
星空散歩道
素敵な星空をテーマに、星空写真家：八板さん（月）、プラネタリウム解説員：永田さん（星）、プラネタリ
ウムプランナー：河合さん（ブラックホール）が、ちょっぴり癒され、幸せを感じられるお話をお送りしま

す。

§ スポンサーサイト
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§ さあ！金環日食イベント！

プロフィール

Author:プラネット
にほんブログ村ラン
キング（クリック）

星と宇宙のふしぎ109 プ
ラネタリウ...
永田 美絵, 村山...

ロープライス ￥359 
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ポイント 59pt

プライバシーについて

プロフィール

□月：写真家　八板
康麿

人類初めて「月」に
降り立ったアポロ11
号の宇宙中継を見
て、宇宙に興味を持
つ。
日本大学芸術学部写
真学科卒業後、出版
社を経て、写真家

上記の広告は１ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ども、ブラックホールかわいです！

桜の開花も聞こえてきて、花見(酒）！楽しみですね～。
夜桜を愛でるときは、桜の向こうの星や月にも目を向けてみてくださいね。

さて、近づいてきましたね「金環日食」。
事前の観察方法や、楽しむ方法をイベントでご紹介していきますよ！！

■公開講座「ソラスコ」を作ろう！～金環日食を安全に見るために～
　金環日食を観察できる、ピンホールカメラを作ります。
　2012年4月21日(土）14:00～15:30　
　詳細は→池袋コミュニティ・カレッジ「ソラスコ」を作ろう！
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へ。
写真絵本、写真集、
著作多数。最新刊は
お天気キャスター森
田正光さんとの共著
『空と天気のふしぎ
109』（偕成社）。
1983年、日本写真家
協会大賞受賞。1995
年、日本絵本賞受
賞。

□星：プラネタリウ
ム解説員　永田美絵

五島プラネタリウ
ム、東急まちだスタ
ーホール勤務を経
て、現在、渋谷コス
モプラネタリウム　
解説員。
2000年からＮＨＫラ
ジオ『夏休み子 ども
科学電話相談』の天
文担当を勤め、東京
新聞では、コラム
『星の物語』を連
載。また、大学やカ
ルチャーセンターで
天文の講演を行うな
ど、「星の伝道師」
として活動中。
星空の素晴らしさを
子どもや大人に伝え
続けている。

□ブラックホール：
プラネタリウムプラ
ンナー　河合準子

■金環日食観測キット「ソラスコ」作り
　2012年4月22日(日)　9:15～12:00
　詳細は、大船学習センター　電話：０４６７－４５－７７１２

■キッズウィーク2012「太陽が金の環になる日のヒミツ！」
　移動式のプラネタリウムも登場する、金環日食博士になれちゃうかも！？のイ
ベント！
　JAXAや国立天文台の先生方を日替わりで講師にお迎えしての講演会や、晴れ
ていたら
　太陽の観察もできるちゃうかも！
　2012年4月28日(土）～30日(月・休）、5月3日(木・祝）～6日(日）の7日間。
　会場：パナソニックンセンター東京　（江東区有明3-5-1）
　詳細は→パナソニックセンター東京・イベント情報

本番は、八ヶ岳で！
■「金環日食と星空鑑賞の旅in八ヶ岳高原ロッジ」
　2012年5月20日(日）～21日(月）
　移動式プラネタリウム、「ソラスコ」作り、夜の星空観察、そして「金環日
食」観察！
　昼、夜、朝食付きで、ホテルオリジナルりんごドレッシングが大人気！！
　詳細は→、金環日食と星空鑑賞の旅in八ヶ岳高原ロッジ

それから、春からの講座も始まります。
お近くの方はぜひ！
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§ 「2012年３月11日、午後２時46分」

「プラネタリウムの
広報宣伝マン」を自
負しプラネタリウム
を広く一般の人々に
広めるためのイベン
トを数々行ってきま
した。
プラネタリウム番組
企画制作
移動式プラネタリウ
ムや天文に関するワ
ークショップ
自然（環境）に関す
るイベント企画制作
映像番組企画制作
（ATMK所属）

livemoon new iss

■池袋コミュニティ・カレッジ
　「女性のための季節の星座とギリシャ神話」
　毎月第2金曜日　①13:30～15:00　②19:00～20:30
　詳細は→池袋コミュニティ・カレッジ

■ヨークカルチャーセンター上永谷
　「-見逃せない天体ショーと星座のお話し-宙ガール入門」
　ナント！初回は天体望遠鏡作りから始まります！
　詳細は→ヨークカルチャーセンター上永谷「宙ガール入門」

つい、今しがたも「花見しようよ！」のメールが入りました。
楽しみだよ～！！！

 ツイート  4いいね！
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久しぶりに、気仙沼、南三陸を取材した。

Photo：「宮城県気仙沼市で」　　撮影：八板康麿
2012年３月11日、午後２時46分。気仙沼市内にサイレンが鳴り響き、祈りに包
まれた。

「未曾有の大震災」から１年、
JR・気仙沼駅から鹿折唐桑駅に車で向かう。
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言語を選択  ▼

最新記事

長い間ありがと
うございました
（管理人）
(03/09)
「あけましてお
めでとうござい
ます！」
(01/06)
『礼に始まり礼
に終わる』
(12/28)

カテゴリ

未分類 (2)
PR (0)
星 (94)
月 (97)
ブラックホール (88)
お知らせ (4)

リンク

企画運営art-
true.com
環境保護
dugong2010
にほんブログ村
管理画面

このブログをリン
クに追加する

FC2カウンター

港に近づくと目を覆いたくなる光景が今も広がっていた。
商店のシャッターは曲がり、建物が無くなり基礎部だけが残る更地が続き、
道を挟んで小型漁船が何隻も今でも残り、
スラップ車の山、そして、がれきの山、山、山．．．．。

港から800メートルも離れている鹿折唐桑駅前には
全長約60メートルの大きな大きな舟が横たわり、
今もこの舟の下には車が下敷きになっていた。

南三陸町に向かう途中にもがれきの山が続き、
海岸沿いにある気仙沼線・小金沢駅では津波によって、
線路下の土砂が崩れ、、線路が曲がり宙に浮いている状態。
32人の職員が犠牲になった南三陸町の防災対策庁舎は、
鉄鋼の骨組みだけを残し、正面に設けられた祭壇に献花する人が絶えない。

公立志津川病院の近くの松原公園。
大きな瓦礫の山の脇に黒く大きな物が横たわっていた。
総重量70トンのＳＬが津波によって50メートル以上流されていた。
がれきを片づけている方に、
「このＳＬはこの先どうなるのですか？」
と訪ねると、
「ガスバーナーを使って早く解体したいが、
がれきの山に引火するかもしれないので、それも出来ないよ！」

被災地にはたくさんのがれきの山。
最近、他の自治体ががれきの処理にようやく協力する動きが出てきた。
しかし、もっともっと協力する環が広がらなければならない。
放射性物質の心配もあるが、被災地の辛さや苦しみを分かち合うことが、
今の日本には最も大事なことではないだろうか。

大震災から１年となった夜、
鹿折唐桑駅の大きな舟の前で、いくつものライトを煌々と点灯してTV生中継を
していた。
その中継が終わり、空から冷たいが雨が降り始める。
人工の灯りが無い暗い地帯が再び、広がっていた。
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§ 空を見上げよう

RSSリンクの表示

最近記事のRSS
最新コメントの
RSS
最新トラックバ
ックのRSS

Photo：「宮城県南三陸町の防災対策庁舎で」　　撮影：八板康麿
防災対策庁舎の避難を呼びかける防災無線から、最期には震える声が聞こえたと
いう。
この写真を撮る直前、厚い雲が覆う上空から光明が射した。

* サイト内の写真の使用ならびに無断転用を禁じます。
Copyright (C).Yasumaro Yaita. 

