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博物館開館日カレンダー

…休館日

9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
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生物多様性への理解を深める目的で毎年実施されているフォトコンテストの入賞作品を展示します。
見ると「わぉ！」と思わず声をあげてしまいそうな、楽しい生きもの写真展です。
日常のお散歩や通勤、通学途中に出会った生きものたちの思いがけない表情がお楽しみいただけます。

【会期】9月10日(土)～10月16日(日) 【会場】博物館 特別展示室

グランプリ(1点)ほか入選作品6点、佳作18点などを展示します。今回の審査は、脳科
学者の茂木健一郎氏のほか、当館生物担当の秋山学芸員も審査員を務めました。
※わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクトとは…
生物多様性を守るには多くの人が自然を好きになることが大切。その思いから、NACS-J
とソニーが2015年に協働して立ち上げたプロジェクト。

【展示内容】

わぉ！グランプリ作品

「ソーシャルディスタンス」 「夢の滑走路」(佳作) 「蜜蜂のハイタッチ」(佳作)



ミニ展示

中央地区「子どもと大人 共に学ぶ宇宙教室」
公開講座

【日時】9月11日(日) 午後2時～2時45分

【会場】博物館 大会議室
【講師】大川 拓也 氏
【定員】50名(先着順)※希望者は直接会場へ(申込不要)

中央地区「子どもと大人 共に学ぶ宇宙教室」の講義部分
である『「はやぶさ２」がリュウグウから持ち帰った物から
見えてきた宇宙の姿と宇宙探査新時代の幕開け』を公開講座
として開催します。

講座

遠くからやってきた黒曜石
―旧石器・縄文時代の石器から―

市内で出土した黒曜石について展示しています。
「遠く」とは、いったいどこからやってきたものなのか、

これらの産地を解説し、旧石器・縄文時代ではどのように
使われたのかを展示しています。

【会期】9月25日(日)まで
【場所】博物館 エントランス

こくようせき

市史ミニ展示
「学び再編ー終戦直後の暫定教科書ー」

昭和20年8月の終戦は、日本の教育史の中でも大きな転換
点です。

終戦直後の「暫定(ざんてい)教科書」などから、当時の教
育の変化や物資難の様子を感じることができるミニ展示です。

【会期】9月18日(日)まで
【場所】博物館 常設展示室内

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ています。

【日時】9月30日(金)まで
【会場】〒252-0377 南区相模大野5-31-1

南区合同庁舎1階ロビー



博物館からのお知らせ～♪

1階休憩コーナーをリニューアルしました！

1階休憩コーナー自動販売機前にソファを設置しました！
展示見学の余韻を楽しみたいとき、プラネタリウムの待

ち時間など、ちょっと休憩したいときにぜひお使いくださ
い。(飲み物OK、食事をされる方は2階喫茶室をご利用くだ
さい。)

また、その近くには、東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会において、選手村の建築物に利用する木材
として使われた津久井産材を活用して作られた木製ソファ
も設置してあります。

オリジナルポストカード販売中！

開館25周年を記念して作成した当館オリジナルのポスト
カードを博物館ミュージアムショップで販売中です！

当館所蔵のちょっとマニアックな資料や博物館の周辺に
生息する野鳥など、各分野の学芸員がおすすめの図柄で限
定販売しています。

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

さがみんクイズ実施中！

▲相模原市立博物館

▲エナガの巣立ち

▲青野原上空からみた
道志川

▲相州津久井城図 但古城

▲毛羽取機

ちょっと

▲勝坂式土器 ▲プラネタリウム

常設展示室及び天文展示室では、相模原市のマスコット
キャラクター「さがみん」が展示にまつわるクイズを出し
ています。

展示物を見て答えを探してみよう！



※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
9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

【利用料金】 【ご利用の際の注意点】

【９月３０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

～秋～

🎥 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(秋)

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！(秋)～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(秋)

日・祝日

　　　　　　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。



©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！
(季節によって探検する星が変わり
ます。)

※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(秋)」も上
映。
※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
9月「お月見」
10月「皆既月食」
11月「古代エジプトと星」

©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(秋)」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！(秋)
～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(秋)」）

プラネタリウム「星空さんぽ～秋～」
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(秋)」）

©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】

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▶


