
イベントカレンダー 平成 2 ６年度 

平成 26年 7月版 

相模原市立博物館では、地域の総合博物館として、相模原にまつわるさまざまな分野のイベントを企画して

おります。また、2014 年 12 月に打ち上げ予定の「はやぶさ 2」について、ミッションをこれからも継続的

に応援し続ける企画を行っていきます。ご興味のあるイベントがありましたら、ぜひご参加ください。 

※企画展、イベント等の詳細は当館ホームページ又は広報さがみはら等によりご確認ください。 

◆企画展示 相模原市立博物館 特別展示室 

◆企画展「相模原市の遺跡 201４ 境川流域の開発と暮らし」／さがみはら発掘最新情報 

会 期 平成 2６年３月 2１日(金)～5月 6日(火) ◆多摩丘陵と相模野台地の間を流れる境川に焦点を

あて、境川流域の遺跡と人々の暮らしについて展示

します。また、近年行われた市内の発掘調査の成果

について、速報展示します。 関連 

イベント等 

講演会「東と西が出会う丘 ～考古学からみた境川左岸の

多摩丘陵～」：３/２３（日） 

展示解説：３/３０（日）、４/１３（日）、５/６（火・祝） 

１４時～１４時３０分 

発掘調査発表会：４/２０（日） 
 

◆収蔵品展「蔵の中の世界２」 

◇松橋利光写真展「相模原の生きもの、見つけた！」 

会 期 5 月 2４日(土)～6 月２９日(日) ◆下溝・福田家及び地域のさまざまな資料を展示し

ます。 

◇相模原市出身の写真家松橋利光さんの写真をとお

して、相模原の生きものを紹介します。 

関連 

イベント等 

◆収蔵品展展示説明：5/2５（日）、６/８（日）、６/２２

（日） 

◇松橋利光ギャラリートーク：5/2４（土） 

 

◆企画展「太陽にいどむ」～日時計から太陽観測衛星まで～ 

会 期 7 月 1２日(土)～８月３1日(日) ◆地球にも多大な影響を与えている太陽の謎はどこ

まで解明されたのか。観測の歴史から、最近の観測

までを紹介します。 関連 

イベント等 

記念講演会：７/２１（月・祝） 

『太陽観測衛星「ひので」の発見』 

 

◆尾崎咢堂没後６０年展 

会 期 9 月 1３日(土)～10 月１３日(月) ◆没後６０年にちなみ、ゆかりの地からさまざまな

資料を集め憲政の偉人を見つめます。 
関連 

イベント等 

記念講演会：9/28（日） 

 

◆特別展「北里の弟子達」－北里柴三郎博士の贈り物－ 

会 期 1０月２５日(土)～１１月１６日(日)まで ◆北里柴三郎博士とその門下生の業績を紹介しま

す。 
関連 

イベント等 

関連講演会１０/２６（日） 

 

◆学習資料展「（仮）相模原と戦争」 

◇(仮)「核兵器廃絶平和都市宣言」３０周年記念「戦争・原爆被災展」  

★企画展「相模原市の遺跡２０１５ 相模原発掘最新情報」 

会 期 

◆１１月 2６日(水)～平成２７年３月８日(日) 

◇１１月 2６日(水)～平成２７年１月２５日（日) 

★平成２７年２月７日（土）～平成２７年３月２９日（日） 

 

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    検索  

 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 

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 

さがぽん 

ブログＱＲ 

ツイッターＱＲ 



◆ 講座・教室・講演会ほか タイトル、内容、日程等は都合により変更になる場合があります 

   

 

   4日（金）、19日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～20時 30分 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  19日（土） さがみはら宇宙の日「金星探査機あかつきトークライブ」 先着 200名 10時～12時 大会議室 

    20日（日） 発掘調査発表会 先着 200名 13時～16時 40分 大会議室 

  26日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  27日（日） 民俗講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 

