
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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§ 心わくわくするもの

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 
or 新品 ￥1,944
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。

こんばんは。
星の永田美絵です
みなさん、これなんだかわかります？
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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

ボイジャー号です！
木星や土星を巡り、数々の功績を残した惑星探査機
ボイジャー号のとらえた木星の縞模様や土星の輪、素晴らしい画像に
どれだけ感動したことか

ボイジャー号は現在太陽圏を抜け、最後のミッションを果たすべく
遠い宇宙への飛び立っていきました。
最後に太陽系を振り返り、小さく輝く青い地球を撮ってくれましたね。

私たちはとっても小さな青い惑星から、宇宙のあらゆることを
解き明かそうとしています。

そしてボイジャー号の最後のミッションは、そんな地球に
いる私たちのことをどこかいるかもしれない宇宙人に
届けること。
これが、地球の生き物、音楽、あいさつなどが入っている
ゴールデンレコードです。

http://blog-imgs-68.fc2.com/p/l/a/planetmoon/IMG_3731_20140226181747da1.jpg
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§ 『記録的大雪に見舞われる！！』

「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

どこかに知的生命がいていつかこのレコードを拾ってくれるので
しょうか。

太陽系以外の惑星も続々と発見され、いつ生命とコンタクトできても
おかしくない時代に入ろうとしている現在。
いつもまでの小さな地球の中で争っているなんて悲しいです。

地球人が試されているのは、今かもしれません。

 ツイート  1いいね！
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§ 「東大理学部お花見ツアー！！」の下見の巻

responsive design

Live Moon ブログパーツ

翻訳ツール

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

撮影：八板康麿

先日の「月明かりに浮かぶ富士山と星・冬富嶽風景」撮影ツアー 、
一時、キャンセル待ちが出るほどのお申し込み、ありがとうございます。

ツアーから戻ると、体の震えが止まらず、高熱でダウン
その間、２度の大雪！　
14日、一日で腰の高さを超え、91cmに。

近所では積雪の重さで、カーポートが倒壊。
電車の運行が終日運休に。
陸の孤島に。
熱はあるものの、一日中、雪かき、雪かき、そして．．．．．ダウン　
大自然には勝てません！！

* 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！いいね！

ブラックホールかわいです！
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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

今年もど～ぞよろしくお願いいたします。

さて、本日は東大、そう「東京大学」へ行ってまいりました。
なんでかというと、今年は「宙（そら）ガール」を連れて、東大理学部の見学ツ
アーを開催する予定なんです。
そこで、今日はその下見。

赤門も外からは1回くらい見たことがある・・・、という程度のワタクシ。
まずは、その「赤門」から入りました。

この門、実は・・・これは本番までとっておきましょう。（笑）

そして、正門から真正面には、安田講堂。

こんなものも見ちゃった！
小柴先生のノーベル賞のメダル。
光り輝きすぎて、写真に写らないの！！！
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§ 2014年の星

そんな理学部天文学科、物理学科を見学させていただくツアーは、お花見もでき
る4月5日（土）を予定しています。

学食でのランチや安田講堂前でのお花見などのお楽しみのたくさん！！！
知的好奇心と食欲を満たすステキなツアーになること間違いなし！！！

 ツイート  1いいね！いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です。
昨年は、どんな夜空をご覧になったでしょうか？
星空というのは同じに見えて、日々移り変わっていきます。
1年たつと同じ星座が見えてくるとはいえ、惑星や月、
また彗星や新星など夜空を彩る様々な天体が巡って
いきます。
そんな素晴らしい風景の一時を切り取って、私たちは
星空を眺めているのですね。
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§ Happy New Year!

2014年はいったいどんな天文現象が起こってくるので
しょう。
天文現象というのは、嬉しいことに前もっていつ、どこで
どのように起こるのかわかっていることがたくさんあります。
それも古来からの人々の知恵のたまもの。
根気良く天体を観測した結果です。
2014年は月や惑星に注目です。
ちょうど今、宵空で木星が輝いています。
木星は太陽の周りを12年かけて公転していますが
地球から見ると星座の中を12年かけて巡って
いくように見えます。
惑星は黄道上を動いて見えるので、木星は
黄道12星座、つまりお誕生日の星座の中を12年かけ
移動するように見えるのです。現在はふたご座の中でマイナス
2.6等級。7月には東隣りのかに座に移動します。

そして今年は月に注目！！
10月8日には皆既月食があります。
月食は地球の影によって月が隠される現象ですが、
すべて隠された時に赤銅色に光る月は本当に神秘的です。
他にも月が惑星を隠したり、恒星を隠す食もいろいろあるので
注目です。
2014年夜空を見上げてみてくださいね。

　　　　 　　　　 　
 ツイート  1いいね！いいね！
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あけましておめでとうございます。
旧年中は大変多くの方にご訪問いただき、本当にありがとうございました。
当サイトがここまで続いているのも、ひとえに足を運んでくださる読者の皆様方
のおかげです。
今年も昨年同様に、素敵な星空の写真や優しい星のお話し、時には愉快な話もお
届けしたいと思います。
本年も『星空散歩道』をどうぞよろしくお願いいたします。

（※今年の「初日ノ出」写真の公開は終了しました。）

アイソン彗星、残念ながら、逝ってしまいましたね。
先日の「白銀の世界広がる冬の八ヶ岳風景と世紀の大彗星アイソン彗星を撮るツ
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§ 今年もたくさんのキラキラありがとう！

アー」は、
予定通り、2回、催行しました。
アイソン彗星は無くなってしまいましたが、ラブジョイ彗星は健在！！
『アイは無くても、ラブがある！』の掛け声で、皆さん、夜明けまで撮影されて
いました。
今の60才代、70才代、お元気ですね。
たくさんの元気をいただきましたが、その後、風邪で寝込んでしまいまし
た．．．．．

さて、2月5日(水)に、 「月明かりに浮かぶ富士山と星・冬富嶽風景」撮影ツアー
を催します。
月明かりに浮かぶ冬の富嶽に昇る星々、池に映える星々も綺麗ですよ！
催行決定しましたので、ぜひご参加をお待ちしております。

* 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！

ブラックホールかわいです！

メリークリスマス！
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ついこの前お正月を迎えたのに、もう年末なんです・・・。