 ツイート  2いいね！

みなさん、こんにちは。
星の永田美絵です
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§ 3.11という日

夕方の空に輝く金星と木星ご覧になりましたか？
太陽が沈んだ西空に－2等の木星と－４等の金星が
並び、目を引きますよね。
今月26日には月齢4の細い月が間に入ります。

天文現象とはすべて一期一会の世界です。
でも、嬉しいことに分け隔てなく誰もが見ることが
きます。
空を見上げるということは人間にとても良いのだそう
です

と脳科学の先生がおっしゃっていました。
して人間は落ちこめないそうです。
ですから星を見るって、本当に必要なんです。

さて、惑星も素晴らしいのですが、そろそろ見えてき
た春の星たちもなかなか味があります。

北斗七星からびゅーんと伸ばして見つかるうしかい座の
アルクトゥールス、そしておとめ座のスピカ。
春の大曲線はまるでジェットコースターで星空をすべり
おりる気分。
スピカの隣に土星が見えていて、今年は本当に豪華

さあ、あったかくなったら空を見に行きましょ

　
Twitter　はじめてまーす☆

 ツイート  2いいね！

こんばんは、ブラックホールかわいです。

昨日の3.11みなさんはどのように過ごされたのでしょうか？
1年前のあの日、あの時間は、みなさん今でも覚えておられることでしょう。
私もはっきりと思い出します。
あの地面の揺れ、木々のたわみ、恐怖し驚き・・・。
地球って凄すぎると感じたことも覚えています。

私は、ご縁あって鎌倉の建長寺で行われた「追悼・復興祈願祭」のお手伝いをさ
せていただきました。
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>photo by keico

神道とキリスト教と仏教が宗派、宗旨を超え、
犠牲者を哀悼し、被災者の皆様に思いを寄せて、祈りを捧げました。

純益を寄付に当てるための、「特別散華」と「祈りローソク」。

　 photo by keico

ローソクは、ボランティアスタッフで一所懸命丁寧に包みました。
そして、本番前にお弁当と建長寺が発祥のけんちん汁をいただきました！

コレは役得でしょうね

まずは、巡堂（じゅんどう）といって、
祭事に参列する宗教者が列をなし祈りを唱えながら建長寺境内を一周。
始まる前にはスゴイ人の数
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途中で、14:46を迎えその場で黙祷。

再び、巡堂して祭事の行われる国指定重要文化財の法堂（はっとう）に入られま
した。

photo by keico

一般の参列者は法堂内には入れませんでしたが、ご焼香をしていただきました。

photo by keico　

裏方でバタバタしており、巡堂などは見られませんでしたが14:46の黙祷と、
宗教者の皆さんの祈りに涙があふれました。

司会の鎌倉在住の石田ひかりさんによる詩の朗読もありました。

後片付けを終えての帰り道、みんなで星空を見上げながら帰りました。いつもの
秘密兵器を使って！
金星木星そして、まだまだ見えてる冬の星座たち・・・。

逗子に戻ってからは市内のいくつかあるキャンドルナイト会場のうちのひとつ、
キリガヤ跡地で「粕汁」食べて家に帰って、キャンドルナイトしました。
お相手は・・・コチラ
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§ 「オーロラちゃん、オレが悪かった！」

この時期に合う、ステキな名前のお酒でしょ？ともだちの実家近くのお酒だそう
です。
すごく美味しかった！！！ありがとう！

 ツイート  3いいね！
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Photo:「アラスカ州ビーバー村で」　　　撮影：八板康麿
アラスカ州の中央部に位置するビーバー村に７年ぶりに訪れ、
「ジャパニーズモーゼ」と呼ばれたフランク安田さんのお墓に。
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§ 都会のカノープス

夫婦が眠るお墓に石巻の笹かまぼこと花を供えた。
僅か６０数名が住む小さな村は、静寂で風の音しか聞こえない。

アラスカに到着した初日は雲が多く、淡いオーロラしか見えない。
次の日も大きなオーロラは出ないだろうと、高を括ってのんびるとしていると
日付が変わった午前０時０１分、チェナの北空にモヤモヤとした光の帯が現れる。

その淡い光の帯は急に明るくなり、幾つもの筋が現れる大きなカーテンのオーロラに。
デジカメで撮影すると、そのカーテンの下部は「鮮やかなグリーン色」、
上部は「真っ赤な色」になってモニター上に現れる。

そして大きなアーチ状に形を変えると、
夜空の彼方こちらでオーロラ乱舞の始まり、始まり．．．．。

気が付くと星たちの輝きが消えるほど、
全天にオーロラが覆う。

アラスカの山奥で大きな歓声が上がり、
休みなく、オーロラが踊り出す．．．．．。

乱舞続けるオーロラに向かって思わず叫んでしまう。
「オーロラちゃん、オレが悪かった！　
そんなに暴れなくって、いいよ！」

５年ぶりの真っ赤なオーロラ、
今回も素敵な方々と出会えました。
オーロラが見える地球に生まれた幸せと、

感謝の気持ちでいっぱいに．．．．。 

* サイト内の写真の使用ならびに無断転用を禁じます。 
Copyright (C).Yasumaro Yaita. 

 ツイート  2いいね！

みなさん、こんばんは。
星の永田美絵です。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-3.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-230.html#com
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-230.html#tb
http://planetmoon.blog37.fc2.com/page-3.html#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-229.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fpage-3.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-230.html


2012/02/19/Sun 23:18:36　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 金環日食を観に行こう！

　みなさんは「カノープス」という星をご存知ですか？
　りゅうこつ座の中にある明るい星です。
「りゅうこつ」なんて聞きなれない言葉ですよね。
りゅうこつは船の骨組みのこと。昔はアルゴ座と
いう大きな船の星座でしたが、あまりに大きいた
め、現在はりゅうこつ（竜骨）、ほ（帆）、らしんばん
（羅針盤）、とも（船尾）の４つの星座に分かれています。

さて、りゅうこつ座の中にあるカノープスは星座の
星の中で全天で２番目に明るい星です。
全天で１位の明るさを誇るのは、今頃よく見える
おおいぬ座のシリウス。
そして堂々２位がカノープス

ところがカノープスは今頃が見頃にもかかわらず
なかなか見えないのです。
それはカノープスはが地平線ぎりぎりに輝くため。
家や山や木々やビルなど、何か遮るものがあると
もう見えません。
ですから、中国では南極老人性と呼ばれ、ひとめ見ると
長生きができるという縁起の良い星になっています。
また、パッと昇ってパっと沈むので日本では「おうちゃ
く星」という呼び名も。
とにかく見るのが大変であるということです。
そんなわけで私は東京では幻・・・と思っていました。
先日まで。
ところがです。
渋谷で見えたんです！
渋谷の空でも赤いビルの上から南の地平線近くに、
カノープスが

今晩ですと夜８時に南の地平線ぎりぎりにきます。
ぜひ探してみてください

 ツイート  1いいね！

ども、ブラックホールかわいです　

みなさん、今年の5月21日（月）の朝、「金環日食」が見られることはご存知で
しょうか？
地球と太陽の間に月が入って、太陽の光をさえぎってしまうというもの。
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§ 「2005年以来最大の太陽風が地球を襲い、オーロラが
活発に！」