  29日（火・祝）博物館でネット記者デビュー！（ワークショップ） 

                  事前申込（受付終了） ①10時～11時 30分 ②14時 30分～16時 実習実験室ほか 

   

 
 

   2日（金）、17日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～20時 30分 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  10日（土）、17日（土）、24日（土）、31日（土）  

地質学講座 事前申込（受付終了） 14時～16時 実習実験室 17日、24日は野外（場所未定） 

  11日（日） さがみはら宇宙の日「昼間の月を天体望遠鏡で見てみよう！」 申込不要 16時～17時 天体観測室 

  14日（水） 第５回民俗探訪会 事前申込（受付終了） 9時 15分～12時 30分 野外フィールドワーク 

  17日（土）、24日（土） 地質学講座 事前申込（受付終了） 14時～16時 野外（場所未定） 

  24日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 13時～13時 30分 博物館周辺の野外 

  24日（土） 松橋利光ギャラリートーク 先着 50名 11時～12時 特別展示室 

  25日（日） 収蔵品展展示説明 10時 30分～15時 30分 大会議室 

 

 
 

  6日（金）、21日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～20時 30分 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  8日（日）、22日（日） 収蔵品展展示説明 10時 30分～15時 30分 大会議室 

14日（土） 民俗講座① 事前申込（受付終了） 14時～16時 大会議室 

21日（土） さがみはら宇宙の日「金星探査機あかつきトークライブ」10時～12時 大会議室 

22日（日） 火山灰を顕微鏡で見てみよう 10時～16時 実習実験室 

   28日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

   

 
 

4日（金）、19日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  12日（土） 民俗講座② 事前申込（受付終了） 14時～16時 大会議室 

  19日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  19日（土）～24日（木）[22日（火）を除く] 

      「スマ歩！さがみはら～博物館のココがスキ！～」自分で撮った博物館の写真を WEBで公開しちゃおう！ 

① 11：50～ ②14：20～ ③15：30～ 先着各 10名（カメラは貸し出します）展示室、エントランスなど 

  21日（月・祝）さがみはら宇宙の日 企画展記念講演会「太陽観測衛星「ひので」の発見 先着 200名 14時～15時 30分 

 大会議室 

30日（水）日時計を作ろう！ 事前申込 7/15～7/24コールセンター(042-770-7777)へ ①10:30～②14:30～各 30名（先着順） 

     実習実験室 

   

 
 

   1日（金）、8日（金） 子ども鉱物教室 事前申込 30名 14時～16時 実習実験室 

   1日（金）、9日（土）、15日（金）、23日（土）、29日（金）  

星空観望会 事前申込 7/1～7/15コールセンター(042-770-7777)へ 各回 120名（先着順） 19時～21時 

プラネタリウム・天体観測室・テラス 

   2日（土）、10（日）、16日（土）、24日（日）、30日（土） 企画展展示解説 各日 14時～14時 30分 

   3日（日） 夏休み親子天文教室 事前申込先着 35組 105名 15時 30分～20時 大会議室・プラネタリウム・共和小学校 

     9日（土） 民俗講座③ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

17日（日）「はやぶさ２」最新情報講演会（天文教室①） 先着 150名 14時～16時 大会議室 

  20日（水）、27日（水） 子どものための生きもの教室（図書館共催） 事前申込 30名 14時～16時  

20日は相模大野図書館、27日は実習実験室 

  21日（木）、28日（木） 天文教室②③ 事前申込 30名 19時～21時 実習実験室・天文展示室・天体観測室・大会議室 

  23日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  23日（土）、24日（日） クイズラリー 10時～16時 常設展示室など 

  24日（日）さがみはら宇宙の日 金星探査機あかつきトークライブ 先着 200名 13時 30分～15時 30分 大会議室 

 

   
 
 
   4日（木）、11日（木） 天文教室④⑤ 事前申込 30名 19時～21時 実習実験室・天体観測室 

   5日（金）、20日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 



   

