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お天気が

最新の予報が発表されるたびに次

第に下り坂になって、午後には雲が厚

くなり、夕方頃からついに雨が降り出

しました。21時頃には雲が薄れるとい

う朝の天気予報を予報を信じて、望

遠鏡2台を積み込んでいたのですが、

出番がやってきません。ツアーを担当

する旅行社の方も「前回はとてもきれ

いに星が見えたのに、今夜は残念で

すねぇ」ととても悔しそうにしておられました。今回は、宇土市の仮設住宅からは参加者が少な

く、熊本市南区城南町や益城町の仮設住宅から多数の参加があったのだそうです。

屋外か室内か

「準備や撤収の作業が大変そうだから、今回は屋外か室内か、どちらかだけにしましょう」と、

事前に宇土ロータリークラブの担当者さんから提案されていたのですが、できれば星空を見たい

ですよね。最終の決定時には担当者さん自身が決断を迷う場面もあったのでした。

結局、雲が広がり時々雨が降る天気、どうやっても星が見えそうな気配ではなく、室内にプロ

ジェクターとスクリーンを設営して、そこで「星空解説」を行いました。

幼児が多いし、2箇所に分宿

今回は宿泊場所が老舗旅館とホテルと、2箇所に別れていました。幼児のいる家庭は旅館に

宿泊、外は雨、「星空解説」の会場はホテルの1室です。それで旅館組の参加がほぼ見込めな

くなりました。それでも、「電子紙芝居」の上演準備をして待ち受けると、小学生くらいの子ども

達を中心に、一番多いときで16～17名が星座物語やオリオン大星雲の解説、星空クイズなどを楽

しんで下さいました。子ども達だけで参加という家族も数組ありましたから、久しぶりにのんびり

と夜の食事を楽しまれた保護者の方々もいらっしゃったようです。

参加者数から見ると今回は残念だったという考え方もできますが、熊本地震の被災者の方々

にリフレッシュしていただくという目的からすると、大いにその役目を果たしたといえるのかもしれ

ません。今回もお土産写真はオリオン大星雲と馬頭星雲でした。

要請があればどこへでも

被災者向けの「星の観察会」は今後も継続して開催されると予想されます。要請があればど

こへでも出かけるつもりで準備しておこうと思います。

３／１８(土) 宇土ロータリークラブ主催

熊本地震で仮設住宅に居住、子どもの居る世帯向け

「人吉温泉で 星の観察会」 残念ながら雨！

旅行への参加者49名のうち 17名ほどに 星空解説

今回は益城町や城南町の仮設住宅から参加した方が多かった
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お誘いがあり 参加しました

鹿児島大学の半田教授からメールでお誘いがあり、鹿児島大学理学部1号館101講義室での談

話会（ペドロ・ルッソ氏の講演）に参加しました。「科学教育普及関係者からの多数の参加を期

待します」という呼びかけだったし、「発表は英語で行われますが、テーマから高い英語力は不

要と予想されます。」との注釈が付いていたのを信じることにしたわけです。

来年(2018年)3月には福岡市で国際天文学連合による CAP2018 in Fukuoka（日本語名称：世

界天文コミュニケーション会議2018 in福岡）が開催されることになっており、そのイベントとの関

連も予想されましたので、「とにかく話を聞いてみよう」と興味を誘われたのでした。

上：講演に聴き入る参加者達

左：講師のPedro Russo氏

オランダ ライデン大学天文台の画像を投影中

ロゼッタ プロジェクトの広報

講演の中でルッソ准教授は、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が「ロゼッタ」プロジェクトに際し

て実施したSF映画ふうの広報動画を紹介されました。探査機「ロゼッタ」は、打ち上げからおよ

そ10年の歳月をかけて、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達し、これまでにない彗星の詳細

画像を撮影したり着陸機「フィラエ」の分離と彗星への降下を行いました。膨大な予算を投入し

て実施されたプロジェクトでしたから、ESAに結集する各国の国民に対して十分な周知や広報を

行う必要があったわけです。そこで、著名な俳優や映像制作スタッフなどの協力を得て、SF映

画ふうの動画を作成したのだそうです。しかもその際、「科学的な確かさ」を重要視して映像制

3/21(土) 鹿児島大学理学部 で 天文学談話会

講演： Global Programmes in Astronomy Education and Public Outreach

「天文教育普及活動における世界的取組について」

講師： Pedro Russo (ペドロ・ルッソ）氏

オランダ ライデン大学准教授、国際天文学連合 Communicating Astronomy

for Public [大衆との交流がある天文学] 分科会 会長
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作に当たったとのこと。見せていただいた動画で