皆既日食との違いは、月の見かけが多少小さいので、
太陽のふちが金色のリング。 　になって見えると言うものなんですねぇ
それにしても、月の直径の約400倍の太陽が400倍の距離にあるという偶然で
ほぼ大きさが一緒という奇跡！
それが、更に重なって見えるって言うんですから！！！いろいろ楽しませてくれ
ますよね。

今回は、太平洋側の九州から四国近畿東海関東とかなりの広範囲で見ることがで
きます。それ以外の場所でも
部分日食が見られます。日本全国的に楽しめるんですよね。

めったに起きないこの現象をみんなで、ステキ な場所に行って見ましょ～とい
うツアーが
あります。それは！コレ、金環日食ツアー。

女子憧れの「八ヶ岳高原ロッジ」にお泊りします！（ポッ）

ホテルオリジナルの「りんごドレッシング」は超人気なんだそうですよ！！
（涎）

そして、雨天も楽しめるようにナント移動式プラネタリウムをご用意いたしま
す！！！（驚）

しかも、皆さんの首の事情を度外視した約1時間のプログラムを考えておりま
す！！！！（痛）

夜も、晴れていたら満天の星空をみんなで楽しみましょう！！！！！（楽）

だって、八ヶ岳は「日本3大星のきれいな場所」に選ばれましたか
ら！！！！！！（美）

次回は、2030年の北海道だそうで、生きてるか？どうか？ビミョーなところな
んで、
ぜひ今回楽しみたいと思っているのです。

みなさん、今から月曜日の有給を取って当日に備えましょうね～！！！

 ツイート  4いいね！
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§ さいきん想うこと

�!�!���� �� ��

先月24日、2005年以来最大の太陽嵐が到来した。
磁場の南北成分は当初、北向きだったが、その後、強い南向きになり、オーロラ
が活発に！
普段、オーロラが見えないイギリス中部で目撃され、
その大オーロラをノルウェーの Helge Mortensenさん が動画で捉えた。

いゃっ－－－、綺麗！　美しい！！ 

その後、中規模フレアが発生し、磁場が大きく南向きになれば、
北海道などで低緯度オーロラが見られるかもしれないとニュースで報道された
が、
残念ながら、日本では見られなかった。

太陽黒点の活動は弱めだが、太陽自体の活動は活発。
太陽から大きな太陽嵐が襲来し、磁場が南向きになれば、
日本でもオーロラが見られるチャンスがある。

でも、日本からは見られる低緯度オーロラは、北の空低く、雲状にしか見えな
い。
光害か、オーロラかの識別は、かなり難しい。

カーテン状やコロナ型の豪快なオーロラの舞いを見るには、
北緯６５度・南緯６５度付近の極地に出掛けた方が良い。

来週、オーロラを捉えにアラスカへ。
さてさて、どんな女神に出会えるでしょうか．．．．．。

 ツイート  2いいね！
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こんにちは。
星の永田美絵です。

先月、学芸大学駅東口から少し歩いたところにあるＫＡＮＡＩという素敵なお店
に
連れて行っていただきました。
美味しさもさることながら・・・

私のために星をイメージして作っていただいたお料理
しかも海老好きの私のために

ほら、ほら

http://blog-imgs-46.fc2.com/p/l/a/planetmoon/6.jpg
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こちらは天使の海老　

星好きのご主人が作るお料理はどれも心温まる一品ばかり
近くに行かれた際はぜひお立ち寄りください。

さて、海老ばかりでは星の話になりませんので・・・

あっ　ちなみにえび座ってありません。非常に残念です・・

最近始まったプラネタリウム番組　「ＥＭ　Ｅｙｅ」は電磁波で見る宇宙
をテーマにした作品です。
私たちが目に見える可視光の他に、電波やＸ線、紫外線などで見た宇宙
の姿を見ていくのですが

さまざまな電磁波を見ると、私たちが見ている可視光領域はなんて
せまいんだろうと実感します。
そのせまい可視光の世界を彩るカラフルな色。
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§ あけましておめでとうございます！

波長の長い赤は美しい夕焼けや朝焼けとして1日の始まりと終わりを
演出してくれます。

あらためて世界を見るとなんて地球は美しい色であふれている世界
なんだろうと思います。
もしも、世界がモノクロだったら・・・
今ほど地球の風景を見て感動しないかもしれません。

青い空も、白い雲も、緑の木々も当たり前にそこにあるけれど
この世界は美しいですね。

ちなみにお料理もやはり色って大切ですよね～

 ツイート  1いいね！

あけましておめでとうございます！
ブラックホールかわいです

本日1月23日(月）は今年の旧暦のお正月元旦です。
新春を迎えたわけですが、寒いですね・・・。
でも我が家のベランダからは時々太陽の光が差込み、ほんわか暖くなったりして
います。

先日、めでたく誕生日ヲ迎え友人たちが祝ってくれました。
そのときにもらったのがコレコレ！

こちらは、ワタクシのマトロリョーシカ！ふっふっふ
似てます？
手に持っているのは、私の秘密兵器のレーザーポインターざんす！
きまってるぅ！！！
背中にはやぎ座をしょってます。
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§ 「斃れて後已む」

でコチラは、宇宙を表現してくれた版画なんです！
ステキでしょう～！！！よくよく見てくださいね。ほら、土星も見えてる

震災後に知り合ったのにずっと前からの知り合いみたいななんだか不思議なご縁
の友だち。
手作りの料理に手作りの贈り物が本当にうれしかったです。

さ、今年もはりきっていきましょ～～～！！！！！

 ツイート  1いいね！
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昨年は大変な年でした。
今年は「食」の当たり年！
「食」と言っても食べる「食」ではなく、天体が天体を食べる「食」。

日本国内で見られる現象として、
5月21日 金環日食、
6月4日 部分月食、
6月6日 金星の太陽面通過、
7月15日 木星食、
8月14日 金星食．．．．。
今年は凄い年になりそう。
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§ 2012年の星

でも、海に囲まれた島国の日本列島で、全て好天に恵まれて、
見られることはまず難しい。
でも一つでも多く見られることを願いたい。

世に出したい物が、あと一歩で出せなくて、どうしていいのか、悩む毎日。
斃れて後已むになるかもしれないが、悔いを残すよりも．．．．．。

 ツイート  1いいね！

新年明けましておめでとうございます。
星の永田美絵です

今年も日常のちょっと素敵な嬉しい星情報をお届けしますね。
どうぞよろしくお願いします。

今年の年賀状はりゅう座が多かった。
りゅう座は北の空、北極星をもっているこぐま座の近くに
ある星座です。
あまり目立ってはいませんが、古くからある由緒正しい
星座なんですよ。

ちょうど今夜、明日あたり年明け一番のみどころ流星群で
あるりゅう座流星群があるのですが、このりゅう座付近から
流れ星が飛ぶように見えるのが特徴なんです。
とは言え、流星群の正式名は現在はしぶんぎ座流星群なんです
が、実はこのしぶんぎ座って現在は無い星座なんです。
りゅう座とうしかい座の間あたりにあって、この場所がしっくり
くるのでしぶんぎ座流星群になったとか。
りゅう座流星群になったりしぶんぎ座流星群になったりしています
が、せっかく辰年だし、今年はりゅう座流星群でよいかも。
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§ 2011年も残りあと・・・

