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県央地域の観光情報はこちら！ 旅たび 検索

県央だより【お知らせ】 本紙は相模原市･厚木市･大和市･海老名市･座間市･綾瀬市･愛川町･清川村の８市町村を結んで、

様々な情報をお伝えする神奈川県発行の広報紙です。ご意見･ご感想をお寄せください。
検索
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江の島を自動運転バスが走りました！
「さがみロボット産業特区」では、 ロボットの実用化や普及・活用を進めることで、ロボットが社会に溶け込み、いの
ちや生活を支えるパートナーとして活躍する「ロボットと共生する社会」の実現に向けた取組を推進しています。その
取組の１つとして、2018年9月6日～16日、セーリング・ワールドカップシリーズ江の島大会の開催に合わせて、江の
島の公道にて自動運転バスの実証実験を実施しました。大規模観光地での自動運転バスの実験は全国初の試みでした。

レベル３の自動運転、500名が乗車
今回の実験は、小田急電鉄株式会社、江ノ島電鉄株式会社と連携し、SB
ドライブ株式会社の協力のもと行いました。
今回は、ドライバーが同乗して緊急時のみ操作を行う自動運転の「レベ
ル３」で走行し、一般車両や自転車、歩行者が行き交う環境での自動運
転バスの走行検証のほか、車内のモニタリングやアナウンス方法など
サービス面の検証も行いました。事前予約制でしたが、24時間で満席と
なり、皆様の関心の高さが伺えました。

一般のお客様を含め、トータルで500名の方に試乗していただ
き、多くの方に自動運転の将来性や安全性を実感していただく
ことができました。
2020年のオリンピック開催時には、ドライバーが同乗しない
「レベル４」での自動運転を目指していきます。

[問合せ先]
県産業振興課さがみロボット産業特区グループ
TEL 045（210）5652

詳細はHPをご覧ください
ロボットタウンさがみ 検索
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みんなあつまれin大和市民まつり
障がいのあるなしに関わらず、パラスポーツ
やアートなど、同じ体験を共有し、ともに楽
しむことを通じて、「ともに生きる社会」を
自分の身近に考えるイベント、「みんなあつ
まれ」を開催します。 ぜひご来場ください。

■日時：2019年５月11日(土)・12日(日) 10時～16時
■場所：大和市引地台公園
パラスポーツ体験や障がいのあるアート作家
等と一緒に体験できるワークショップなどを
行います。

詳細はHPをご覧ください
みんなあつまれ 検索 パラスポーツ体験もできます！

共生社会の実現に向けて取り組んでいます。 ともに生きる社会かながわ憲章 検索
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厚木市

ＪＡＸＡ相模原キャンパス
相模原市中央区由野台3-1-1 050-3362-3540 
10:00～17:30（入館は17:15まで） 月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～翌
年1月3日）臨時休館あ
り、食堂･売店は平日の
み利用可

相模原市立博物館
相模原市中央区高根
3-1-15 042-750-8030 9:30～17:00 月曜
日･祝日の翌日（月曜日が祝日の場合は、翌平
日）、年末年始（12月28日～翌年1月3日）、臨
時休館あり

相模原市

宇宙を学ぶ

愛川町

生活を学ぶ

愛川町半原5157 046-281-5171 9:00～
17:00（入館は16:30まで） 月曜日（祝日の場合
は翌平日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）

綾瀬市
綾瀬市深谷南5-13-1 0467-77-1414 
■申込人員
原則として10人から50人まで（それ以外の人数
の場合は、事前の打合せが必要 ）
■見学日時
土曜日、日曜日、祝日、
年末年始（12月29日
～翌年1月3日）を除
く日の9:00～16:00

神奈川県立産業技術総合研究所
夏休み期間に開催する小中学生向けイベント、
かながわサイエンスサマー「夏休みおもしろ科
学体験」では、様々な理科実験や工作教室を通
じて科学技術を楽しく学ぶことができます。
海老名市下今泉705－1
046-236-1500

イベント情報！

神奈川県立青少年センター 科学部
小学生向けのロボット講座、ものづくり体験教
室や、中高生向けの大学・企業施設見学会、先端
技術体験講座などを実施しています。他にも、科
学技術に関するイベント等多数実施しています。
厚木市中町4-16-21 プロミティあつぎビル２階
046-222-6370

厚木市中町1-1-3（シティプラザ7階） 046-
221-4152 9:00～17:00 年末年始（12月29日
～翌年1月3日）8月を除く毎月第3（祝日の場合
は、第2）月曜日は正午
から開館、臨時休館あり
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ＪＡＸＡ相模原キャンパス
日本の宇宙科学研究の中心を担うJAXA相模原キャン
パスでは、宇宙科学の歴史や最新の研究について紹介
しています。屋外にあるM-Vロケットの実機のほか、
人工衛星や探査機、ロケットの模型、解説パネルなど
を自由に見学できます。展示の詳しい話を聞くことが
できる解説ツアーもオススメです。

