
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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§ 長い間ありがとうございました（管理人）

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。

星空散歩道（ブログ）　管理人です。

2009年の４月より、この星空散歩道（ブログ）がスタートしました。

約7年間、10万アクセスを超えるアクセスを頂き、心から感謝致します。

月の八板さん、星の永田さん、ブラックホールのかわいさん、
長い間、ありがとうございました。

以後は、個々のブログやSNS（フェイスブックやツイッター、インスタグラムな
ど）など、
是非、リンク先をご掲載頂ければと思います。

ķ ǇǒƵ!ªåŚŕŖśķŴǊǖƺžûƑŽƧƟƊƭŵǊǖƺƬƲƻƾǌƯƼƆƥźǗķĽķŎōłķŌőŔŏķŕŧťŚŕŖśķŴǊǖƺžûƑŽƧƟƊƭŵǊǖƺƬƲƻƾǌƯƼƆƥźǗķĽķŎōłķŌőŔŏķŕŧť

http://www.amazon.co.jp/dp/4035278904/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=atmk-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4035278904&adid=17XS67AW00XCSTCZTKYS&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2F
http://www.amazon.co.jp/dp/4035278904/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=atmk-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4035278904&adid=17XS67AW00XCSTCZTKYS&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2F
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/4035278904/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=atmk-22&camp=243&creative=1615&linkCode=am1&creativeASIN=4035278904&adid=17XS67AW00XCSTCZTKYS&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2F
http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm/privacy-policy.html?o=9
http://planetmoon.blog37.fc2.com/
http://planetmoon.blog37.fc2.com/?overture
http://planetmoon.blog37.fc2.com/?overture
http://planetmoon.blog37.fc2.com/#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-343.html
http://science.blogmura.com/space/
http://vsc.send.microad.jp/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=43072__snr=2__zoneid=4009__OXLCA=1__cb=717f59c285__t=1464181193.6913__oadest=http%3A%2F%2Fblog.fc2.com%2Fcampaign%2Fecobag%2F
http://blog.fc2.com/
http://fc2.to/3ainzJ


2016/03/09/Wed 21:30:56　　未分類/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「あけましておめでとうございます！」

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

（各自、ログインにて掲載してくださね）

宇宙はまだまだ未知のことが多く、夢や想いは永遠に続くことでしょう。

読者の皆様、記事掲載して頂いた３名の星空散歩人の皆様、
ありがとうございました。

またいつか、どこかの星でお会いしましょう。

＿
 ツイート  1いいね！

スポンサーサイト
[7日間限定] 副業で日給2万円！
【ついに最も簡単なネットビジネスが誕生】 なんと、コピペするだけ♪

あけましておめでとうでございます！
ブラックホールかわいです。

あっという間に2015年が終わってしまいましたが、年末に素晴らしい天体ショ
ーを見ることができました！
それは、ふたご座流星群です。
今年はスゴイ！と言われ、私もみなさんにことあるごとにお話してまいりました
が、まさに！！！

今回、私が見た場所は高知県の室戸岬の突端です。

お仕事で、訪ねたこの場所は海が東から南そして西まで海の素晴らしい空。
これは期待するなという方が難しい！！！
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「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

12月14日の夜、星空の講座を開催していました。座学の後みんなで外に出て星
を見ようという計画でした。
昼から天気が良くて、夕暮れもきれいに晴れ渡る空、みんなの気持ちは上がる一
方！

そして、座学も終わっていよいよ外に出てみると・・・、なんと雲！！！（涙）
なんでだよおおおおおおお！
車で他の海岸へ移動してみましたが、雲の隙間はあるものの、やはり雲雲雲雲
雲・・・。

何ともやりきれない気持ちでしたが、おなかもすいていたのでスタッフのみなさ
んとご飯を頂きました。
素敵なお宅におよばれして、美味しいだご飯をいただきながらも、みんな空が気
になって、時々外に出てみるものの
やはり雲。今年は冬が暖かすぎて、夜になると雲が出てしまいます。

あきらめきれずに、眠れず友人宅の窓から空を眺めていたら、ポツっと星が一
つ！
おおおおお？！あれは木星か？と天体望遠鏡を出して覗こうとするものの、横着
にも窓際に寄せた布団の上から
見ようとするものだから、グラグラして全然見えなくて、それがまたおかしくて
夜中に二人で大笑いしながら全然眠れないでいるとなんと星がたくさん見えてき
て！

慌てて、車に乗り込んで暗い海岸目指しました！
そして、駐車場に寝っ転がると・・・
スゴイすごい！
同時に二つや三つながれるんですよ-----！！
ついつい、ずっと見ていましたが、慌てて出てきたので結構薄着でした。
すると、案の定そのあとは風邪をひきました。
みなさんには、夜星を見るときは暖かい恰好で、なんてエラソウに言ってます
が、だめですね。
反省。
でも、本当に幸せな時間でしたよ。朝方には金星も見えて、しかも海に月の道は
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§ 『礼に始まり礼に終わる』