は、探査機が地球や火星を使ってスイングバイを

繰り返しながら彗星に至る様子や、彗星の軌道の

前方で探査機の軌道が交差するように接近してい

く様子などが描写されていました。「宇宙では(無

重力だから）自由に動き回れる」と思い込んでい

る市民が多いのですが、軌道運動の様子がしっか

り描写されていてすごいなぁと私は感動したのでし

た。

中国からの旅行団

私の感想をルッソ氏に伝え、ついでに、一昨年

「青少年教育旅行団」と称する団体が県民天文

台にやってきたニュースを伝えました。旅行団の

構成員が中国の教育関係者ではなく、阿蘇での

火山見学や県民天文台での星空観察体験を希望

する家族連れだったことを伝えたら・・・、ルッソ

氏だけでなく半田教授もとても驚いた様子。天文

学の普及活動が観光と結びついて国際的に貢献

できる1つの方向性が見えてきたと、喜んで下さい

ました。来年の CAP2018 in Fukuoka では、そう

したことも1つのテーマになりそうですね。

桜島一周と夕食会

談話会の終了後、桜島を1周するというルッソ氏

に同行させていただきました。桜島を望む展望台

では火山ガス(硫化水素)の臭いが強くて驚きまし

た。4日後の3月25日(土)に、昨年の7月以来8ヶ月

ぶりの爆発を起こしましたからね、展望台でガス

臭を感じるほど活動が活発化していたようです。

(もしあの日、展望台で見ているときに爆発してい

たら、ルッソ氏はびっくりしたでしょう）

鹿児島市内に戻って、夜はルッソ氏を囲んでの

食事会、ここでも意見交換が弾みました。今回のことがベースになって、来年は鹿児島でワーク

ショップやエクスカーション(解説付きの見学ツアー）が企画されるかもしれません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

城南図書館の展示

「春の星空」 に
更新しました

銀河家の模型も制作
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☆☆☆☆☆☆ これからの予定 ☆☆☆☆☆☆

団体向け 「星の観察会」 を 再開しました

☆ ４月23日（日） 「望遠鏡目録贈呈式」

ライオンズクラブ国際協会337-E地区の総会で

★ 4月28日（金）、城南公民館講座 「春の星空観察」

城南公民館主催 （県民天文台で開催）

☆ ５月１４日（日） 「熊本県民天文台 総会」

城南町の火の君文化センター 2階 学習室1

☆☆☆ 6月中に 城南スマートインターが開通予定！ ☆☆☆
ETC専用ですが24時間全車種通行可、３分で古墳公園駐車場へ！

★ ８月２６日 土曜日 午後７時３０分～午後９時３０ 分

フィールドミュージアムへ飛びだそう

「土星と夏の星座を観察しよう」 （県民天文台で開催）

☆ 9月2日（土）、 熊本県環境センター 「星空観察会」

（水俣市の熊本県環境センターで開催）

★ １１月２日（木曜日）（祝日前） 午後７時３０分～午後９時３０分

「月を観察し写真に写そう」 （県民天文台で開催）

☆☆☆ 今年も、たくさんの予定が入りそうです ☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2018年2月 新しい40cm望遠鏡が設置される予定！

一般公開の運営を応援して下さる方を募集します！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



２０１７年３月の県民天文台
～運営日誌より～

開台率 ３日／４日＝７５％ 総開台日数 ４日
一般来台者数 ２９名 会員来台数 １０名

日付 天気 担当運営 来台数 記 事

４ 日 快晴 中島 髙田 ４人 金星、カノープス、シリウス、リゲル、ベテル

(土) 小林 J艶島 ギウス、M79,M41、月

とてもよい天気でよく見えました。細い月はす

ぐに沈んで、金星が明るく輝いていました。

１ １日 晴 艶島 髙田 ８人 金星、火星、リゲル、ベテルギウス、M42,シリ
(土) 中島小林 J ウス、M41,クリムゾンスター、月、木星、すば

西嶋 る

Talk About
星屑発送作業

総会について ５月１４日(日)