 6日（土）、7日（日）  植物学教室「花の観察と植物画」 事前申込 20名 10時～16時 実習実験室 

  13日（土） 民俗講座④ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

    21日（日） 市史講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 

  27日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  28日（日） 尾崎咢堂没後 60年展記念講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 
  日程未定  さがみはら宇宙の日 大会議室 
 
 
 

3日（金）、18日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

     4日（土） 民俗講座⑤ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

  12日（日） 考古学講座① 事前申込 30名 14時～16時 実習実験室 

  25日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

    26日（日） 北里関連展記念講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 

  日程未定  さがみはら宇宙の日 大会議室 

 
 
 

1日（土） 民俗講座⑥ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

7日（金）、22日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス  

   9日（日） 考古学講座② 事前申込 30名 14時～16時 実習実験 

  12日（水） 第６回民俗探訪会 事前申込 30名 9時 15分～12時 30分 野外フィールドワーク 

  15日（土）、16日（日） 学びの収穫祭 先着 大会議室など 

  22日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  日程未定  さがみはら宇宙の日 大会議室 

   

 
 

5日（金）、20日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

13日（土） 民俗講座⑦ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室  

  14日（日） 考古学講座③ 事前申込 30名 14時～16時 実習実験室 

  20日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  21日（日） 砂を顕微鏡で見てみよう 申込不要 10時～16時 実習実験室 

  日程未定  さがみはら宇宙の日 大会議室 

      

 
 

9日（金）、24日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  11日（日） 考古学講座④ 事前申込 30名 14時～16時 実習実験室 

  17日（土） 民俗講座⑧ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

  24日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時半 博物館周辺の野外 

  25日（日） 繭うさぎ作り 申込不要 150名 10時～16時 大会議室 

  日程未定  さがみはら宇宙の日 大会議室 

 
 
 

   6日（金）、21日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  14日（土） 民俗講座⑨ 事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

  22日（日） 歴史講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 

  28日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  日程未定   さがみはら宇宙の日 大会議室 

 
 
 

6日（金）、21日（土） 星空観望会 各日先着 120名 19時～21時 プラネタリウム・天体観測室・テラス 

  14日（土） 民俗講座⑩  事前申込 120名 14時～16時 大会議室 

  22日（日） 遺跡展記念講演会 先着 200名 14時～16時 大会議室 

  28日（土） 博物館のまわりのミニ観察会 先着 15名程度 12時～12時 30分 博物館周辺の野外 

  日程未定   さがみはら宇宙の日 大会議室 

 

10月 

11月 

12月 

１月 

２月 

３月 

★相模原市立博物館利用案内 

【開館時間】午前９時３０分～午後５時 

【休館日】月曜日(休日に当たるときは開館)、休日の翌日（休日・土・日曜日に当たるときは開館） 

年末年始(１２月２８日から１月３日まで)、その他（臨時に休館する場合があります） 

【入館料】無料 ※企画展については、有料の場合があります。 

 



◆プラネタリウム・全天周映画上映スケジュール 

期 間 11：00 13：30 14：40 15：50 

春休み特別上映 4/1～4/6 こどもプラネ① 全天周映画③ プラネ⑨ 全天周映画④ 

4/8～6/6 
平日 学習投影・団体投影 プラネ⑨ 

 

全天周映画④ 

土日祝 こどもプラネ① 全天周映画④ プラネ⑨ プラネ⑮ 

【はやぶさウィーク】 
6/７～6/15 
（6/13 を除く） 

平日 学習投影・団体投影 プラネ⑩ 全天周映画④ 

土日祝 こどもプラネ① 全天周映画⑤ プラネ⑩ 全天周映画④ 

「はやぶさの日」記念無料上映 

6/13（要整理券）１人４枚まで。各回定員 210 人 

プラネ⑩ 全天周映画⑤ プラネ⑩ 全天周映画④ 

☆整理券は当日当館天文研究室で配布。≪午前の部：10 時～≫、≪午後の部：正午～≫ 

全天周映画④ 

プラネＦ 

全天周映画Ｃ 

6/17～7/18 

(7/1、2 は上映休止) 