あっという間の1年でしたが、ゆっくり振り返るともちろんたくさんのことがあ
って、
やっぱり1年過ごしてきたんだな、と思います。

週に一回のラジオコーナー「週に一度は星空リビング」、

月に1回開催の「星座とワインの会」、「星ヨガ」、

節句ごとの「暦と月と日本酒の会」、

土佐山アカデミーでの星の講座「宙（そら）の学校」は3回もやらせていただき
ました。

ハワイへの星空観察ツアー、名古屋の中日文化センター、横浜の八州学園、朝日
カルチャー新宿、東急ハンズ、
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§ 今年の星

藤沢・ecomoでの講座、港北と神戸のIKEAでのイベント、石垣市の星空案内人
養成講座。

今年からはじめた、古本屋さんでの「宙と本」と「宙ガール、ねっころガー
ル」。

夏は、ペルセウス座流星群を逃したくなくて、車で岡山の美星町へ突っ走りまし
た！
そして、一晩中流れ星を楽しみました。

アイソン彗星は、残念なことになりましたが、ラブジョイ彗星は何とか見ること
ができました。

そして、ふたご座流星群は58個見られました！！！

ポットにコーヒーを入れて、カラダが冷えたら飲みながら堪能しました～！

うん、いろいろありました。

今年最後のイベントは、逗子の古本屋さんで開催する、「宙と本」。
来年の初の天文イベントは、1/4にピークを迎える、「しぶんぎ座流星群」でし
ょうか？？？
その前の「初日の出」？？？

いずれにしても、来年もまたいろいろと楽しみましょうね！
みなさま、良いお年をお迎えください。

 ツイート  1いいね！いいね！

こんにちは。星の永田美絵です
2013年もあとわずか。
今年もさまざまな天文現象がありましたね。
世界中を驚かせたロシアに落下した隕石は、その後回収作業により重さ570㎏の
塊を引き上げ、45億6千万年前に形成され、宇宙空間で約2億9千万年前にほかの
天体と衝突したこと・・・なんてことまでわかってしまいました。
数億年前のことが、文明を持ってたかだか数千年の人類がわかるとは

そして今年は彗星が次々とやってきましたね。
しかしながら、コスモプラネタリウムスタッフの間では、がっかり彗星の
年・・・なんて
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ことを言われつつも、何かと彗星に沸いた年でした。

3月に夕方見えていたパンスターズ彗星を、渋谷の空から双眼鏡でとらえた
時には、思わずガッツポーズ
その後のアイソン彗星に期待が膨らみましたが、結果は残念なことになりまし
た。

しかし、彗星が太陽に接近し消滅する様子をリアルタイムに追いかけていけたこ
とは
やはり科学技術の進歩の結果でしょう。

個人的には、星空イベントに参加させていただいたり、他館のプラネタリウムの
方々
と親睦を深めたり、素晴らしい出会いがまたまた多い年でもありました。

本も出版させていただきました。
プラネタリウムには本を持って来てくださる方もいて声をかけていただき
大変嬉しく思いました。

さて、今年最後のイベントはふたご座流星群です。
流星群は宇宙に漂うチリが地球大気に衝突し、大気との摩擦で輝く現象です。
ふたご座流星群はふたご座の付近から四方八方に飛ぶように見えることから
ふたご座流星群と呼ばれるのですが、ふたご座はまさに冬の代表的な星座
もともと見やすい時期なのに、さらに流星群もあるのです。

私も毎年楽しみにして見ているのですが、今年はなんと12月13日は渋谷の
プラネタリウムから、14日は奈良の明日香村に飛んで観望します
今からわくわくしています。

みなさんも今年最後のおすすめ流星群、ぜひお楽しみくださいね。

流星群を見るには・・・

①できるだけ目を暗闇にならして根気よく夜空を見上げる。
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§ 『あっー！　アイソンくんが．．．．！ 』

②方角は関係ない。できるだけ暗い方向を見る。
③自分の決めた方角を見て、人の「見えた！」の声に揺らがない。
④願い事をいっぱい用意してみる。

それではみなさん、同じ空の下、流星群を楽しみましょうね。

 ツイート  1いいね！いいね！

����#����#����"��"��  

今朝、アイソン彗星が太陽最接近を迎え、無事、通過できるか、
世界中の人々が固唾をのんで見守った。

11月28日から11月29日まで、LASCO C2カメラが捉えたアイソン彗星の動き
（提供：ESA/NASA/SOHO）

NASAがアイソン彗星が崩壊した可能性を速報。
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近日点通過後に同彗星を確認できず、崩壊した可能性があると．．．．。
そして、こんなメッセージが、
Comet should have appeared. It is likely that the comet did not survive the
trip.

しかし、夕方になって一変。
ＣＮＮによると、太陽への接近で消滅した可能性もあると
みられていた「アイソン彗星」が、核の少なくとも一部が
残っていると報道。
米海軍研究試験所の研究者のカール・バッタムズ氏は、
アイソン彗星の核の一部が近日点を無事乗り越えたと思われると発言。
「核の一部は太陽コロナを通過し、再び姿を現したようだ。
ちりとガスをまき散らしているが、これがいつまで続くかはわからない」
と語る。

そして、29日、日本時間午後4時18分（世界時間午前7時18分）に
撮影された LASCO C3カメラにはV字型の尾を引くアイソンくんの姿が！！
生き延びたか！？

11月29日、日本時間午後4時18分（世界時間午前7時18分）、
LASCO C3カメラで捉えたアイソン彗星の姿（黒いディスクの上）
（提供：ESA/NASA/SOHO）

完全に消滅したと断定するのは時期尚早。
数日後、東空に、どんな姿を見せてくれるか、観測する必要あり。

淡い尾っぽを見るのは都会では難しく、
夜空が暗い場所で観望しましょう！

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/ISON_at_07_18_29_November.jpg
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§ ますます、アイソン！！！

 ツイート  1いいね！いいね！

ブラックホールかわいです！

ここのところ、早起きさんです。
そう、私もアイソン彗星に会いたくて。

早起きしては、屋上に上がって、ジーッと探しています。
でも、なかなか「これだ！」とわからなくて・・・。

難しいですわ。

12月に期待したいと思っています。

コレだけ、みんなで「アイソン、アイソン」と盛り上がっているのですから
どどーーーーん！と明るくなってほしいですよね。

アイソンちゃんには、なかなかお目にかかれないけど、今の時期早起きをすると
惑星たちに出会えます。
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§ アイソン彗星をみましょう☆