望遠鏡発注について 報告と検討会

１ ８日 雨 艶島 ４９人 宇土ロータリークラブ主催

(土) (15人) 「第二回人吉温泉で星の観察会」

雨で観察会には 15人ほどが参加
電子紙芝居

詳細は記事参照

きょうもどたばた アルデバラン食観測記

４月１日(土)はアルデバラン食の日だった。今年は何度もあるアルデバラン食だが、１

月の分は見逃してしまった。今回は Juro さんから事前に叱咤激励の連絡が何度も入った
ので、半分仕方なく準備を進めて臨むことができた。

さて、星食なのでコントラストの良い屈折鏡筒で撮影することにしてボーグの７６ ED
を使うことにした。この鏡筒は毎日の太陽撮影に可視光用に使っているものだ。月も太陽



も大きさは変わらないのでそのまま使うことにした。潜入はソニーの NEX5で撮影し、出
現はカラー C-MOS カメラを使って動画で撮影する計画だ。本当は潜入も動画撮影をもく
ろんだが、日没前の空なので急遽変更した。一応事前に自宅屋上で撮影のリハーサルをし

ておいた。

さて、当日天文台へ移行と準備をしていると、Juro さんから電話が入る。「まーだこん
とな？（まだこないのか？）」慌てて弁当を買って天文台へ急いだら案の定接眼アダプタ

ーを忘れて来た。

急いで天文台備え付けの SPDX赤道儀の準備をする。観測室に置いてあるのだがまだ使
ったことがない。電源アダプターと極性変換ケーブルをつなぎ(センターマイナスなの

だ！)Skysensor2000PC を起動する。当然緯度経度高度を入力しないといけない。どたばた
しながら Juroさんから教えてもらって入力して無事に起動。まずは月に向けてシンクロ。
カメラに月が入ったところでピントの確認をして準備完了。

とりあえず夕食の弁当を食べて潜入を待つ。6 時 30 分前から撮影準備をして待つが、
少し雲がある程度で月の周りは良く晴れている。潜入直前から５秒間隔で撮影。35cmACF
で眼視で覗いてみると、アルデバランが本当にきれいに見えていた。潜入の様子を見たか

ったが、撮影していたのであきらめる。きれいな空の下、無事に潜入の様子を撮影できて

一安心。

その後、出現に備えて C-MOS カメラに付け替えて待機。月が画面に入ったところでピ
ントを出しておいた。しかし、次第に雲が厚くなり、出現 1分前に少し見えたのを最後に
とうとう見えなかった。その後、後始末をして 20:30 過ぎに天文台を出る頃には雨が降り
始めていた。 【潜入】

それにしても、毎回ドタバタの

中での観測である。リハーサルは

やっておいたつもりでもやっぱり

毎回何かが起きる。今回は接眼ア

ダプターを忘れて来たのだが、幸

いズームアイピースにつけっぱな

しだったのを思い出して準備が間

に合った。結局使わずに終わった

のだが、チェックリストをきちん

と作ることが大切だと Juro さんか
らの有り難いお小言を頂いて終了

した。

さて、次回の観測では何事もな

くスムーズに進むのだろうか？天

文台の合い言葉「とほほ」がいつ

までも続くのか？



Ｂ５のたわごと

桜の開花、とても遅かったですね。１９６２年４月２日ついで、２番目の遅さでした。

以前は全国１番の開花でしたのに。今年は入学式の頃、満開になりそうですよ。４月に

入り結構暖かくなってきたので、今年の花見は良い花見が出来そうです。

☆５月の天文現象＆行事☆

２日（火） 八十八夜 水星が留（２３：２１）

３日（水） 上弦（１１：４７）

５日（金） ６日未明にかけて、みずがめ座η流星群が極大

立夏（りっか … 太陽の光熱いよいよ強く、夏の始まり）

６日（土） しし座Ｒ星が極大（4.4～11.3等 周期310日）

７日（日） おとめ座γ星ポリマ(2.7等)の食（福岡：暗縁から潜入 22:59→00:09）

１１日（木） 満月（０６：４２）

１３日（土） トークアバウト（２０：００～ 変更の場合あり）

１４日（日） 熊本県民天文台総会

火の君総合文化センター(学習室１) 午前10時開会

１５日（月） カシオペヤ座Ｖ星が極大（6.9～13.4等 周期229日）

はくちょう座ＲＴ星が極大（6.0～13.1等 周期190日）

１８日（木） 水星が西方最大離隔（08:24 0.5等、視直径21.4"）

１９日（金） うさぎ座Ｒ星クリムゾンスターが極大（5.5～11.7等 周期445日）

下弦（０９：３３）

２１日（日） 小満（しょうまん … 陽気が良くなり万物が満ちる）

２３日（火） 細い月と金星が接近

２６日（金） 新月（０４：４４）
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