平日 学習投影・団体投影 プラネ⑪ 全天周映画④ 

土日祝 こどもプラネ① 全天周映画④ プラネ⑪ プラネ⑮ 

夏休み特別上映 7/19～8/31 こどもプラネ① 

全天周映画 C 

全天周映画⑦ プラネ⑪ 全天周映画⑥ 

9/2～11/9 
平日 学習投影・団体投影 全天周映画⑥ プラネ⑬ 

土日祝 こどもプラネ① プラネ⑬ 全天周映画⑥ プラネ⑮ 

11/1１～12/19 
平日 学習投影・団体投影 全天周映画⑥ プラネ⑫ 

土日祝 こどもプラネ① プラネ⑫ 全天周映画⑥ プラネ⑮ 

冬休み特別上映 12/20～12/27 こどもプラネ① 全天周映画⑧ プラネ⑫ 全天周映画⑥ 

冬休み特別上映 1/4～1/12 こどもプラネ② 全天周映画⑧ プラネ⑫ 全天周映画⑥ 

1/16～2/1 

(1/14、15 は上映休止) 

平日 学習投影・団体投影 全天周映画⑥ プラネ⑫ 

土日祝 こどもプラネ② プラネ⑫ 全天周映画⑥ プラネ⑮ 

2/3～3/20 
平日 学習投影・団体投影 全天周映画⑥ プラネ⑭ 

土日祝 こどもプラネ② プラネ⑭ 全天周映画⑥ プラネ⑮ 

春休み特別上映 3/21～3/31 こどもプラネ② 全天周映画⑧ プラネ⑭ 全天周映画⑥ 

※学習投影・団体投影は、学校・団体等向けの上映（予約制）です。利用希望の方はお問い合わせください。 

 

こどもプラネ①：「1,2,3,4！星空あそび」         こどもプラネ②：「（仮）惑星あそび」 

全天周映画③：「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 2」   全天周映画④：「ＨＡＹＡＢＵＳＡ」帰還ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ DC 版 

全天周映画⑤：「ＨＡＹＡＢＵＳＡ」2009 年バージョン                           全天周映画⑥：「ＨＡＹＡＢＵＳＡ２ RETURN TO THE UNIVERSE」 

全天周映画⑦：「名探偵コナン～星影の魔術師～」・「はやぶさ 2」ショート番組 

全天周映画⑧：＜お子様向け作品＞ 

プラネ⑨：「人類は火星をめざす」（リバイバル投影）   プラネ⑩：「はやぶさ 2 の挑戦」（リバイバル投影） 

プラネ⑪：「太陽を見つめて～太陽観測衛星「ひので」の成果と新たなるナゾ～」 

プラネ⑫「（仮）はやぶさ２」             プラネ⑬：「(仮)地球に一番近い天体：月」 

プラネ⑭：「南十字星と逆さまオリオン」（リバイバル投影） 

プラネ⑮：星空模様（その時々のトピックスなども交え、解説員がじっくりと星空案内をします） 

※ これから投影・上映する番組については、予告無しに変更する場合があります。 

 

◆プラネタリウム・全天周映画【観覧料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒252-0221 相模原市中央区高根 3-1-15 

tel042-750-8030 fax 042-750-8061 

個  人 団  体 

おとな こども おとな こども 

500 円 200 円 400 円 160 円 

※観覧券は、前売り券はございません。開館時間 

（午前９時 30 分）から券売機で販売します。 

※定員：各回２１０人。 

※団体は、２０人以上です。 

※こどもは、４歳以上中学生以下。４歳未満無料。 

※障がい者とその介護者の方は無料。 

※ひとり親家庭の方は無料。 

※６５歳以上の方は半額。 

証明できる書類等をご持参の上、受付までお申し出ください。 

証明できる書類等がない場合は通常料金となります。 

会いに来てね！ 

交番● 