まず、冬の星座たちの中に木星。

そして、しし座のあたりの火星。

おとめ座近くの水星。

そして、お久しぶりですの土星！

早起きする楽しみがたくさんあるんですよ。

さ、双眼鏡や天体望遠鏡を準備して、早起きしましょ～～～！

 ツイート  1いいね！いいね！

みなさんこんにちは。
星の永田美絵です。
アイソン彗星は現在太陽に接近中！
ぜひ尾を引く姿を見たいものですね。

彗星と言えば、私が初めて見た彗星は、1985年のハレー彗星でした。
初めは東京の空から望遠鏡で見たのですが、「これは望遠鏡についてゴミ？」
と思ったくらい・・・がっかりした姿でした。
しかし、その後空の綺麗な場所で見た姿は、すっと長い尾を引いた素晴らしい
姿 これが彗星なのか、といとおしく感激しました。

その後いろいろな彗星が来ましたが百武彗星も良かったですが、何といっても
ヘールボップ彗星は素晴らしかった
ご覧になった方も多いでしょう。
私は明け方車を走らせて空の綺麗な場所を目指そうと思い、空を見上げたら
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§ 『ガンバレ ! 　アイソン彗星 !! 』

もう見えているのに大変驚き、雄大に尾を引き空に見える姿に、ただ溜息を
ついて見ていました。
彗星という天体は現れて消えていく、なんとも不思議な天体。
だからこそ、心に残っていくのでしょうね。

さてそんな彗星やプラネタリウムについて、先日TOKYOFMで「東京まちかど天
文台」
の篠原ともえさんと話をしました。
11月14日（木）の13：40くらいから放送らしいです。
（時間がちょっとわからず、ごめんなさい）
お時間ある方は聴いてみてくださいね。
ちょうど縣先生も次の収録のためいらしていたのですが、縣先生にとって彗星は
青春！とのこと
縣先生のトークは、とっても楽しくておすすめです。
この日いろいろとプレゼントをもらってしまいました。
嬉しいですが、何より星を通じて多くの方とのつながりがまた生まれたこと
が嬉しいです。

さて、アイソン彗星の見ごろは12月2日以降。
明け方東の空です。5時には起きて目をならしてご覧ください。
事前に彗星の位置を確認しておくと良いですし、なにより空の綺麗な
場所で見ることがおすすめ。
太陽に接近し、とにかく明るくなってくれるのを祈るばかりです。

TOKYOFMアポロン
http://www.tfm.co.jp/apollon/

 ツイート  1いいね！いいね！
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今年の秋は幾つもの台風が接近。
その後、台風一過の晴天を期待するのですが、晴れが続きませんね。

台風27号（フランシスコ)が去った28日の午前1時、富士山の麓は寒い~~~外気温
プラス3度。
上下のダウン、防寒靴が必要です。

夜明けまで星座を撮影し、仮眠をしていると、眩しい太陽が....。
寝ぼけまなこにHαフィルターをセットした望遠鏡を太陽面に向けると、
「じぇじぇじぇ(‘jjj’)、じぇじぇじぇ(‘jjj’) !!!」

太陽面の西端に見える1875黒点群が明るく輝いています!!
なんと、大規模フレアが発生　!
大フレアが落ち着くと、縁から大きなプロミネンスが立ち上りました !!

長年、太陽を撮影をしていますが、太陽面で10年に一度あるかないかの綺麗なシ
ーン。
まさしく太陽は生きている★と実感する出来事でした。

さて、気になるのは、やはり、太陽最接近まであと１ヶ月の「アイソン彗星」。
17日の夜明け、赤い火星の近くに輝くアイソン彗星に初対面。
双眼鏡で確認でき、短い尾っぽが出ています。

アイソン彗星は、この後、最大の難関が待っています。
それは太陽近くの通過時に、距離が極端に近く、太陽をかすめるように通過。
その際、無事に通過できるか、どうか。
太陽の中心から約190万kmまで大接近。
彗星の核が、太陽の熱で消え去る可能性があると指摘する方もいます。

しかし、1965年、太陽に約116万kmまで近づいた池谷・関彗星は無事に通過
し、
雄大な長い尾の姿を見せたことがあります。
一昨年、南半球に現れたラブジョイ彗星は、太陽表面から約83万kmの極めて
近い距離を通過したが、蒸発せず生き残り、長い長い尾がたなびいた例も。

今回、太陽に接近するのは、初めてで、もう二度と戻ってこないアイソン彗星。
先日、日経新聞紙にご紹介して頂きましたが、
12月に 「アイソン彗星を撮る」ツアー を催します。

10日は新宿発、12日の上野発のバスツアーで、
いずれも八ヶ岳の麓、清里高原で撮影します。

http://tour.club-t.com/vstour/WEB/web_tour3_tour_tmp.aspx?p_company_cd=1002000&p_from=800000&p_baitai=945&p_course_no=321958
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§ 「星ヨガ」ってご存知ですか？

彗星を撮るのは初めての方にも、親切丁寧?に小生がご指導させて頂きます。
10日は催行決定で、12日発も残り僅かですのでお早めにお申し込みください。

ガンバレ！　アイソン彗星！！

11月のアイソン彗星の動き　国立天文台のホームページから 

 ツイート  1いいね！いいね！

こんにちは！
ブラックホールかわいです

みなさん、「星ヨガ」ってご存知ですか？

「星ヨガ」とは、プラネタリウム・プランナーのかわいじゅんこと、
「薬膳ヨガ」の深井みほ子が考案した新しいタイプの健康促進アクティビティ。
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【ヨガ、瞑想、星空観察】の時間と空間に、いらないものを捨ててり100％元気
を持って帰る、
がコンセプト。

基本的に、月に一度のペースで開催しています。

100%元気を目指して！

鎌倉・材木座海岸で開催していた「星ヨガ」は、2014年バージョンアップいた
します！！！

新しい「星ヨガ」は、来年の旧暦一月から開催予定ですが、
それに先駆けて新しい「星ヨガ」の体験プログラムを開催いたします。

有栖川宮記念公園隣のケアハウスの屋上で東京タワーを横目に「星ヨガ」。
最後に、お茶とお菓子でほっこりしましょう。

詳細は、コチラ⇒FBページ「星ヨガ」

http://blog-imgs-62.fc2.com/p/l/a/planetmoon/scope__.jpg
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§ すばるが見える季節