相模原市立博物館 
「宇宙とつながる」をテーマにした天文展示室では、
本物の隕石に触ったり、宇宙の映像を楽しむことがで
きます。また、210人が一度に観覧できる県内最大級
のプラネタリウムを楽しめるほか、3階の天体観測室
にある巨大な望遠鏡を使った「星空観望会」では、そ
の季節ならではの星空を楽しめます。

神奈川工科大学厚木市子ども科学館
プラネタリウムでは、四季に合わせた番組が放映され
ているほか、惑星の動きを観察できる「転がし惑星実
験装置」などの展示物もあり、宇宙について楽しく学
べます。また、科学に関する様々な「参加型」実験
教室も開催しています。

宮ヶ瀬ダム 水とエネルギー館
ダムと人々との関わりや、水資源の利用と保全の必要
性・ 重要性を、さまざまな展示物で体験しながら学
習できる施設です。模型を動かすことで取水のしくみ
がわかる「取水ゲート操作体験」や、ペダルをこいで
タンクに運んだ水を落下させる発電体験ができます。

宮ヶ瀬ダムとは・・・
高さ156ｍ、長さは約400ｍ。
2001年４月から本格運用を開始
した首都圏最大級のダム。水道水
や電力の供給、洪水調節など、さ
まざまな用途で活躍している。

浄水管理センター
浄水管理センターでは、下水処理の施設を見て回るこ
とができる一般見学を実施しています。下水管から流
入してきた汚水を、ゆるやかに流しながら土砂類や大
きなゴミを取り除く「沈砂池」や、汚水の汚れを食べ
る微生物（活性汚泥）を混合させ、空気を送りかくは
んさせる「エアレーションタンク」など、普段目にし
ない設備を見学することができます。 

大和市

相模原市

大和市自然観察センター・
しらかしのいえ（泉の森内）
泉の森で観察できる生き物を飼育しているほ
か、泉の森の季節に応じた自然情報（生き物・
花など）も公開しています。
◆草木染め 2019年6月22日（土）
駆除した外来種のキショウブで、布に草木染
めを行うイベントです。媒染液を使用した色
の変化を楽しむことができます。
（5月22日から申込可）

大和市上草柳1728 046-264
-6633 9:00~17:00 月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始
（12月29日～翌年1月3日）

相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら
相模原市中央区水郷田名1-5-1 042-762-
2110 9:30～16:30 月曜日（祝日の場合は
開館し、振替休館なし）春休み・ゴールデン
ウィーク・夏休み・冬休み・年末年始等の長期
休暇期間は毎日開館

愛川町
愛川町郷土資料館
町の郷土資料を保存し、後世に伝えるととも
に、ふるさと愛川の情報発信拠点とするため
に設置された施設です。
300万年前の愛川町には象がいたことから、
エントランスホールには、人の背丈よりも高
い古代象の化石標本(レプリカ)が展示されて
います。その他にも、館内には愛川町の植生
や動物の生態系も学べる展示があります。

愛川町半原5287 046-280-
1050 9:00～17:00 月曜日(祝
日の場合は翌平日）、年末年始
（12月29日～翌年1月3日）

座間市
県立座間谷戸山公園
生態系豊かな自然景観や、夏にはホタ
ルを観察することができます。また、
パークセンターでは、公園内でみられ
る昆虫の標本や、野鳥や植物を解説す
る展示を行っています。
毎月１度の「定例自然観察会」では、ボ
ランティアの方の説明を聞きながら、
公園内の生態系を観察して回ることが
できます。

座間市入谷東1-6-1 046-25
7-8388 8:30～17:00（パーク
センター）

生態系を学ぶ

清川村
みやがせミーヤ館 
宮ヶ瀬の自然情報を自由に見学できま
す。１階では、木の実で作るクラフト
体験（200円）ができ、２階の自然観
察コーナーでは、宮ヶ瀬に生息する鹿
などの生物の自然の中での生活の様子
が展示されています。また、小学校
や、団体向けの自然体験や、レクチャー
も実施しています。

清川村宮ヶ瀬940-15 046-
288-3600 9:30～17:00 月
曜日（祝日の場合は翌平日）、年
末年始（12月29日～翌年1月3日）
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相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら
相模川に生息する生き物を中心に展示している淡水魚水族館です。上流から河口まで約１１３
ｋｍの相模川を再現した４０ｍの「流れのアクアリウム水槽」で相模川の生態系を学ぶことが
できます。また、川魚に直接エサやり体験が出来る「おさかなトレーナーになろう！」や、飼
育スタッフによるガイドなども実施しています。

相模原市立博物館 ※施設の詳細は左ページに記載
「人と自然のかかわり」をテーマとした展示室では、相模川中流の典型的な河原の風景を再現
しており、相模川やその流域の様々な水辺に見られる魚や昆虫、鳥、植物の標本も展示してい
ます。また、市内の湧き水や森の様子を忠実に再現したジオラマでは、都市に隣接した常緑樹
林のうっそうとした雰囲気を味わうことができます。
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