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

見たことがありますが、金星の道が
できていたのにはびっくり！本当に明るいんですね。

さあ、この調子で今年も楽しい星空ライフを！！！
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�ƙ�ƙ�¥�¥ƓƈŲƓƈŲ

Ŵ]ƙOĶgĭƓŵķŴ]ƙOĶgĭƓŵķŰŰŰķŰŰŰķ�uǝ�¥rĴ�uǝ�¥rĴ

ŁŁ�ƙÛűeğÒƔĜęÒƔƙÒEƗČŹOĶgƗãö��ƙ�uƗøƐƒſƍ�ƙƃƔƓƈŲŁŁ�ƙÛűeğÒƔĜęÒƔƙÒEƗČŹOĶgƗãö��ƙ�uƗøƐƒſƍ�ƙƃƔƓƈŲ
ŐŖǕīÊêƙOĶgĭČƀƙ�VćƓűNſƖƲǅǓƬðąƐƍQU�XÈžßƏ°ƟƐƒŹƟƆƍŲŐŖǕīÊêƙOĶgĭČƀƙ�VćƓűNſƖƲǅǓƬðąƐƍQU�XÈžßƏ°ƟƐƒŹƟƆƍŲ
đƬ®�ƆƍŹƔzŹűĈƬ°ơƒűđƬ®�ƆƍŹƔzŹűĈƬ°ơƒű
Ŵƕźƌ¾ƐƒƀƎƅŹǗŵŴƕźƌ¾ƐƒƀƎƅŹǗŵ
Ɣű�ƈƔűķ¾ƐƍwƗƋƙUž�ƧčƧű¼ųƔĩƬ�Ƃƒű�ƆűƋƙƟƟƙTƗŲƔű�ƈƔűķ¾ƐƍwƗƋƙUž�ƧčƧű¼ųƔĩƬ�Ƃƒű�ƆűƋƙƟƟƙTƗŲ
zƫƉű~-ƆƒƆƟŹű±�ƢĩƬ�ƂƒƆƟŹƟƆƍŲzƫƉű~-ƆƒƆƟŹű±�ƢĩƬ�ƂƒƆƟŹƟƆƍŲ
¤
ƓƚűŸƧxƖŹ��ǚǚǚǚŲ¤
ƓƚűŸƧxƖŹ��ǚǚǚǚŲ
ƃƙ�VćČƀƗűaƅƖĭŴOĶgŵžŸƧƟƈŲƃƙ�VćČƀƗűaƅƖĭŴOĶgŵžŸƧƟƈŲ
ƃƙĭƙĭóƚűŁŉłŇmű�ĕĤ´ĚđŴOàgŵĭƔƆƒĝĀƅƩűƃƙĭƙĭóƚűŁŉłŇmű�ĕĤ´ĚđŴOàgŵĭƔƆƒĝĀƅƩű
OàgƗ¿·žÁ'ƆƍƃƔƬ¯ƗűŁŉŉŀműĭóž�âŲOàgƗ¿·žÁ'ƆƍƃƔƬ¯ƗűŁŉŉŀműĭóž�âŲ
�ƙJsƚ²ƆƖžƦűǑǂǒƖ�ƟŹŲ�ƙJsƚ²ƆƖžƦűǑǂǒƖ�ƟŹŲ
c¨ƙ�ƗĪûıž�ƁƦƩűĭó�ƙƻǁǓǃƵǏƻƗ�ƙ�žŸƍƨƔűƔƒƢéĳǗc¨ƙ�ƗĪûıž�ƁƦƩűĭó�ƙƻǁǓǃƵǏƻƗ�ƙ�žŸƍƨƔűƔƒƢéĳǗ

]ƙOĶgĭƗīÊêƙ)ĈžÕƀƔűKƀƙď.űďXƙ�ƍƏžĠƧű]ƙOĶgĭƗīÊêƙ)ĈžÕƀƔűKƀƙď.űďXƙ�ƍƏžĠƧű
)ĈžÎĈƆƒŽƦĔ�¯ž�žƧűÐűkćƗƑƀŲ)ĈžÎĈƆƒŽƦĔ�¯ž�žƧűÐűkćƗƑƀŲ
#ƜűĦ_ƖĭóƗ�ƨƔűƋƙ�ƗƚÛƙ:ċsžéĳƗĊŹƒŹƟƆƍŲ#ƜűĦ_ƖĭóƗ�ƨƔűƋƙ�ƗƚÛƙ:ċsžéĳƗĊŹƒŹƟƆƍŲ
bƆĚƏƣƭƙ´�ƏžƫŽƧƟƆƍǚǚǚǚŲbƆĚƏƣƭƙ´�ƏžƫŽƧƟƆƍǚǚǚǚŲ