今夜はお天気も良いのでぜひ見上げてみてくださいね。

今年は金環日食もあるし、きっと盛り上がりますよー

星との出会いは一期一会。
ぜひ2012年、素敵な星空に出会えますように

追伸

最近出ていませんでしたが、アースは元気です。
今年も一緒にいっぱい星を見たいです。

 ツイート  1いいね！

ブラックホールかわいです！

今年も残りあとわずか。
この一年もいろいろなことがありました。

東日本大震災の日、私は三鷹の国立天文台にいました。
地面ってこんなにぐにゃぐにゃになるものかぁとビビリました。

イベントがことごとくなくなり、ビンボー暇アリ（笑）になってしまったので
着付け教室に通いました。

4月から、北鎌倉のたからの庭で「星空とワインの会」を始めました。
夏には、読売新聞に取材していただきました。

「鎌倉から祈りを」というリボンプロジェクトで素晴しい仲間に出会いました。

地元・逗子での星空ワークショップを開催しました。
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夏は節電の効果で、星がいつもよりたくさん見えました。
家の電気を消して夜に外で食事をしたり、お酒を飲んだり語らったりする
「星空リビング」をみなさんにオススメしました。
着付け教室効果で、ゆかたをたくさん着ました。

九月から、たからの庭で「暦と月と日本酒の会」がスタートしました。

池袋コミュニティカレッジでの星空教室がはじまりました。

湘南ビーチFMで毎週木曜日の18時05分からのコーナー「週に一度は星空リビン
グ」
が始まりました。

秘密の天の川の見られる場所を発見！（教えていただいたんですけどね）

マツモトキヨシのフリーペーパー「degimaga」にちょこっと載せていただきま
した。

昨年雲って見られなかった「皆既月食」。今年はリベンジできました！！！

ふたご座流星群をたくさん見ました。

J:COM湘南に取材していただきました。

12月のイベント中に大好きな叔母が亡くなりました。

窓拭きも終わってないし、年賀状もぜんぜんできてません。
っていうか、さっきようやくはがきを買いました。

いいこと、悪いこと、楽しいこと、嫌なこと、笑ったこと、泣いたこと

いろいろありましたが、トータル笑いが多かったかな？

今年最後の星の名前のお酒を。つい先ほど友人からのいただきもの！
長崎県の「星のなる木」という焼酎です。



2011/12/27/Tue 19:14:57　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「この冬は凄いことになる！！」

きれいな瓶でしょ？
のみ終わって、瓶だけくれればいいと言ったけど、中身も一緒にくれちゃった
ありがとう！！！

寒い日が続きますが、体には十分気をつけて、万全な体調で新しい年を迎え
お雑煮やおせちやお酒をいただきましょう！
私は年明け早々に、健康診断がありますです・・・。

 ツイート  2いいね！

�!�!���� �� ��  
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Photo:「どこまでも青く澄み渡るアラスカの空」　　撮影：八板康麿 
緯度が高いアラスカでは、日が沈んでから満天の星空になるまで約２時間かか
る。
そして、満天の星空に煌びやかなオーロラの光が舞う。

外では今、冷たい雨が降っています
今夜の雨は許す。
でも、週末の10日は晴れてくれ！

この日は皆既月食 が起こり、
欠け始めから元の満月に戻る全経過が見られるのは、国内では11年ぶり。
10日の23時05分から約53分間の皆既食。
皆既中の月は赤銅色になり、近くにヒアデス星団 とプレアデス星団 も輝く。
そして、もう一つ、凄い眺めが見られます。
14日頃にピークになる「ふたご座流星」 も出現!
暗い空が見られる場所まで出掛ける価値は十分にあり、一生に一度の光景でしょ
う。

そして、最近、太陽 では活動が極大に入り、コロナ質量放出による太陽風の乱
れが勃発！
太陽風が度々襲来し、極地では真っ赤なオーロラが見えています。
（この真っ赤なオーロラ、なかなか出会えるチャンスが少ない。）
２月から３月にかけては、これも11年ぶりにオーロラ乱舞が起こりそうです。

オーロラが見えるには北半球では北緯６５度付近の北欧、ロシア、アラスカ、カ
ナダ。
北欧に何度か撮影に出掛けましたが、メキシコ暖流の影響で雲が多く、
全天に広がるオーロラを見えるチャンスは少ない。



2011/12/08/Thu 00:08:00　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 満天の星の下

晴天率が高い地域としては、お勧めは「アラスカ」。

このチャンスを逃してはいけません。
久しぶりにアラスカのオーロラツアーを催すことになりました。

今回は、「アラスカ物語のビーバー村とチェナ温泉オーロラの旅」。
アラスカ州で村人を導いて新しい村を作った日系アメリカ人一世「フランク安
田」が眠る
ビーバー村を訪ね、チェナ温泉で連泊してオーロラに出会う旅。

＞ 詳細はこちら 

╋─────────────────────────╋

* サイト内の写真の使用ならびに無断転用を禁じます。 
Ｃopyright(C).Yasumaro Yaita. 

 ツイート  3いいね！

星の永田美絵です。
先月鳥取のさじアストロパークへ行ってきました。
星仲間と見上げる漆黒の闇に広がる星ぼしは本当に
美しく感動的でした。

その中で見ていたのがぺガスス51番星。
1995年に初めて太陽系以外に発見された惑星第1号が
周りをまわる恒星です。
現在続々と惑星が発見されていますが、宇宙には私
たちが知る以上にたくさんの星があるようです。
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103ｃｍ望遠鏡を動かさせていただきました
こんなチャンスを与えてくださった天文台や会のみなさんに
感謝です。

さて、今回鳥取ですので、もちろん行ってきました。
鳥取砂丘
砂浜の向こうに海が広がる不思議な場所です。

地球って本当に素晴らしい風景がたくさんありますね。
私たちは、素晴らしい世界に生きていることをつい
忘れがちですが、見ようと思えば本当にいつも大切
なものは目の前にあるものですね。

さて、だいぶブログご無沙汰しておりましたので、もうしばらくお付き合い
ください。
今回鳥取にはプラネタリウム研修で行っていたのですが、
その中で、二人一組で好きな星座を当てるクイズをしました。
これは知らない方とクイズを通して仲良くなるというもので
質問はイエスノーで答えられる１問１答形式。
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2011/12/01/Thu 15:26:18　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ リベンジ！赤い月！！！

実は私がこのクイズに参加した際、二人ともうさぎ座だったんです。
ですから非常に早い段階でクイズが終わってしまいました。
でもうさぎ座って案外好きな方が多いのですね。

うさぎ座は冬の代表的な星座、オリオン座の下に位置して
いる小さな星座です。
一見すると狩人オリオンにふまれているちょっとかわいそうな
星座ですが、耳の辺りの星やらがなんとも言えずかわいい
これからが旬ですからぜひご覧いただきたい星座です。

ということで、最近みたうさぎナンバー１

わかりますかね・・
白いうさぎなんですが、隣の小屋に頭をいれてしまったら
抜けなくなったような・・
それともこの位置が良いのか・・

心の中であなたと同じ時代に生まれてよかったと
つぶやいていた私でした。

 ツイート  2いいね！

こんにちは、ブラックホールかわいです

立冬が来て、ようやく冬らしくなってきましたね。
それまでは、「いつまで、あたたかいんだ？」と思っていましたが。
そんなこんなで体調を崩されている方もあるのでは？

私は、しばら～くの間秋の花粉だと思い、流れる鼻水と戦い続けていましたが、
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どんどん鼻づまりがひどくなり、苦しくなったので試しに風邪薬を飲んでみまし
た。
すると、なんとスッキリ！！！
風邪だっんかい。ということで、今は元気になりました。
皆さんもお気をつけくださいね。

