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博物館開館日カレンダー

…休館日 …プラネタリウム
特別上映期間

8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

8
9月

夏休み期間中は
毎日開館！

博
物
館
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

お
び
の
っ
ち



私たちがいる地球から最も身近な天体である月は、古くから人々に愛でられ、研究・探査が進められてきました。
本企画展では、JAXAが取り組む地球の月探査や研究をはじめ、太陽系の惑星をまわる月(衛星)の探査や観測ミッションを

紹介するとともに、相模原市内で撮影した月の星景写真や行事に関する資料を展示します。

【会期】8月28日(日）まで

★展示内容★

【会場】博物館 特別展示室

3.相模原から月へ
JAXAの太陽系惑星の月(衛星)探査

について、博物館の向かいにある
JAXA相模原キャンパスから借用した
貴重な模型や実物機器、映像等で科
学成果や最新の探査技術を紹介しま
す。

1.相模原から見た月
相模原市域で撮影した様々な月(衛星)を紹介しま

す。また、太陽系天体の基本情報や天文現象のしく
みについて展示しています。

2.相模原と月にまつわる行事
十五夜の「月見」や二十三夜講等の「月待」と

いった、相模原市域における月にまつわる行事を紹
介しています。

つきまち

連携企画展「相模原と月vol.2～太陽系惑星の月たち～」
さがみはら つき たいようけいわくせい

火星衛星探査計画MMX ©JAXA 展示の様子中秋の名月(相模原市緑区にて撮影)



イベント

博物館de夏まつり！伝統的七夕でワッショイ！

笹飾りに短冊や七夕飾りを飾ろう！七夕の由来パネルで
相模原の七夕について学んだり、記念撮影コーナーで映え
る写真を撮ることもできます。

【会期】8月7日(日)まで

【会場】博物館 エントランス

【関連事業】
①「チェキ」撮影会

記念撮影コーナーで「チェキ」撮影会を開催します。
【日時】8月6日(土)①午後1時45分から②午後3時15分から
【場所】博物館 エントランス
【定員】各回10組(先着順)

※当日午前9時30分から受付で整理券を配布します。

②星のストラップ作り
参加者には、スペシャル短冊をプレゼント！

【日時】8月7日(日)
午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

【場所】博物館 エントランス
【定員】60名(先着順) ※希望者は直接会場へ(申込不要)

理由あって、相模原市

(株)バンダイナムコエンターテインメントが「アイドル
マスターSideM」で展開する「315プロダクションお仕事
コラボキャンペーン」企画に相模原市が参加します。

今回コラボするのは、ゲーム内で登場する、宇宙にちな
んだ名を持つ「Jupiter」、「Dramatic Stars」の2ユニッ
トです。

期間中に当館では、実寸大のキャラクターパネル（全
メンバー入り）のフォトスポットを設置しています。
※プラネタリウムを観覧していただいた方にプレゼント

していたアイドルマスターSideMコラボのクリアカー
ドの配布は終了しましたが、熱いリクエストにお応え
して再度配布します！無くなり次第、配布終了

【会期】8月31日(水)まで

【場所】博物館 エントランス

ワケ

スペシャル短冊イメージ 星のストラップイメージ ▲クリアカード



クイズラリー・スタンプラリー等

探検！発見！クイズラリー2022

夏休みのお楽しみ♪展示にちなんだクイズラリーで博物館
の中を探検しよう！

参加者には選べる記念品も！ぜひご参加ください！
※記念品はなくなり次第、配布終了

【会期】8月5日(金)～8月7日(日)午前10時～午後4時

【場所】博物館 館内

さがみはらSDGsスタンプラリー

文化事業等連携協議会連携事業
ぐるっとふちプチスタンプラリー

淵野辺公園周辺にある4施設を巡るスタンプラリーを開催
します。

各施設の『音』にちなんだスタンプを集めに、4つの施設
を巡ってみよう！

全てのスタンプを集めた方には国民生活センターでプレゼ
ントを用意してあります！(各日先着300)

【会期】8月9日(火)・10日(水)
午前10時30分～午後4時

【場所】・博物館 エントランス
・JAXA相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟
・国立映画アーカイブ 相模原分館
・国民生活センター(プレゼント交換所)

「SDGs」(持続可能な開発目標)に関連の深い市内の施設
で、17のゴールにちなんで、17個のスタンプを集めるスタ
ンプラリーを開催します。

集めたスタンプの数によって、もらえる景品も豪華に！ぜ
ひ、ご参加ください。
※なくなり次第、配布終了

詳しくは、特設サイトをご確認ください。

【会期】8月31日(水)まで

【場所】博物館、尾崎咢堂記念館、吉野宿ふじや
その他22施設

【景品交換場所】博物館
みんなのSDGs推進課(市役所本館3階)

繭うさぎを作ろう！
まゆ

◀スタンプラリー特設サイト

夏休み最後のお楽しみ♪博物館で育てた蚕の繭を使って、
かわいいうさぎを作ります。

【会期】8月24日(水)
①午前10時～午後0時
②午後1時～午後3時

【場所】博物館 エントランス
【定員】各回25名(先着順）

※希望者は直接会場へ(申込不要)



※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
8月のテーマは
「宇宙の果てまで

行ってみよう！」♪

さがぽん ©TC

プラネタリウム

【７月２１日から８月２８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）

★プラネタリウム
星空さんぽ

～夏～

夏
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み
特
別
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　　　　　　時間
曜日

平日・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
秘密結社鷹の爪 

THE PLANETARIUM
～ﾌﾞﾗﾌﾞﾗ!ﾌﾞﾗｯｸホールのナゾ～

同時上映
まくまくんの星空大冒険(夏)

🎥 全天周映画
迷宮のプラネタリウム

同時上映
まくまくんの星空大冒険(夏)日・祝日

【８月３０日、３１日】  ★ 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

★プラネタリウム
星空さんぽ

～夏～

🎥 全天周映画
迷宮のプラネタリウム

同時上映
まくまくんの星空大冒険(夏)

　　　　　　時間
曜日

平日
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。



©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、後半は参加型
のオリジナル番組です。

秘密結社鷹の爪団が秘密基地で
うっかりブラックホールを作ってし
まい、その謎を解いていきます。

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(夏)」も上
映。
※解説員による星空解説はありませ

ん。
この番組をご観覧していただいた

先着1,000名の方に、番組特製クリア
ファイルをプレゼント！

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
8月「小型月着陸実証機SLIM」

©アストロアーツ

迷宮…入ったら、なかなか抜出す
ことができない摩訶不思議な世界。
皆さんは脱出できるでしょうか？

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(夏)」も
上映。

※解説員による星空解説はありま
せん。

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
「秘密結社鷹の爪 ブラブラ！ブラックホールのナゾ」
（同時上映「まくまくんの星空大冒険(夏)」）

プラネタリウム「星空さんぽ～夏～」
全天周映画
「迷宮のプラネタリウム」
（同時上映「まくまくんの星空大冒険(夏)」）

©蛙男商会/DEL ©EXP

©TAJIMA HIDEKI OFFICE Ltｄ.



【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】

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

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】8月28日(日)まで

【ミニ展示】



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▶