 ツイート  7いいね！

こんばんは。
星の永田美絵です
東の空からすばるがのぼってきました。
すばるは日本古来から親しまれている星です。
西洋では7人の妖精に見立てれてプレアデスと呼ばれていますが
日本ではごちゃごちゃぼし、そうだんぼし、寄り合い星、羽子板星
などいろいろな呼び名があります。
都心の空でも、結構見えるのでぜひ探してみてくださいね。

さて、先日ＮＨｋ子ども科学電話相談30周年のトークイベントに
出演し、その収録が本日ラジオ放送になりました。
ありがたいことに、聞きましたよ とプラネタリウムで
も声をかけていただきました
この様子はインターネットラジオで聞けるそうです。
いつもはラジオの向こうにいる子供達ですが、この時は顔を見て話ができ
嬉しい思いでいっぱいでした。
将来、星が好きになったり、宇宙に関係あるお仕事についたりと未来に
つながってくれたら嬉しいです。

今月は10月19日（土）に丸沼高原でしのはらともえさんとトークイベント
があります。
お近くに方、ぜひ遊びにきてくださいね。
どんな空が見られるのかも楽しみですし、トークも楽しみ。

ふだんはプラネタリウムで解説をしていますが、たまにいろいろな方と出会い
満天の星を見上げたり、宇宙について語ったりできることは、私にとってエネル
ギーです。
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§ 『秋天夕月』

空を見上げれば、なんだか銀河のような雲。

地球の風景も素敵ですね。

 ツイート  2いいね！
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日中は暑くても朝夕は涼しくなってきました。
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寒暖の差が激しいほど紅葉は綺麗に色づき、
富士山麓の山梨県側は、早くも紅葉が始まっています。

台風18号が東日本を通過した次の日の夕暮れ、
秋の刷毛雲が夕焼け色に染まる東空に、
オレンジ色の十二日月が姿を現す。

(C).Yasumaro Yaita

「秋の夕暮れ、十二日月が昇る」 撮影：八板康麿

気になるのは、やはり「アイソン彗星」
11月末の太陽に最接近時にはマイナス等級になると期待されている彗星。
一時期、明るくなるのか心配されていましたが、
9月に入り、再度増光し始め、
初めの予報より1、2等級程暗い。

僅か3か月の間に彗星の明るさは1億倍以上に。そして、急激に暗くなる。
今回は短期決戦！！

世紀の大彗星になるか、楽しみ、楽しみ。
太陽最接近まであと59日！

* 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. 
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§ いろんな色の月！？

 ツイート  4いいね！

ブラックホールのかわいじゅんこです！

朝晩と随分涼しくなり、ようやく秋を感じられるようになって来ました。

そして、つい先日は中秋の名月。
みなさんお月見されましたか？？？

私は、週末の台風で中止になった「お月見の会」をリベンジ開催しました。
その、お月見様子は、コチラのブログで「星ヲ見上ゲテ暮ラス-星空リビングの
奨め－」
9月19日（木）の平日ながらもみなさんお集まりいただき本当に楽しかったで
す。

中秋の名月の当日は湿度も低く、からりとした夜空に白くまぶしい月が輝いてい
ましたね！

最近、この月の色がおもしろいと思っています。
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§ 中秋

というのも、台風一過の16日の夕方に見えた月が青かったんです！！！

生まれてはじめての体験で本当にビックリしましたよ！

そして、白くまぶしい中秋の名月。

立待月の昨日（9月21日）は湿気が多くて、月の出直後は赤い月でした。

星座を形作る恒星の色の違いも楽しいですが、これほど大きな面で輝き、毎日色
を変えていく月も
趣がありますよね。
なかなかうまく写真に捕らえることができないのが歯がゆいですが、今、一生懸
命撮影しています！

さてさて、十三夜はどんなお月様に出会えるのでしょうか？
今から楽しみです！！！

 ツイート  8いいね！

こんにちは。星の永田美絵です。
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ようやく秋の気配が漂い、朝夕と涼しくなってきましたね。
気が付くと夜空には秋の星がそろい始めました。
ペガスス座、アンドロメダ座、カシオペヤ座など古代
エチオピア王家物語の登場人物が目白押しです。

さて、星の永田ですが、今日は月の話です。
今月１９日は中秋の名月。お月見。
月は日本人にとって古来から特別な思い入れのある天体ですよね。

月の模様をもちをつくうさぎに見立てたり、
十五夜から月を毎日眺めていくと
十六夜、立ち待ち月、居待ち月、寝待ち月と月の名前を変えて
呼んだり。
中秋の名月の頃、月は平均４０分くらいづつ昇ってくるのが遅く
なります。
そのため、立って待っていれば昇ってきた月が日ごとに寝て
待たなければならないほど遅く昇ってくることからついている
呼び名です。
本当に日本人て風流ですよね。
今日お天気が良ければ、月を眺めてみてくださいね。

さてお知らせです。
９月２８日に日本科学未来館でＮＨｋ子ども科学電話相談の公開イベント
があるのですが、（ごめんなさい、もう応募締め切りは終了 ）
この様子は１０月１２日午前１０時５分から５５分放送です。
いつもの放送センターからではないので、今から緊張してますが

http://blog-imgs-62.fc2.com/p/l/a/planetmoon/nightsky09_201309101242308c1.jpg
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§ 『忘れられない、今年のペルセウス座流星群』

頑張ります

 ツイート  3いいね！

����#����#����"��"��  

暑かった今年の夏。
地上の暑さから逃げたく、世界文化遺産の富士山頂を目指す。
今回は初めて須走口ルートから登り始めたが、思ったより登山者が少ない。
例年より延長されたマイカー規制、「弾丸登山」の自主規制が要因かもしれな
い。

今年の富士山頂はなかなか晴れない。
麓から湧き出てくる雲が山頂に向かい、三脚が転倒するほど、絶えず強風が吹き
続く。

富士山頂では満足な星空が見られず、８月のペルセウス座流星群の時期に。
太平洋側ではこの時期、クリアな星空に出会えるチャンスが少ない。
夏の八ヶ岳の麓は霧や雲が多く発生しすい。
思い切って、標高2.000m以上の山に登山することにし、白馬の八方池を目指
す。

Photo:
「夕暮れの不帰Ⅲ峰、不帰Ⅱ峰、不帰Ⅰ峰、第2ケルン(左の峰から)」 八方池近
くで 
撮影：八板康麿
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§ 星ヨガの魅力何倍にも！－星ヨガリトリート－