さて、まもなくリベンジの時がやってまいります。

昨年の12月にも皆既月食がありましたが、関東は雲が厚く見ることができません
でした。
せっかく、「赤い月を愛でる会」というのを開催したのに！
みんなで、「みえないけれど、あそこに月があるんだよ～」と金子みすゞの世界
を彷彿とさせる会話をしながら
外におりましたっけ。ああ、なつかしい。

そして、あれから1年。
また、今年12月に皆既月食が見られます。12月10日(土）です。
今年こそはナントカお願いします！（誰に頼んでる？）
地元の小学校で子ども会主催の移動式プラネタリウムもやりますが、
夜は、大人向けの「赤い月に願いを」を開催します。
時間の許す方は、鎌倉の海岸まで一緒に行って月を見る予定なんです。

ぜひぜひ、一緒に赤いお月見楽しみましょう！！！

そして、「赤」から「紫」へ。
日本の伝統の染色を受け継ぐ匠。
その技だけではなく、心を感じさせてくれるドキュメンタリー映画が出来上がり
ました。

http://blog-imgs-46.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20111116205330b53.jpg
http://takaranoniwa.com/program/workshop/post-55.html


2011/11/16/Wed 21:10:31　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「絵本」に秘めた不思議な力

その名も「紫」。
12月13日(火）の国立近代美術館をはじめとして、金沢、青森と全国の美術館を
回る予定です。
詳しくは、映画「紫」公式ホームページをご覧ください！

最近、夕暮れの美しいグラデーションの中に宵の明星が輝いてますね。
そのグラデーションがまさに赤から紫の時があり、見とれてしまいます。

 ツイート  17いいね！

�!�!���� �� ��  

「ほ－ら　また　ひがしの　そらに　おひさまが　かおを　だすよ」 

絵本 「ふゆのせいざ　オリオン」 （福音館書店発行）の最後の一節を読み終わ
ると、

「バイバイ！　またね！　オリオン！！」 

絵本に向かって手を振り、暫くすると眠る子供。
お母さんも一緒に眠り、「オリオン」が夢の中に．．．．。

写真には言葉はいらない．．．．
でも一枚の写真では表現できないとき、
思い、考えを伝えるには言葉も必要。

テレビ、携帯電話、ゲーム．．．．．
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2011/11/08/Tue 18:50:38　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ あきのほしのふしぎ

毎日、様々な情報が飛び交う現代。
言葉や文字を覚える幼児期の子供に読んであげたい絵本との出会いが大切。

身近な『かがく』のおもしろさを写真や絵、言葉で伝える絵本、
「かがくのとも　500号記念セット」を、
読み聞かせてみては如何でしょう。
もちろん大人のあなたも読んで楽しめます。

たまにはテレビを消して、
静かに絵本を読んでみませんか。
きっと大きな恵みをもたらすはずです。

　 「かがくのとも　500号記念セット　全10冊」 　 
かがくのとものテーマの多様性を実感いただける選りすぐりの作品をセット。
こうら／リボンのかたちの ふゆのせいざ オリオン／えぞまつ／ピーナッツ なん
きんまめ らっかせい／だいこん だんめん れんこん ざんねん／はらぺこさん ／
こんなおみせ しってる？／これは なみだ？／このよで いちばん はやいのは／
ぼくんちのゴリ の10冊。
クリスマスプレゼントにもいいですね！

 ツイート  2いいね！

皆さん、こんばんは。
星の永田美絵です
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日ごとに寒くなってきましたね。
夜空を見上げるとすっかり秋の星。
あまり明るい星がないので、都会の空ですと
ちょっと寂しげですが、秋の星たちって素敵
な星が多いのです。
私は最初にプラネタリウム解説員として勉強し
たのが秋の星だったので、思い入れもひとしお。

秋の四辺形からたどる天馬ぺガスス、古代エ
チオピアのアンドロメダ姫、
見守るケフェウス王とカシオペヤ王妃。
さらに悪役化けくじらと、アンドロメダを救い
出すペルセウス王子。
これだけ役者がそろえば面白くないわけがあり
ません。

　壮大な古代エチオピア王家物語に登場する
星座の中で、私のお気に入りの星があります。
それはくじら座のミラ。
もともと「不思議」という意味なのですが332
日周期で明るさが3等から10等に変わる変光星
なのです。
これはミラが大きくなったり小さくなったり
するためなんですが、太陽の数百倍も大きいの
にそんなに重くない。

さらに彗星みたいな尾があるなんてこともわか
ってます。

ミラって本当に不思議なんですよ。

世の中不思議なことっていっぱいありますが、
宇宙ほど不思議な場所はありません。
こうしている今も大きな不思議世界で生きている
私たち。

こうしている私たちが一番不思議かもしれません。



2011/10/30/Sun 01:12:06　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 宙（そら）ガール！なのだ。

ごめんなさい。
画像が横倒しでした。
不思議な感じでご覧ください。
箱根です。

 ツイート  2いいね！

みなさま、こんばんわ！ブラックホールかわいです　

さてさて、この歳になってもガールと名乗らせていただくことにいたしました。

クレームは受け付けません。
望遠鏡メーカーのビクセンさんが、以前より推していた「宙ガール」。
名乗っていいよと、お墨付き！

これからは、「プラネタリウム・プランナーで宙ガールのかわいじゅんこで
す！」と
自己紹介することにいたします。

そして、この秋こんな感じでお話しさせていただくことが増えそうです。
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まずは、ラジオ。地元の湘南ビーチFMで週イチで5分のコーナーをいただきまし
た。
タイトルは「週に一度は星空リビング」です。パーソナリティのかとうじゅん君
と一緒にやってます。
毎週木曜日の18時05分くらいから、基本生放送。インターネットラジオや
iphoneのアプリ
「iコミュラジ」で聞くことができます。お暇だったらどうぞ～。

それから毎月第3金曜日池袋コミュニティカレッジで星空のお話し講座を始めま
した。

オススメは10月28日（金）天体望遠鏡を作る1日だけの講座！
この望遠鏡は土星の輪っかも木星のガリレオ衛星も見えちゃうスグレモノ。
自分だけのオリジナルにするために、シールを張ったり絵を描いたりとクラフト
感覚で
楽しめちゃいます。

そしてそして、なななんと10月23日（日）にはヨコハマ・トリエンナーレの
「新・港村」という会場で
トークイベントをさせていただくことになりました！
14時からです。

定期的に開催している、北鎌倉・たからの庭での「星空とワインの会」はなんと
婚活 にも
使っていただくことになりました。こっちが緊張しちゃうなぁ。

そして、日本酒好きの女子にも人気の「月と暦と日本酒の会」も涼しくなって、
更に良い感じ！
ぜひ、皆さんいらしてくださいな。

そうそう、震災後に仕事がなくてお金はないけど時間があったときに着付け教室
に通いました。
で、一応着れるようになったと思ってたんですが・・・。
着れましたよ！
今年の十三夜に「月待ち」の会を開催したんです。
そのときに着ましたんです。お着物を！！！
汗かきました・・・。
そのときの様子はコチラ「十三夜月待ちの会」

でも、とりあえず着られてよかった～。

あー！そうそう、そのとき月名前についているお酒を探して、オススメされた
「月の輪」。
おいしかったですよ～

http://www.beachfm.co.jp/html/timetable.html
http://cul.7cn.co.jp/programs/program_562339.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/%E3%80%82%3Ca%20href=%22http://cul.7cn.co.jp/programs/program_562340.html%22%20target=%22_blank%22%20title=%22%E5%A4%A9%E4%BD%93%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1%22%3E%E5%A4%A9%E4%BD%93%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1%3C/a%3E
http://shinminatomura.com/schedule/index.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Marokko_W%C3%BCste_01.JPG
http://takaranoniwa.com/program/post-46.html
http://takaranoniwa.com/blog/2011/10/post-131.html


