
NEWS
2022年

月号

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

博物館開館日カレンダー

3月

…休館日 …プラネタリウム
特別上映期間

4月

博物館ホームページ▶

【開館時間】
午前9時30分～午後5時

相模原市立博物館

-４3



た て の ひ ろ し

舘野鴻絵本原画展「がろあむし 描かれた相模原の自然」

①舘野鴻トークショー
「徹底的に観察して描いたらこうなった！
舘野鴻の仕事の流儀」

【日時】3月26日(土)
午後2時～午後3時30分

【場所】博物館 大会議室
【講師】舘野 鴻さん(絵本作家)
【定員】100名

※当日、定員に達するまで先着順でも受
付します。

“納得するまで徹底的に観察して描く”スタイルの舘野鴻さんによる絵本『がろあむし』は、主に相模原市内で取材して作
られました。今回、その原画全作品を展示するほか、舘野さんの制作過程を垣間見ることができるコーナーも用意しました。

【会期】3月26日(土)～6月5日(日)

【関連事業】

【展示内容】

②作画実演！
舘野鴻の手もとを観察せよ

【日時】4月10日(日)
第1ステージ：午前11時～正午
第2ステージ：午後1時～2時

【場所】博物館 大会議室
【講師】舘野 鴻さん(絵本作家)
【定員】各30人(抽選)
【申込み期間】

3月15日～3月25日(必着)

③土壌動物観察会

【日時】5月22日(日)
午後1時30分～4時

【場所】博物館 実習実験室など
【講師】舘野 鴻さん(絵本作家)

吉田 譲さん(写真家)
【定員】20人(抽選)
【申込み期間】

4月15日～4月30日(必着)

【申込み方法(②③1組2人まで)】
往復はがきに必要事項を書いて、博物館(〒252-0221 中央区高根3-1-15)へ

★必要事項
イベントのタイトル・住所
・氏名(ふりがな)・電話番号

【会場】博物館 特別展示室

◆地下に生きるものたち
『がろあむし』の解説ページに使用された

吉田譲さん（写真家）による、地下の生きも
のたちの写真を展示します。

◆舘野鴻の作品世界
舘野鴻さんの制作の様子に迫る、ラフ画や

観察用具、フィールドノートなどを展示しま
す。

◆導入
原画を大きく拡大したプリントがみなさま

をお迎えします。鳥になった気分で、あるい
は、ガロアムシのように地下の生きものなっ
た気分でご覧ください。

◆『がろあむし』原画展
絵本『がろあむし』に使用された原画すべ

てを展示します。



ミニ展示

9月12日「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
ストについて当館の受賞作品を展示し
ています。テーマは「もしも自分が宇
宙飛行士になったら」。

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

ミニ展示
東京2020大会のレガシー(遺産)展

東京2020大会選手村で使用され
た津久井産材を活用したソファーや、
表彰台の実物など博物館保管の東京
2020大会関連資料を紹介するミニ
展示を開催します。

【会期】

3月19日(土)～ 5月8日(日)
【場所】博物館 エントランス

地域の公共施設や産業施設、学校、神
社仏閣などの写真が仕立てられている、
昭和初期の「津久井郡串川村絵はがき」
をもとに当時の串川の風景を紹介します。

市史ミニ展示
「昭和初期の串川村絵はがき」

【会期】

3月13日(日)～5月22日(日)
【場所】博物館 自然・歴史展示室内

(清水家ジオラマ付近)

【会期】3月31日(木)まで
【場所】博物館 エントランス

下水道連携ミニ展示
「ミニ下水道ワールド～こんじゃくものがたり編～」

【会期】4月13日(水)～5月8日(日)
【場所】博物館 エントランス

講演会

【宇宙学校さがみはら】
ー「はやぶさ２」の先にあるものー

「はやぶさ２」は小惑星リュウグウのサンプルを持ち帰りまし
た。「はやぶさ２」の成果の先に進められる研究とは？

3名の先生が皆さんからの質問に答えます。

【講師】臼井 寛裕 氏（JAXA宇宙科学研究所）
鈴木 志野 氏（JAXA宇宙科学研究所）
亀田 真吾 氏（立教大学）

【日時】3月26日（土）午前10時～午後0時15分

【場所】博物館 大会議室（当日、定員に達するまで先着順）

普段目に見えない下水道。家で使った水はどこに行
くのでしょう？昔のトイレはどうなっていたのでしょ
う？

私たちに身近な「トイレ」の“昔”と“今”、そして家
で使ったその先を見てみませんか？

近年の大規模な自然災害に対応するため、下水道事
業では対策を進めていますので、あわせてお知らせし
ます。



季節の代表的な星座の天体や、惑星・月などをプラネタリウムで紹介し、天体観測室の大型望遠鏡などで観望します。
※雨天や曇天時はプラネタリウムのみの観覧となります。

ナイトプラネタリウム&観望(4月) 「星空観望会」がリニューアル！

【会場】博物館 プラネタリウム・天体観測室・天体観測テラス
【定員】40人(申込み順)

※1組4人まで(同一世帯は人数制限なし)
※中学生以下は保護者同伴

吉野宿ふじやのイベント

大河ドラマ‟鎌倉殿の13人”関連 巡回ミニ展示
「鎌倉時代初めの相模原の武士団 横山党」

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にちなみ、津久井や上
野原にも進出したと伝わる武士団「横山党」や、13人の1人
和田義盛の市内の伝承地などを紹介します。