此処は白馬三山を鏡のように映しだす天然の池。
まるでスイスの風景のようで、息をのむような美しさに感動！

昼間は何度も訪れたことがある八方池であるが、
此処で一晩中、撮影するのは初めて。

日が沈む頃、現場に着くと、３人の先客が撮影しており、
声を掛けると、動画撮影とのこと。

真夜中、風が止むと、水面が鏡のようになり、
その水面にペルセウス座の光芒が宝石のように映え、時折、綺麗な流れ星が飛翔
していく。

一人の若い青年から、
「あの雲の帯は何ですか？」

『天ノ川だよ！』
と、答えると、
「すげぇー！　初めて見ました！」
流れ星がスッーと現れる度に大歓声！！

そして、朝を迎えると、その3人は、
「どうもありがとうごさいました！」
礼儀正しく御礼を言われ、握手を求められる。
満天の星空とペルセウス座流星群に感激したのだろう。

デジカメのモニターに流星群の画像を再生してみると、
夜空の条件が良いこともあるが、多くの流れ星が例年より多く写っている。
「どうして、こんなに流れ星が写っているのかなぁ？」
その訳は、下山後に知ることになる．．．．。

* 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！
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ブラックホールかわいです！

この夏は本当に、暑かった。
いやまだ暑いですね・・・

体調は大丈夫ですか？

私は、さすがにこの夏はいけません。
体調がどうもすぐれないのです。

でも、私の周りには素敵な人たちがたくさんいて、食事のこと、運動のこと、リ
ンパの流れ、
いろいろとアドバイスをしてくれます。

これから、どんどん体調を整ええいきますよ！！！
その中でも「星ヨガ」は、ひと月に1回ですが、私の体調を整えてくれる素晴ら
しいプログラムです。

海、砂浜(大地）、宙を全身で感じながら、ゆっくりとカラダを整えてい
く・・・
空の色がどんどん変り、いつの間にか一番星。

そして、星空を見上げながらゆっくりと星のお話しをきいていただく。

そんな、気持ちいいプログラムがパワーアップします！
9月28日(土）29日(日）の1泊2日で「志賀高原」に行って、「星ヨガ」を堪能す
るのです
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§ 夏休みの楽しみ

山の大地を踏みしめて、満天の星空を見上げて・・・
もう想像するだけで、ドキドキわくわくします！！！
お申込きめきりは9月13日(金）です。

詳細・お申込方法はコチラ⇒「星ヨガリトリートin志賀高原」
 ツイート  2いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です
今年もやっています。夏休み子ども科学電話相談。
気が付くと私の夏の定番になりました。
毎年４日ほどですが、ＮＨK放送センターの代々木公園がよく見える
スタジオから全国の子どもたちの天文の質問に答えています。
今年の私の担当は残すところ８月２７日となりました。
天文は国立天文台の渡部先生とかわさき宙と緑の科学館の国司先生と
私。大好きな天文の先生方なのに、決してスタジオでお会いすることが
できないのが残念

年々先生方が増え、何年もすれ違いの先生もいるほどになりました。
でも一年に一度、出会うなんて織姫彦星のようではありませんか。
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§ 来た！来た！！来た！！！ペルセウス座流星群！

どの先生も子供たちに優しく接する通り、そのままの優しい素晴らしい
先生方ばかり。
私は毎年、この先生方にお会いするのがとても楽しみなのです。
答えを聞いて、子供と一緒になってへ～っと思い、子供と一緒に笑って
しまったり。
聞いたことがないという方は、大人でも楽しいのでぜひ！
ただし、質問は中学生まででお願いしますね。時々大人の方がかけて
くるそうですが、ごめんなさいね。
また、時々大人の方が、あの答えは違うぞーと電話をかけてこられる
ことがあります。
どの先生も小学生には小学生の、３歳には３歳のわかるような説明を
一生懸命考えています。
正確にはもっと難しい答を言わなければならない場合などわかりやす
いよう、あえて省略することもあります。
そこをわかってください。
違うぞーよりも、こんな風に言うと小さな子供でもわかるよって教え
てくれると良いと思いますよ。

しかしこのラジオ番組、長時間生放送終了後に、ほとんど一発録音の
ＨＰ用収録というのがあるのです。当日子供からきた質問を別に録音
するという恐ろしいもの・・・。
これは、先生方順番で録音するのですが、終わらないとお昼にもいけま
せんので、これが終わるまでは気がぬけません。
みなさん、よく答えられるな～と思っていましたが、いつのまにか
私もやっておりました。これはその場で考えて話をするので、大変
良い勉強になっています。

今年は９月２８日にラジオセンターを飛び出して日本科学未来館で
イベントもありますので、興味がある方はぜひ。

夏休み子ども科学電話相談

 ツイート  2いいね！

ブラックホールかわいです
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お盆です。

そして、暑いです。

クーラーの壊れている祖母の家で、扇風機と離れられない生活をしています。

さて、今、私は岡山県井原市ということろにいます。
井原市には「美星町」という星のきれいなところがあって、天文台もあります。

今年、関東は昼間晴れていても、夜に湿気が上がって曇ってしまうというパター
ンが多く、
流星群を見るのはちょっと不安でした。
そこで、12日の2時に、意を決して岡山まで車を走らせました！ビーサンつっか
けて！

長旅でしたが、運転が好きなので楽しかった。山陽道は初めてだったし。
結局到着は12日の17時・・・。

仮眠して、その夜美星に向いました。
よさそうな場所は、聞いていましたので真っ暗な道を進みましたよ。
そこは、グランドでした。

近くで、人が大勢集まっている様子もありました。
赤いライトが時々点々とみえて、大きい流れ星が流れると歓声があがって！(笑)

私は撮影もしたいし、見たいし、もううろちょろうろちょろ・・・

でもね、こういう時ってこうなのねと思ったのは、カメラを向けてないほうに流
れるのですよ、なぜか(苦笑）
で、今のは入っただろうということ思うと、やっぱり入ってない(涙）
なんでよ！
かろうじて、ひとつ、小さなのが撮れました。見えますか？左上・・・
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§ 『涼しげな夏の七夕』

でも、肉眼で大きく長い流れ星をたくさん見ることができました！！！

23時くらいから3時くらいまで、本当に堪能。
夜のお供は、メロンパン。
おいしかった～

虫除けスプレーしたけどかなり刺されました。
でも、気持ちが大きくなっていたので、「吸え！そして、私の血で子孫繁栄する
がよい！」なんて
思っていたりしたのです。(笑)