2011/10/17/Mon 22:18:15　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「夏の終わりに」

お酒の話で、締めてみました！

 ツイート  4いいね！

富士登山で、体重が3kg減のダイエットに成功した月の八板 です。

単純計算すると、富士山に4回登山すれば、
　4回×3kg＝ 12kg 
12kg減量となるのだが、実際はそうはうまくいかない。

この夏は激務でした
3日間で1.500km、車で移動しながら撮影。
SMAPなみの分刻みスケジュールの毎日。
富士下山後、膝が痛く、ビッコをひき、
内出血していた足の親指爪から血が滲み、時々、靴下が真っ赤に！
そして、心配していたことが起こった！

爪が浮き始め頃、何かの物に爪を引っかけてしまい、
そして、そして激痛が．．．．
見ると、爪が縦に割れていた！

それから、体のあっちこっち悲鳴を上げ、今も医者通い．．．。
暫くは完治しそうもない。
もう歳ですね。
無理は禁物。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-4.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-216.html#com
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-216.html#tb
http://planetmoon.blog37.fc2.com/page-3.html#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-215.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fpage-3.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E5%AE%99%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%82%89%EF%BC%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%81%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%80%82&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-216.html
http://blog-imgs-46.fc2.com/p/l/a/planetmoon/201110172201570f3.jpg


2011/09/23/Fri 22:20:08　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 中秋の名月

明日は空を見上げて要注意

寿命が尽きて地球に落ちる米国の大気観測衛星（UARS）が、
明日（24日）の12時～16時の間に、
北緯５７度～南緯５７度のどこかで、大気圏への再突入で落下の恐れアリ！

衛星本体の長さ約10m、重さ約6トン。
大気との摩擦で燃え尽きない破片が26個、
800kmにわたって帯状に落下するとみられている。

破片が人に当たって負傷する確率は3200分の1。
宝くじで一億円が当たる確率より高い。

1997年には、米オクラホマ州で散歩中の女性の肩にロケットの燃えかすが当た
った例がある。

この間、空から降ってくる物に気をつけて

落下してくる大気観測衛星「ＵＡＲＳ」　　(C).NASA

 ツイート  1いいね！

こんにちは。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-3.html
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http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-215.html#tb
http://planetmoon.blog37.fc2.com/page-3.html#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-214.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fpage-3.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%E5%A4%8F%E3%81%AE%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-215.html


星の永田美絵です
すっかりご無沙汰してしまいごめんなさい
夏休み中プラネタリウムにお越しくださった皆さん、本当に
どうもありがとうございました。
多くのカから暖かい言葉をかけていただき、連日連夜忙しく
過ごしていましたが、いつも報われる想いでした。
それと一緒に乗り切ったスタッフみんなのお陰もあり、いつも
笑顔の耐えない職場。本当に感謝です。

という訳で、毎朝長蛇の列ができていた夏休みも終わり、今日は
中秋の名月です。
しかもなかなかのお天気
今夜は必ず夜空を見上げてみてくださいね。

中秋とは昔のカレンダーで秋である七月、八月、九月のうち真ん中
の八月、さらに真ん中の旧暦八月十五日の行事です。
やはりお月見の晩に丸い月がないと話になりませんので、お月見は
旧暦を現在の暦に直した日付で行います。
だから毎年お月見の日にちは変わるのですね。

昔から収穫された秋の実りやすすき、お団子などを飾って月を眺めます。
日本ならではの素敵な行事ですよね。

ところで今、日本新人プラネタリウム解説員天文研修会というのを
（架空です、勝手につけました　 ）開いています。
ちょっとずつ同じ職場の新人解説員に天文知識を伝授しているのですが、
今月は月をテーマにしています。
昨日は月の満ち欠けは南半球ではどう見えるのか？

南半球では上記の満月は模様がさかさまに見えるわけですから、当然
上弦の月は、下弦の月のような形に見えるわけです。
しかし模様は上弦の月の模様。
なかなか面白いので、機会があれば調べてみてください。

で、昨日は月を見ながら、あの月を南半球の人たちも反対向きに見ている
んだなぁ、と思いながら見ていたら、なんとも面白い気持ちになったの
です。

みなさんも今夜月をくるっと反対向きにイメージしてみてくださいね。

http://blog-imgs-47.fc2.com/p/l/a/planetmoon/moon0015_convert_20110912102810.jpg


2011/09/12/Mon 10:43:55　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 天の川見ちゃった！

2011/08/30/Tue 19:35:16　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

 ツイート  1いいね！

ブラックホールかわいです

天の川を見ました。
石垣島ではありません。
谷川岳でもありません。
ななななんんとかなり私の地元近くです！

この情報は、チョット前にいただいていましたが月が明るかったので、新月まで
待ちました。
大体この辺りという住所を聞いていましたので、それだけを頼りに夜車でぶっつ
け本番！
行けるかな～？？？という不安と
見えるかな～？？？という期待を抱えて・・・

あっちいったりこっちいったり、うちのミニくんの今のギアの状態では昇れない
くらいの
坂道に出合ったり苦労もしましたが、いやいやなんのなんの

あのあたり、フツーに天の川が見えます！
住宅もありますが、見えてます。
なんだか、私たちの感覚だと天の川は山奥に行ったり、
離島などの空がきれいで暗い場所じゃないと見られないっていうイメージでし
ょ？

いやいや、車でチョット走るとありましたよ。そんな場所が。
ま、私の住んでいる場所が田舎っていう話もありますが・・・ははは。

その場所をお教えしたいのですが、大自然の中ではなく人が生活している場所な
ので
おおっぴらに公言するのに気が引けます。

なので、スミマセンが今回はこれでおわり。
そのうち、「みんなで天の川を見に行くツアー」をやりたいと思っています。
星を見るときのマナーも含めてお話しながら、楽しみたいと思います！

 ツイート  1いいね！
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§ 「人生、いろいろ！　富士登山も、いろいろ！」

�!�!���� �� ��  

 
撮影：八板康麿 
七合目を過ぎると岩場になり、斜度がきつくなる。左後方に見えるのは、江戸時
代中期の1707年（宝永4年）に大噴火してできた宝永火口。雲海の上は気持ちい
い～～～～ 

標高2.400mの富士山・新五合目富士宮口から、イザッ！出発  
普段のウォーキングの成果か、六合目、七合目付近は快調！ 
ところが、八合目から九合目付近は空気が薄く、息が荒くなり、 
一歩、二歩、三歩進んでは小休憩  
また、一歩、二歩、三歩進んでは大休憩  

周囲からは、 
「ツライ思いしないで、赤提灯で生ビール をぐいっと飲んでいる方が良い
よ！」 
「なんで苦しい思いして山登りするの？」 
「山登りのいいところって何？」 
と、言われながらも、その答えを見つけに、遙か遠い富士山頂 を目指す。 

「キャー！　頑張って！！　ガンバレ！！！」 

上の山小屋から若い女の子の声援が！ 
自分の前にも、後ろにも誰もいない。 
俺に声援を送ってくれているのか、 
不思議な力がわいてきました！　 

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-212.html


ファイト、一発 　ファイト、二発  
その小屋に着くと、声援を送ってくれた女の子たちは、 
大阪からやって来た中学二年生の団体さん。 
臨海学校で富士登山にやって来たそうだ。 
普段の学校生活においては学べないことを、 
富士山がいろいろと教えてくれることでしょう。 

