賞作品１７点を展示し
ています。
今回のコンテストは、
「もしも自分が宇宙飛行士になったら」
というテーマのもと、作品を募集しました。
当館では、全国審査を経て、絵画の部 中学生部門
特別賞の審査委員長賞を受賞した作品も展示してい
ます。
【開催期間】
３月３１日（木）まで
【場所】
博物館 エントランス

昭和初期まで畑地や山林が広がる農村地帯であっ
た相模原市域は「軍都」へと変貌していく中で大き
く変化しました。
その中でも最も早くに建設された陸軍士官学校を
受け入れることとなった村のひとつ麻溝村の動きを
当時の新聞や地図を使って紹介します。
【開催期間】
２月２７日（日）まで
【場所】
博物館 自然・歴史展示室内
（清水家ジオラマ付近）

研究機関等公開講座ＪＡＸＡコース
小惑星探査機「はやぶさ２」その軌跡と挑戦

吉野宿ふじや活性化事業
「甲州道中（相模湖・藤野・上野原）の
おひな様」展

相模湖・藤野・上野原の各地域のおひな様を展
示します。
全天周映画「HAYABUSA２～REBORN
【開催期間】
帰還バージョン」の鑑賞とJAXAの吉川真先生によ
２月１２日（土）～３月１３日（日）
る講演会を開催します。映画やプロジェクトの軌跡、
（月曜日及び祝日の翌日休館）
これからの挑戦について解説していただきます。
【会場】
吉野宿ふじや
【日時】２月１日（火）午後０時５０分～３時３０分
【場所】博物館
★折り紙による「ひな人形作り体験」
【講師】吉川真 氏（宇宙科学研究所はやぶさ２
【開催日時】２月１９日（土）・２６日（土）
プロジェクトチームミッションマネージャ）
両日とも午後１時３０分から
【参加費】４００円（当日現金払）
【会場】吉野宿ふじや
【対象】中学生以上の方
©JAXA
【定員】各１０名（当日先着順）
【定員】１００名（事前申込/申込順）
【参加費】無料
【申込期間】１月４日（火）～１月１４日（金）
※１月４日～１月８日は相模原市在住・在勤・在
学の方の先行申込となります。空席があった場
「古民家でおひな様🌸
合、市外の方は１月９日からお申込みいただけ
ます。
春のおでかけスタンプラリー」
【申込方法】直接または電話で、生涯学習センター
まで
相模原の歴史や文化について紹介している施設の
電話：０４２ー７５６－３４４３
うち５施設をめぐるスタンプラリーを開催します。
住所：相模原市中央区中央３－１２－１０
各施設にはひな人形が展示してありますので、ス
タンプラリーでめぐりながらひな人形もお楽しみく
ださい。
新大河ドラマ鎌倉殿の１３人 関連ミニ展示
また、５施設中３施設のスタンプを集めた参加者
「鎌倉時代初めの相模原の武士団 横山党」 の方には、記念品を先着でプレゼントします！
記念品は博物館・吉野宿ふじや・相模原市古民家
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」の放送開始に 園の３施設のいずれかでお受け取りください。
ちなみ相模原の鎌倉時代初期の武士団「横山党」や
【開催期間】
１３人の１人で市内に伝承がある和田義盛などに関
２月１２日（土）～３月１３日（日）
するミニ展示を開催します。
【開催施設】
【開催期間】
・博物館・吉野宿ふじや・小原宿本陣
１月１５日（土）～３月１３日（日）
・相模田名民家資料館・相模原市古民家園
【場所】
※開館時間及び休館日は各施設のＨＰをご覧くだ
博物館 エントランス
さい。

★プラネタリウム★
★ プラネタリウム 🎥 全天周映画

【１月１４日から２月２７日まで】
時間
曜日

午前１０時３０分

午後０時

午後１時

午後２時３０分

この時間帯は、団体貸切専用です。
ご利用については、お問い合わせください。

平日

★プラネタリウム

星空さんぽ
～冬～

土
(2月12日除く)

日・祝日

★こどもプラネタリウム

(2月11日、13日除く)

リーベルタース
天文台だより
～冬の星座の物語～

2月12日

分

個人
団体
（20人以上）

イナズマデリバリー
バイザウェイの宇宙旅行?!
同時上映

【観覧料】
区

🎥 全天周映画

★おためしタイム
約１０分（ 無料）

★おためしタイム
約１０分（ 無料）

2月11日、13日

おとな

こども

５００円

２００円

４００円

１６０円

※おためしタイムのテーマは
「がっこうでならう月のヒミツ」です。

🎥 全天周映画

HAYABUSA２
～REBORN
帰還バージョン

🎥★バレンタイン特別投影

まくまくん星空大冒険(冬) ノーマン・ ザ・ スノーマン
～北の国のオーロラ～

※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
≪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
～冬の星座の物語～』

全天周映画
『イナズマデリバリー
バイザウェイの宇宙旅行⁉』
同時上映『まくまくんの星空大冒険』

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
ルネコさんは冬の星座の物語
「レラプスときつねのおいか
けっこ」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。

迷子の宇宙人バイザウェイ
がブラックホールなど宇宙の
不思議にふれながら地球を目
指す物語です。
また、ストップモーション
アニメーションで季節ごとの
星座を解説する「まくまくん
の星空大冒険」もご覧いただ
けます。
（※全天周映画のため、星空
生解説はありません。）
©INAZMA Project

©TC/八木大

プラネタリウム
『星空さんぽ～冬～』

©NHK/dwarf

全天周映画
『HAYABUSA２～REBORN
帰還バージョン』

「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
１月「星の和名」
２月「道具を使って天体観望」
©アストロアーツ

午後４時

©HAYABUSA2～REBORN 製
作委員会

壮大な旅の軌跡を描き、驚
きに満ちた小惑星探査の過程
を再現。HAYABUSA三部
作の完結編として、はやぶさ
ミッションの１０年の歩みを
締めくくります。
はやぶさ２のカプセル帰還
シーンやカプセル内の様子を
実際の映像に合わせて制作さ
れた作品です。
（※全天周映画のため、星空
生解説はありません。）

尾崎咢堂記念館

吉野宿ふじや

【開館時間】午前９時～午後４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
※相模原市広報番組「ぞっこん！相模原」１月分にて
尾崎咢堂記念館が紹介されています！
J:COMチャンネルにてぜひご覧ください。
【放送日】
毎週（火）・（土） 午後８時～ほか
１月中旬頃から博物館エントランスでも放映予定。

【開館時間】午前１０時～午後４時
【開館日】土曜、日曜、祝日（ただし、１２月２８日～
１月３日を除く）
※平日は団体（１０人以上）に限り観覧することができ
ます。２週間前までに博物館へお申し込みください。
【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

▲１階 和室

◀館内の様子

▲２階 生活用品展示

博物館開館日カレンダー
１月

日

月

火

水

木

金

土

2月

日

月

1

火

水

木

金

土

1

2
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4

5

2

3
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7

8

6

7

8
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9

10

11

12
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14

15

16

17

18

19

16

17

18
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20
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22

20

21

22

23

24

25

26

23
30

24
31

25

26

27

28

29

27

28

・・・休館日

【開館時間】

午前９時３０分～午後５時

・・・特別上映期間

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 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。

検索

ネットで楽しむ博物館
…学芸員による解説動画などをYouTubeで配信しています。

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
博物館ホームページ
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

ブログ

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1７：３０頃からFMHOT839で放送中！

【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

〒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

ツイッター

ネットで楽しむ
博物館