 ツイート  15いいね！

暑い毎日が続いていますが、頑張っていますか？

����#����#����"��"��  

先日、暑い日光での撮影時、涼しげな和菓子を発見 
透明な寒天の中に、青い地に真珠の粒の帯、その帯を挟んで二つの金色の粒
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お店の人に聞いてみると、
真ん中の帯状が「天ノ川」、上の金色粒は「織姫星」、下は「彦星」を表してい
ますと．．．。

一年に1度だけ逢うことを許された夜 
そのお味は、美味しかった～
和菓子に目がないMARO。
美味しい出会いに大感激

この和菓子は特別な日にしか作らないそうですが、
記念日やお祝いの日に送ってみてもいいかもしれません。
ご相談に応じて頂けますとのことで、連絡してみては如何でしょうか。

あっ、そうそう
天然水で仕込んだ「おにぎり」も、天下一品
星見の夜食にお薦めで～～す

 ☆o.:・;.:*・☆o.:・;.:*・☆o.:・;;..:*・☆o.:・;.:*・☆ o.:・;..*・☆ 

創業５０年！　和洋菓子とおにぎりの店『乙女屋』
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§ 夏休みのお知らせ

住所　日光市稲荷町3-1-2 東武線・日光駅の近く
電話　0288-54-0967
時間　9:00～17:00
休み　火曜日 

* 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！

こんばんは。
星の永田美絵です。

夏休みのお知らせが３つ

一つは以前からずーっとあたためていた本がようやくできました。
このブログでもおなじみの写真家八板さんの素敵な写真と
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プラネタリウム番組のイラストレーター矢吹浩さんの素敵な
イラストで綴る星空図鑑です

『星座の見つけ方と神話がわかる　星空図鑑』（成美堂出版）A5判　160ページ

このクオリティーで1000円です。
これはかなりおすすめです。
夏休みに星空を見に行くという方、星の本を読みたいという方、
プレゼントにもぜひ

二つめはＮＨｋラジオ夏休み子ども電話科学相談がそろそろ
始まります。
今年も子供の皆さんの元気な質問、お待ちしています！
今日は一足早くプラネタリウムで子供たちの質問にお答えして
しまいました。
「僕の質問も聞いてー！！」
というかわしらしい男の子。名前を聞いて
「さあ、質問は何かな？」

「・・・・・・」男の子、忘れてしまったらしいです。
かわいいわ。

http://www.seibidoshuppan.co.jp/product/9784415314778/
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§ 「楽園ハワイの星空観察ツアー」に行ってきまし
た！！

三つめは、コスモプラネタリウム渋谷で毎週金曜日19時から
天文教室がはじまりました。
7月8月は必ず私が解説します。テーマは「銀河の世界」。
今日もお客様がたくさん観にいらしてくださり、あたたかい
お言葉をいただいたり、質問にお答えしたりしました。
夏休み、天文学を勉強したいという方、ぜひ！

今年の夏休みは、星を観て過ごしてみるというのも
良いですよ。

 ツイート  10いいね！

アロハ～！！
ブラックホールかわいです。

７月５日から１０日まで、ハワイ島へ星空観察ツアーに行ってきました。

添乗員さんの付かないツアーのため、ワタクシ急遽インスタント添乗員としても
お仕事してきました。

ハワイのヒロ空港に到着してすぐに、頭の上の太陽の周りに虹が！
「日暈（ひがさ）」が見られました。
なんだか、虹のレイをもらったようで、すでにみんなで大興奮！

今回のツアーは自然を満喫する内容となっていまして、ネイチャーツアーガイド
の長谷川久美子さん
と一緒に連日、火山、滝、植物、鳥たち、といろいろなものを観て、話を聴き、
感嘆し感動し考えさせられ
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§ 「竜巻が通過後、一台の望遠鏡が.....。」

あっというまでありながら、あまりにも濃い内容ですごく長い滞在だったような
感じもしています。

実は、星空ツアーなのに、もしかしたら星が見られないかも！という状況ではあ
りましたが、
なんともミラクルがおきて満天の星空を堪能しました。
そして、最後の夜に久美子さんの家の庭から撮影をした天の川。
本当に素晴らしかった。

このツアーの、詳細ドタバタ珍道中旅行記は、ブログ「星ヲ見上ゲテ暮ラス」
で！

 ツイート  11いいね！
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先月、アメリカのオクラホマ州を襲った巨大竜巻。
大きな被害を受けたムーアの街が報道されたが、昨年5月7日、国内でも竜巻が襲
った。

GWの最終日に茨城と栃木を襲った竜巻。
１人が死亡、５２人がけがをし、２０００棟を超える建物が被災した。

竜巻が茨城県つくば市北条地区を通過した翌日、夜が明けるとともに取材開始。
明るくなるにつれて、あまりの被害に言葉を失う。

電柱も根元からなぎ倒され、家は屋根が飛ばされ、
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家の壁には突風で割れたガラスの破片が刺さり、
何処からか飛んできた角材が何本も田んぼに突き刺さっている。

そして、雇用促進住宅北条宿舎１号棟の裏側にたどり着く。
(　書籍「空の天気のふしぎ 109」・偕成社　のP.90、竜巻で破壊された建物)

この建物の裏に小さな公園。
横転したワンボツクスカー近くに小さなベンチ。
よく見ると、ベンチの根元だけ残し、板が飛ばされてしまっている。

ジャングルジムに吹き飛ばされた自転車が曲がって絡まっている。
手で取り除こうとしても、外れない。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　茨城県つくば市北条地区で　　撮影：八板康麿

そのジャングルジムの反対側、宿舎建物に目を転じると、大きな窓ガラスが割
れ、
大きなカーテンが幾つも窓辺に垂れ下がり、その1階の部屋の外にキラっと光る
物が....。

大きな三脚に、経緯台、白く長い筒状のもの。
それは、一台の天体望遠鏡。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-270.html
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　　　　　　　　　　　茨城県つくば市北条地区で　　撮影：八板康麿　　　
　　　

この宿舎にお住まいの方の望遠鏡でしょう。
時々、望遠鏡で覗く星々に一喜一憂され、大事に大事にされたのでしょう。
竜巻の被害を免れ、傷、一つありません。

あれから1年。
あの時見た白い望遠鏡の光景、今でも忘れられない。

１日も早く元の北条の街に復興を願っています。

* 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！
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§ 梅雨空の合間に