10年前の富士登山とは違い、カラフルでオシャレな若者が多いなぁ！ 
カラフルなレッドウォーマー、 
ツバの広いテンガロンハット、 
色鮮やかなパーカー、フリース、 
カラフルなストック．．．．． 

そうそう、ストックって言えば、山歩きの必需品だと判りました。 
足首・ふくらはぎ・膝・ふともも・股関節・腰への軽減効果あり。 
下山時には滑り止めになり、何度も助けてくれました。 
山登りにはストックがお勧め！ 

山頂が見え始める九合五勺付近、かなり空気が薄くなり、 

ハァ、ハァ、フーーーーー 

ハァ、ハァ、フーーーーー 

頭がズキズキ  
高山病だ！ 

もうダメだ！ 

もう、登れない～～～～～ 

休んでいる脇を自衛隊員グループが登っていく。 
先頭は新人の女性隊員。 
女性隊員も身体がフラフラで、ところどころ溶岩を掴みながらはって登ってい
く。 
「もうすぐだ！　頑張れ！」 
今にも倒れそうな女性隊員。 
他の隊員は一切、手助けしない。 



厳しい世界。 

　ヨッシャ！！ 

もう一息だ！　 

小さな鳥居をくぐると、不思議なことが起こりました。 
背中を誰かが押しているように身体が急に軽くなり、足運びが快調に。 
誰が押しているのだろうと、振り返ると誰もいません。 
何でしょう？ 

　　一歩、一歩、また一歩　　 

登山道の先には広い空が広がり、ようやく山頂に到着  
えっ！　山頂？ 
あっけないゴール。 
下界は37度越える猛暑なのに、山頂で吐く息は白く、かなり寒い。 
山頂で休んでいる脇で、中年おじさんグループがシャンパンで乾杯 ！ 

下から泣き声 が聞こえ、小学校五年生ぐらいの男の子でしょうか。 
「もう、イヤ！　もう、イヤ！！」 
涙で顔はくしゃくしゃく。 
一緒に登ってきた両親が、 
「よく、やった！　偉いぞ！」 
と言って、抱きしめていました。 
これからの人生、彼にとって富士登山体験は、きっとプラスになるはずです。 
小学校・中学校の娘さんとお母さんが、手を取り合って登山する親子も多い。 

肝心の星空ですが、山頂ではガスに覆われた状態がとれず、 
満天の星空には出会えませんでしたが、 
七合目で眺めた雲海の上の星空 は、言葉には言い尽くせないほど素晴らしい光
景でした。 

下山後、両足がかなり痛く  
登山靴を脱ぐと、両足の親指の爪が内出血し、真っ赤に  
両足の筋肉はパンパン、両肘はガクガク  
身体がこんな状態になっても、また、山に登りたいと思ってしまう。 
どうしてでしょう？ 



2011/08/12/Fri 22:30:50　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 夏の星空の楽しみ方

山登りは人生と同じ。 

　　　一歩、一歩．．．．．また、一歩　　 

眠っている心身が目覚めたのは大きな収穫でした。 

いきなり富士登山はたいへんなので、 
高尾山の登山から始めては如何かなぁ。 

110812-S-Panorama-S

Photo:山男のＳさんが撮影した山頂からのパノラマ写真。 
山頂・吉田口から山中湖方面を望む。撮影者のＳさん、超人的な体力の持つ山男。山男は、いい男が多い．．．．． 

* サイト内の写真の使用ならびに無断転用を禁じます。 
Copyright (C).Yasumaro Yaita. 

 ツイート  1いいね！

さあ、みなさん。
夏の星空を見に行きましょう

今日もひと雨ありましたが、これからはお天気も良くなりそうですよね。
これから夏休みって方も多いと思いますので、この夏の星空の楽しみ方を
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2011/08/07/Sun 22:44:08　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ ほんとうの七夕

お教えいたします。

あ、遅くなりましたが星の永田美絵です。

夏はせっかくですから少し空の綺麗な場所にお出かけになってみては
いかがですか？
電車の方は東京からですと小渕沢や伊豆の付近はいかがでしょう。
お車の方は富士山五合目付近など。
とにかくできるだけ空の暗い所が良いのですが、小さなお子様や若い
女子だけの星見はあまり暗いところっていうのも考えもの・・・。
たとえば天文台や望遠鏡があって星の話もしてくれるというペンションなど
がお勧めですよ。

星見のために用意するものは、星座早見盤、懐中電灯、夜食、そして防寒具。
夏とはいえ、なめてはいけません。
山などかなり冷えますから、真冬並みのコートを持っていっても良いくらい
ですよ。
私はいつもダウンジャケットなどあったかいコートとマフラーを持っていき
ます。
寝転ぶことを考えるとレジャーシートもあれば便利。

あとはとにかくひたすら空を見上げて楽しむだけです。

星見は決して難しいことはありません。
星座を探したり、流れ星を見つけたり、ここでしか話せないことを話したり。
でも星空の下で過ごすって心が喜ぶのです。

まだそんな体験をしてないって？
それは人生もったいないです

さあ、この夏は星見にいきましょう。
夏は流星群もありますよ。

 ツイート  1いいね！

こんばんは、ブラックホールかわいです

まもなく、旧暦の七夕を迎えます。今年は8月6日（土）。
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広島の原爆投下の日と同じになりました。
今年は、いろいろな思いでこの日を迎えられる方が多いことでしょう。

子どもの頃、この時期は必ず岡山の祖母の家に行っていて、
朝、広島の平和記念公園からのテレビ中継で黙祷。

広島はお隣の県ということもあり、親しみを持っているのと同時にこの悲劇を
ほんとうに悔しく思っています。
なので、なぜ広島・長崎と2箇所も原爆を落とされた国に、原子力発電所なのだ
ろう？と
思っていても声をあげず・・・。
でも、福島の事故でもういいでしょう！
要らないんです。原子力発電所は！
経済を理由に持ち出す人は、人間性を疑います。
健康でなければ、働くこともできないのですから。その人の優先順位は何が一番
なのか？
聞いてみたいですね。

さて、そんな熱い暑い日ですが今年は七夕なんです。
国立天文台も2001年からこの日を「伝統的七夕」と呼んでいます。

私は、「七夕」も「お月見」同様に旧暦でやるべきだと思っています。

それは、夜九時ころには織姫と彦星が頭の上にあがってきます。
そして、それから1時間後くらいには7日目の月が沈みます。
すると、それまで月の明るさで見えなかった天の川が頭上にぱぁ～っと広がりま
す。

どうですか？
想像するだけでステキではありませんか？

これが、新暦だとまだまた梅雨の時期ということが大半で、

http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20110803223953c5c.jpg
http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20110803224515f4b.jpg
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§ 「いざ、出陣！」

しかも月はそれこそばらばらで、織姫と彦星も夜中過ぎないと上がってきませ
ん。

明治の初めまで旧暦だったのに、突然新暦になって織姫彦星も戸惑っているかも
しれません。

今年は、ライトダウンキャンペーンもやっています。
私も逗子で「ほんとうの七夕の夜空」というイベントでこのキャンペーンに参加
しています。

　　　

皆さんも、電気を消して外にイスでも持って出て、星空を見上げてみませんか？
きっと、たくさんの人が同じ時間に同じ空を見上げていますよ！！！

 ツイート  1いいね！
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この夏は．．．．．。「ラムダ システムザック霧ヶ峰」と「ストック」。