【会期】4月16日(土)～6月12日(日)
【場所】吉野宿ふじや

【費用】大人(高校生以上)：500円、
子ども(4歳以上中学生未満)：200円(4歳未満無料)
65歳以上：250円*
障害者とその介護者・ひとり親家庭の方：無料*
*要証明書

【日時】4月9日(土)午後7時30分～9時(受付時間：午後7時～7時25分)

巡回ミニ展示
「尾崎行雄の不戦運動」

尾崎行雄の大きな業績のひとつである不戦運動に関する資
料や著書を紹介するとともに、郷土の偉人である尾崎行雄に
ついても紹介します。

尾崎咢堂記念館のイベント

【会期】4月16日(土)～6月12日(日)
【場所】尾崎咢堂記念館

【申込み方法】
3月20日(日)～4月8日(金)に電話で市コールセンター
(☎042-770-7777)へ

★必要事項
参加希望日・参加人数・代表者の氏名、年齢、住所、
今までの参加回数



※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。

※プラネタリウム開始後は、入場及び観覧料の返金はできません。
※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)・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。

区 分 おとな こども

個人 500円 200円

団体
（20人以上）

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」♪

さがぽん ©TC

プラネタリウム
【３月１日から３月２１日まで】  ★ プラネタリウム 🎥 全天周映画

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）

平日

★プラネタリウム

星空さんぽ
～春～

🎥 全天周映画

HAYABUSA２
～REBORN

帰還バージョン

日・祝日

土 ★こどもプラネタリウム

プラネタリウムで宇宙
たんけん！～ナゾの宇宙人

からのメッセージ～

🎥 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

まくまくん星空大冒険(春)

　　　　　　時間
曜日

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。

【３月２３日から４月６日まで】  ★ プラネタリウム 🎥 全天周映画

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）

🎥 全天周映画
HAYABUSA２
～REBORN

帰還バージョン

春
休
み
特
別
上
映

3/27（日）、
4/3（日）

　　　　　　時間
曜日

3/23（水）～
4/6（水）

★こどもプラネタリウム
プラネタリウムで宇宙

たんけん！～ナゾの宇宙
人からのメッセージ～

🎥 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

まくまくん星空大冒険(春)

★プラネタリウム
星空さんぽ

～春～



©NASA etc

突然、宇宙人からのナゾのメッ
セージが…!?プラネタリウムが宇
宙船になって相模原から星の世界
へ飛び出すよ！さあ、みんなで宇
宙をたんけんしよう！

※前半は星空解説、後半はプラネ
タリウム用オリジナル番組です。

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。

また、季節ごとの星座を解説する
「まくまくんの星空大冒険(春)」も
上映します。

※解説員による星空解説はありま
せん。

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
今夜の星空へとご案内します。

★ミニテーマ
3月「火星衛星探査計画MMX」
4月「南十字星」
5月「春の銀河」

©アストロアーツ

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緻密に再現。
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
締め括ります。

※解説員による星空解説はありま
せん。

©HAYABUSA2～
REBORN 製作委員会

こどもプラネタリウム
「プラネタリウムで宇宙たんけん！
～ナゾの宇宙人からのメッセージ～」

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(春)」）

プラネタリウム「星空さんぽ～春～」 全天周映画
「HAYABUSA２ ～REBORN 帰還バージョン」

©NHK/dwarf©INAZMAProject



【開館時間】午前9時～午後4時30分
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)

【住 所】〒252-0158 相模原市緑区又野691
【アクセス】

館内の様子① 館内の様子②

尾崎咢堂記念館 吉野宿ふじや

【休館日】

【開館時間】午前10時～午後4時
土・日・祝日(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。

【住 所】〒252-0183 相模原市緑区吉野214
【アクセス】

1階 和室 2階 生活用品展示

【開館日】

バス 三ヶ木行き(橋01系統)「尾崎記念館」下車すぐ
三ヶ木行き(橋09系統)「奈良井」下車徒歩15分

・中央自動車道「相模湖」ICから約20分
・圏央道「相模原」ICから約15分
＊無料駐車場5台

徒歩 20分
バス 相模湖駅行き(湖23系統)「吉野」下車すぐ

・中央自動車道「相模湖」ICから約3分
＊無料駐車場3台

橋本駅北口から

藤野駅から

お車で

お車で



アクセス インフォメーション

ネットで
楽しむ博物館
(YouTube)

Twitter
(@scm_sagapon)

職員ブログ

★博物館探検隊(ラジオ)

徒歩 20分
バス 青葉循環(淵36・37系統)「市立博物館前」下車すぐ

バス 相模原駅⇔相模大野駅(相02系統)「宇宙科学研究部」
下車5分

バス 淵野辺駅南口行き(淵52・53・59系統)「弥栄」
下車8分

・東名高速道路「横浜町田IC」から約11km
・圏央道「相模原愛川IC」から約6km
・国道16号「共和4丁目」交差点を西へ約500m
＊無料駐車場95台(大型バス4台可)

館内の日々の様子や、イベントの
実施状況などを紹介

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を発信

学芸員による解説動画などを
YouTubeで配信

淵野辺駅南口から

相模原駅・相模大野駅から

上溝駅から

お車で

博物館キャラクター

〒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

毎月第3土曜日の午後5時30分頃からFMHOT839で放送中！

おびのっち▶