2013/06/17/Mon 12:00:11　　未分類/CM:0/TB:0/ ▲

§ 入梅しましたが・・・

こんにちは。
星の永田美絵です
梅雨の晴れ間に、今おすすめの星をご紹介しましょう。

太陽が沈んだ直後、西空の水星と金星。
水星、金星は地球の内側の軌道をめぐる内惑星です。
内惑星は常に太陽から離れないように見えるため、
太陽が沈んだ夕方西空低くか、明け方太陽がのぼる東の空
低くを行ったりきたりする惑星。
特に水星がみるのが難しい惑星なので、今がチャンス

もう一つの惑星、土星は宵空南の空です。
おとめ座のスピカという青白い星が近くに並び、なかなか素敵
プラネタリウムの解説の中でよく言っているのですが、私が星の世界に
入るきっかけとなった一つの星が土星でした。
望遠鏡で見た美しさ、神秘的な姿に大感動し、将来星の仕事をしたいと
思いました。
今いる自分にたどり着くまで、多くの人との出会いがありましたが、
多くの美しい風景との出会いもありました。土星はそんな私の人生を大きく
変えてくれた星でした。

空高くに輝く北斗七星はひしゃくの形ですが、梅雨の時期は大きく傾いて
天からお水がこぼれています。
北斗七星から北極星を見つけて北の方角探しもしましょう。
星で方角を知るなんて・・と思わず、これは案外役に立ちます。
方向音痴の私は実際に道に迷って北極星を見つけて無事帰り着いたことが
あるのですから。

星はいろいろなことを教えてくれます。
そして、そっと励ましてくれたりするのです。
梅雨の晴れ間は星を眺めてみましょうね。

 ツイート  7いいね！

ブラックホールかわいです！

ご無沙汰です。
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さて、平年よりも早い入梅をして星が見えない日が多くなってきました。
湿気も多いし・・・

でも先日、鎌倉の材木座海岸でのこと。
その日は、曇りがちの空模様で時々晴れ間の見える天気でした。
夕方から「星ヨガ」を開催する日でもありました。
チョット涼しい浜辺で、ヨガスタート！

ヨガの深井みほこ先生は、体を温めるヨガをたくさんやってくれました。
それでも、涼しい風と空には雲が。

大きく手を広げて空に向って大きく円を描くように！
空に向って、宙に向ってぐーーーーんと伸びて伸びて！
みんなでそうしているうちになんと雲が晴れてきたのです！！！

体も温まり、星がひとつふたつ見えてきて、いよいよ星のお話しの時間になった
ら
土星が輝いているのが見えました！
やった！みんなで天体望遠鏡で土星を観察。

「かわいい！！！」

そう、やっぱり土星はかわいいのです。
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§ 『春の気まぐれほうきぼし』

春の大曲線、星座のお話しをしていると地平線あたりにあった雲からまん丸の
満月が顔を出しました！

少しオレンジがかったお月様。
美しくてうっとりです。
もちろん、お月様も望遠鏡で観ましたよ。

梅雨の晴れ間の楽しい星空観察会。
なんてラッキーなんでしょう。
本当に楽しかったです。

これからの晴れ間は、かなり貴重ですね！
ぜひお楽しみください。

そして、梅雨が明けたらいよいよ夏！ということで・・・
夏のツアーのご案内。

ハワイの自然を楽しみに行きませんか？
開催決定です！
まだ参加募集中ですので、気になる方はコチラをご覧くださいませ～！！！

 ツイート  8いいね！
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久しぶりに肉眼彗星になりそうだと期待されていた「パンスターズ彗星」。

地平線に近い低い西空に現れたため、春靄や中国大陸からやって来る黄砂の影響
で見つけにくい。

更に春特有のコロコロと変わる春の天候で、出会えるチャンスが少なかった。

でも、晴れ間を狙って富士山麓で連日、撮影に出掛けたのでした。

三月のある日、富士山麓の樹海の中を車で走っていると、
突然、広い青空が開けるスポットを見つける。
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此処から3000m級の主峰が連なる南アルプスと本栖湖を望め、
低空のパンスターズ彗星を捉えるには絶景のロケーション。

三脚にカメラを据えて日が暮れるのを待っていると、車が一台、そしてもう一
台。
一台の車から長い望遠レンズを携える白髪のお爺さん、
もう一台から小学生の男の子とお父さんが下りてきた。

「彗星ですか？」と、声をかけると、
「見えますかね？　厚い雲がありますね。」と、お爺さん。
上空は雲は切れて星が見えるが、彗星がいる西空には黒く厚い雲が覆っている。

彗星が見える時間になっても、厚い雲がなかなかとれない。
「ちぇっ、見えない！」
痺れを切らしたお爺ちゃんは帰ってしまった。

それから５分ぐらい経つと、
急に冷たい北風が吹き、厚く重い雲がゆっくり動き始め、
雲の切れ間から星が瞬きはじめ、
そして、尾を引く小さなパンスターズ彗星が姿を現す！！

「あそこに見えますよ！」
と、近くの親子に声をかけると、
「どこ？　何処ですか？」

もう一本の三脚に据えてあった双眼鏡に彗星を視野の中に入れると、
「わっ！！　みえる！　みえる！！」
男の子の大きな歓声が真っ暗な森に中にこだまする。
でも、彗星が見えたのは僅か2分ぐらい。

帰り際、
「見えた、よかったね！」
と、その男の子に声をかけると、
「ちがう、ちがう！！」
と言うと、車内からおもむろに一冊の本を持って出てくる。
その本の表紙には、天体ドームの上にＶ字型の長い尾を引くパンスターズ彗星が
描かれたある天文雑誌。
それを見せられた時、何と答えたらいいのか困惑した瞬間でもあった。



Photo:「パンスターズ彗星は、どこ？」撮影:八板康麿
答えは、やや左、雲の切れ間に短い尾を引いているのが彗星。下方に本栖湖。
３月21日、山梨県富士ヶ嶺地区で。Nikon D3s 70mmレンズ。固定撮影。

【追記】 
迫力あるパンスターズ彗星アップの待受画面及び、動画は、
携帯、スマートフォンでご覧になれます。
こちらに お立ち寄り下さい。

また、６月に信州・辰野町でホタルの光跡と月、木曽路妻籠宿の風景を撮影する
『木曽路妻籠宿の風景と幻想なゲンジボタルの光跡』ツアーを催します。
６月１８日(火）が新宿発 です。
よろしければ、どうぞご参加下さい。