東京から見上げる夏の空は、どこかどんよりしていて、
美しい星空を見たくても見られない。

よっしゃ、いくぞ！！
日本高いところで星を見上げよう！
標高 3.776mの富士山頂を目指せ！

富士山は何度も登ったことがあるが、
今回登るのは十数年ぶり。
年齢と共に体力は、かなり落ちている。
重いカメラ機材を背負って、はてして登れるのか？

今の自分が、どのくらい出来るのか、それを試してみるのも山登り。
途中、リタイヤして下山するのも良し。
いろいろと考えず、まずはトライしてみる。
これが最も大事なこと。

重いカメラやレンズ、三脚を山頂まで持っていくには「ザック」が必要となる。
普通の登山用ザックではカメラを収納するのにかなりの工夫が必要。
どんなザックを選べばいいのか？

見つけました！　
「ラムダ システムザック霧ヶ峰」 
中の仕切りなどが取り外せて、収容物変更可能。
着脱可能な雨蓋。
使い方いろいろ着脱可能なサイドポケット。
全面ウレタンパッド入り。
三脚は上部及びサイドに取り付け可能。

http://www.lamda-sack.com/camerasack.html
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§ 今年もはじまりました

2.1Kgの軽量設計。

よし、これに決めた！！

他に杖ではなく、ストックも購入。
ストックは役に立つと聞くが、はたして効果はいかに．．．．。

ザックにカメラ機材、三脚や防寒服を入れて準備ＯＫ！
背負ってみると、かなり総重量で、
右にフラフラ、左にへとフラフラと身体が．．．。
こんな状態で日本一の山に、はたして登るのか。
「いざ、出陣！」

 ツイート  1いいね！

こんばんは。
星の永田美絵です

今年もNHKラジオ　夏休み子ども科学電話相談がはじまりました。
今日は大好きな矢島先生、林先生、田中先生とご一緒。
先生方はみな幼い頃の夢を今でも心に持っている本当に素敵な
方々ばかりです。

今年最初の質問は４歳のももちゃん。
「どうしてお月様は、ももちゃんについてくるの？」

小さな頃はみんなが思っていたのにいつのまにか
忘れてしまったような質問を子どもたちはちゃんと
投げかけてくれます。

お月様までの距離は約３８万キロメートル。
それはそれは遠くにあるので、地球上を多少移動したところで
動かないように見えてしまいます。
でも、ももちゃんがお月様を大好きって気持ちが伝わってき
ましたので、つい
「きっとお月様も、ももちゃんを気にしているかもね」
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§ ほんとうの七夕

と答えていました。

ラジオ終了後にメールやファックスで応援のお便りをいただき
ありがとうございました。

私は子どもたちに天文学の素晴らしさ、楽しさを伝えていきたい
と考えています。
そして未来の宇宙を切り開いていく子どもたちにはプラネタリウム
やラジオを通して、星に、宇宙に興味をもってもらい、空を見上げて
もらうことを願っています。

そのきっかけになれたら、こんなに嬉しいことはありません。

おとなでも楽しい子ども科学電話相談！
ぜひお聴きいただければと思います。

夏休み子ども科学電話相談HPはこちら

 ツイート  2いいね！

ども、ブラックホールかわいです

先日、7月7日に湘南ビーチFMさんで、ほんの少しだけ七夕のお話しをさせてい
ただきましたが、
ほんとうの七夕はこれから！

旧暦の七月七日は、今年8月6日（土）です。
七夕はお月見と一緒で、旧暦で行った方がいい行事だと思っています。
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§ 「涙のコロナ写真」

というのも、新暦の7月7日はたいてい梅雨の時期（今年は早く明けましたけど
ね）。
そして、お月さまも関係するんですよ。

旧暦の月は、必ず7日目の月で22時半くらいには沈みます。
天の川というヤツは大変繊細なので、月が少しでも明るいと見えなくなってしま
います。
しかし、7日目月は早い時間は月を楽しみ、しばらくしたら西へ沈み今度は頭の
上に
天の川が現れる、という趣向になっております。
で、天の川が頭の上ということは、織姫と彦星も頭の上ということなんですね。

平安の頃は、月も星も直接見上げることはしませんでした。
水に映してそれを愛でるのです。優雅ですよね～
たらいに水を入れ、織姫と彦星を映しいれてたらいを叩いて水面を揺らし
二人をくっつける・・・なんてこともやったようで。と先日お話しをしてから
外に出て実際に織姫彦星をみたのですが、皆さん
「結構離れてますね～(苦笑） 」
「この二つの星が入るたらいってどのくらい？？？（迷） 」
と疑問が次々に！

今度やってみます。
実験結果をまた、ブログにアップさせていただきます！

そうそう、そして今年の旧暦の七夕を国立天文台が伝統的七夕と名づけ
「伝統的七夕ライトダウンキャンペーン」ということをはじめました。
今年の8月6日にライトダウンをしようというものです。
私は、この日逗子にて「ほんとうの七夕の夜空」というイベントをやりますので
キャンペーンに参加しようと思っています。
皆さんもぜひぜひ！！！

 ツイート  1いいね！
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ガタガタガタッ、

ガタガタガタッ、 

と凄い音と振動で家が大きく揺れ、
とっさに何か掴んでしまった！
連絡がとれず、心配していました
福島県浪江町にお住まいの星仲間のＡさんにようやく再会でき、
3月11日、恐怖の巨大地震発生時の話。

大地震発生後、10キロ先の福島第一原発で放射性物質の漏えい事故が発生！！
その日の夜、慌てて避難．．．．

川俣町、二本松市、山形．．．．と、避難場所を転々とさせられ
現在、埼玉の賃貸アパート住まいに。

Ａさんの奥さんは突然の出来事と避難生活で、
一ヶ月間、毎日、泣いていたと．．．．．。
何ともいえない気持ちになりました．．．．．．

Ａさんとの出会いは5年前の3月29日、
リビア国境の町、エジプトのサルームで見られた皆既日食。

70歳過ぎたお年で、長い鏡筒の望遠鏡と大型の赤道儀を持参され、
周囲の人たちが驚くほど元気に満ち溢れていました。

このサルームで、私が撮影した皆既日食の写真を額に入れ、
避難されている埼玉の避難場所にお届けしました。
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§ 七夕の星

その写真を見つめながら、
「早く家に帰りたいなぁ．．．．」
と小さな声で言うと、目を潤ませ、頬へこぼれた一筋の涙が写真の上
に．．．．．。

「一日も早くお宅に帰れるといいですね。」
「お元気になって下さいね。」
と、声掛けすると、
「このコロナ写真から力を頂き、元気も頂きました。」
「本当にありがとう．．．．．」

写真には何か秘めた力を持っていると、
改めて認識した再会でもありました。

╋─────────────────────────────╋

 ツイート  2いいね！

みなさんこんばんは。
星の永田美絵です。

今夜は七夕。
天の国の織り姫、彦星が１年に一度出会う日ですよね。

織り姫星はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイル。
今夜真夜中ごろに天高く見えているのがベガで、ベガよりも東に見えているのが
アルタイルです。
両方とも明るい星なので都会の空でもお天気が良ければ見えますよ。

ところでこの二人、かなりの遠距離恋愛なんです。

もしも織り姫から彦星に携帯電話をかけたとしたら・・

「もしもし、彦星さんですか～」という声が彦星に聞こえるまで
１６年もかかるんです。
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彦星から

「はい、今年もお会いしましょうか」なんていう返事が織り姫に届くまでさらに
１６年。

いやはや、デートの約束をするだけで往復３２年かかるなんて・・・
遠距離恋愛の方、織り姫、彦星は距離に負けずにずっと愛を貫いているんです
よ。

夏の夜空に輝く星に想いをはせてみてくださいね。

 ツイート  0いいね！いいね！
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