* 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. 
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§ 空をみる
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§ 人生初の高知県。土佐山に行ってきました。

こんにちは。
星の永田美絵です

しばらくブログが書けなくて申し訳ありませんでした。

さて、みなさん余裕ある生活してますか？
別に外国旅行へ行くとか、豪勢な食事をする、ということでは
ありません。

余裕とは、日の入りをじっくり30分以上かけてみる、とか
好きな本を時間を気にせず読むとかです。
私は最近まったく余裕なく過ごしていましたが、ひょんなこと
から10日間ほど余裕ある生活をする羽目になりました。

この間に、毎日のように天候が変化し、突風が吹いたり、雨が
降ったり、すかっと晴れたり。
雲の流れを見ているだけでも、こんなに刻一刻と変化している
のです。
そして、日の入りの美しさ
雲の色が変わっていく様子や太陽が地平線の下に沈んで行くま
での緊張感。

身近にある風景なのに、いつも見逃していました。

あらためて、忙しく過ごすことは、大切なものを無くしていく
ことだなと思いました。

4月　新しいことにチャレンジする方も多いでしょう。
でも、急がず、ゆっくり余裕を持って進みましょ

頭の上には春の大曲線が気持ちよく伸びています

 ツイート  5いいね！
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こんにちは。
ブラックホールかわいです

先日、星空のお話しをしに高知県の土佐山というところに行ってまいりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

NPO法人土佐山アカデミーが主催するワークショップの一環です。

会場は、市内から車で20分くらいの場所なんですがすっかり山の中なのです。

今回の中身は星のお話しを聞いてもらって、そのあと外で食べたり飲んだりしな
がら
星空を楽しもう！というもの。

いつもと同じ？？？と思いきや、今回のメインディッシュは「しし汁」。
そうです、いのししです。
当日までに準備万端、しとめていただき、解体していただき、きれいにブロック
肉となって
冷凍されていました。
それを、前々日から解凍して当日切り分け作業。

http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/tosayama.jpg
http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20130317173529ab9.jpg
http://tosayamaacademy.org/


その後、炭窯作りを見に行って、

さらに「梅まつり」も堪能して、

ワークショップ当日にやけに余裕？？？

私の担当は、ホットワイン作りもありました！
せっかく土佐山で作るホットワインなので、文旦を使います。
もちろん無農薬。というか、庭にあるんだもん。

このホットワイン作りは、コンロの隣でしし汁をクツクツに煮ている横で、
魔女のように鍋をゆ～っくりかき混ぜながら、味見をしながら作っていたら

「じゅんこさーん！あと5分で始まりますよ～！！！」と

呼ばれまして、あわてました！

すごくおいしくできたホットワインを置いて、会場へ向かいました。

今回定員20名のところ30名以上も来てくださって本当に感謝感謝です。
星の話、星座の神話をお話ししていよいよ外へ。

http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/sisiniku.jpg
http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/sumigama.jpg
http://blog-imgs-43.fc2.com/p/l/a/planetmoon/ume.jpg
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§ 『夢のコラボが実現！！』

会場の駐車場は真っ暗、でもしし汁を温める薪の炎と、焼肉用の炭火がともって
いました。
みんなで、さっきお勉強した星座を見つけては歓声をあげました。（笑）

望遠鏡では木星を見ました。
1台しかないので、ちょっと時間がかかってしまいましたが、
匂いもクセもなくやわらかいしし肉のはいったしし汁はおいしいし、おにぎりも
あったし
焼肉も！（私は食べられなかったけど）
ホットワインも好評でうれしかった。
他にも、星座ワインも用意しましたので、皆さんそれぞれ楽しんでいただけたの
ではないかと
思っています。

土佐山アカデミーのfacebookページにも、当日の様子が書かれていますので、ぜ
ひ！

素敵な星空のある場所に行って、おいしいお料理と楽しい会話と時々星を見上げ
る。

この幸せな時間はある出会いから始まります。
もう7年くらい前になりますか？ハワイのホクレアという星だけを頼りに航海す
るカヌーがハワイから
日本にやってきました。そのときのクルーで唯一の日本人女性が内野加奈子さ
ん。
彼女が、現在土佐山アカデミーのスタッフとして活躍していて、今回呼んでもら
いました。
いつも思いますが、人のご縁で生かしてもらっています。
本当にありがとうございます。
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「きょう、雨がふるかなぁ？」
「今度の流星群の日、晴れるかなぁ？」
と気になって、必ず天気予報で確認しますね。
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『空はどうして青いの？』
『空から降ってくる雨つぶの大きさはどのくらい？』
『暑い日、アスファルトの道路の表面に現れる水のようなものは何？』
『異常気象って何だろう？』
と、疑問を感じたことはありませんか？
そんな疑問に答えてくれる本が出来ました！！

　　 『空と天気のふしぎ109 』 

　[著]森田正光 　[写真]八板康麿
　全144ページ、オールカラー（偕成社）
　定価／本体価格1,800円 + 消費税

TBSテレビ・ラジオでお天気キャスターをつとめる、
森田正光さんとの夢のコラボが実現しました。
空や雲の疑問に森田さんが答え、八板が撮った迫力ある写真を沢山、掲載。

青い空に浮かぶ雲には様々な表情があることを発見したり、
稲妻の撮影中、近くの大木に落雷し、物凄い音に腰を抜かしたり、
大竜巻が通過した悲惨な現場では、あまりの惨さに言葉も出ず、
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台風が進む同じ進路で移動しながら撮影中、突風で車が浮いたり、
豪雪地帯では車がスタックして人に助けられたり、
地域によって、小さな雪の結晶が変わることが判ったり、
慣れない実験撮影には悪戦苦闘したり．．．．．。
いろんな出来事がありました。

気象がもたらす自然災害の怖さを身にしみて感じるとともに、
「写真には大きな力が潜んでいる。」
と、改めて教えてくれました。

雲と天気の疑問に、森田さんのズバリ回答をじっくり読むもヨシ！
綺麗な雲の写真、迫力ある写真をじっくり見るのもヨシ！
「基礎知識コーナー」は、本当に勉強になります。
ぜひ、一度、一読をお勧めします。
Book『空と天気のふしぎ 109 』 
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