�ƙµÊƅƭÑ�ƙ¡ž5öØƥƧ'ÄƅƩƟƆƍŲ�ƙµÊƅƭÑ�ƙ¡ž5öØƥƧ'ÄƅƩƟƆƍŲ
�ČűYZƗò9Ƭ�ƀQ{žFŻƒŹƟƈŲO�Ƥ�qƙC¡ÖĄűþÀ�¸űżƆƣƩƖO�þÀƵƿƼƖƕƙæű:�ČűYZƗò9Ƭ�ƀQ{žFŻƒŹƟƈŲO�Ƥ�qƙC¡ÖĄűþÀ�¸űżƆƣƩƖO�þÀƵƿƼƖƕƙæű:
WƙZƯǉǓǂűżƈƈơƙ�>þÀƻǋƿǂƖƕűéĳƖ$ÓƔ=ÿƯǏƻǂƓƫŽƧƤƈƀÿĂƆƍƳƯǃǇƿƴƓƈŲWƙZƯǉǓǂűżƈƈơƙ�>þÀƻǋƿǂƖƕűéĳƖ$ÓƔ=ÿƯǏƻǂƓƫŽƧƤƈƀÿĂƆƍƳƯǃǇƿƴƓƈŲ
�RſƙËUƗƢ0(4îƗƖƨ¡ƓƈŲ�RſƙËUƗƢ0(4îƗƖƨ¡ƓƈŲ
�;űaÈƚ$Ó2+Ɣ3ÝƬbƆBáƆƟƆƍŲ�;űaÈƚ$Ó2+Ɣ3ÝƬbƆBáƆƟƆƍŲ

javascript:void(0)
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-4.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-342.html#com
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-342.html#tb
http://planetmoon.blog37.fc2.com/#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-339.html
http://www.warewarewa.com/livemoon_bp/
http://www.warewarewa.com/livemoon/
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-343.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-342.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-339.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-0.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-1.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-2.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-3.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-4.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-5.html
http://art-true.com/
http://dugong2010.blog116.fc2.com/
http://science.blogmura.com/space/
http://planetmoon.blog37.fc2.com/?admin
javascript:window.location.replace('http://blog.fc2.com/?linkid=planetmoon');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-342.html


łŀŁŅĿŁłĿłňĿŒťŤķŁŁŊŀň ŊŀŅŰŰłŀŁŅĿŁłĿłňĿŒťŤķŁŁŊŀň ŊŀŅŰŰ��ĿĿōŒŊŀōŒŊŀĿĿŗŌŊŀŗŌŊŀĿķĿķŮŮ

§ プラネタリウムの星

RSSリンクの表示
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こんにちは　星の永田美絵です

11月23日にコスモプラネタリウム渋谷開館5周年記念　星空フェスティバルを開
催しました。
プラネタリウムと音楽のコラボは　「せきす～いハウス～♪」のＣＭでもおなじ
みの優しい歌声の
アルケミストさん。

夕焼け空に沈む太陽を背に「とおきやま」を安らぎの声で歌いながら、いつしか
満天の星。
その後、私の大好きな「地図」を熱唱していただきました。

コンソールでプラネタリウムの星を観ながら思わず泣いてしまいました。
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2015/11/26/Thu 13:15:20　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 秋の星と冬の星

プラネタリウムの星はほんものではありませんが、プラネタリウムの星の輝きは
私たちに
多くの感動や元気をくれるのです。

これから寒くなりますので渋谷のお越しの際はぜひコスモプラネタリウム渋谷
へ。

ちなみにコスモぷらネタリム渋谷は投影時間によってかなり内容が違うのです。
クラシック音楽を聴きながら宇宙の映像や星を楽しむ「奇跡の惑星のシンフォニ
ー」や東京だけでなく赤道や
北極や南極の星の動きを見ていく「世界星空めぐり」。世界星空めぐりは解説員
が50分間星の話をする
なかなか最近のプラネタリウムにない手法を使ってします！

小さなお子様には土日祝11時30分からのファミリータイム。大人の方もどうぞ。
かなり楽しめます。

それではプラネタリウムの星の下で会いましょう！
 ツイート  1いいね！
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ごめんなさい。
少しご無沙汰してしまいました。星の永田美絵です。

バンドー神戸青少年科学館で投影している「星空へのリクエスト」にちょっと声
の出演を
させていただきまして、神戸に行ってきました。
青い空をうんと見上げて元気をいっぱい充電しました。

今、宵空には「旗ぼし」と呼ばれる大きな秋の四辺形が輝いています。
こでがペガスス座。
背中に羽があり自由に空をかける馬の星座です。
古代の人はなんて自由に空に星座を描いたのでしょうね。
秋の星座は本当にドラマティックです。

アンドロメダ姫を救うべく化けクジラと戦うペルセウス王子。
王道のヒーロー物語は数千年前から人々のお気に入りの物語なんでしょうね。
いいなぁ　ヒーロー！

そして今頃、ぜひご覧いただきたいのは、明け方の冬の星。
東の空から昇ってくるオリオン座、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオ
ン。
冬の大三角です。

でも明け方には、今明けの明星の金星、赤い火星、そして木星、さらに水星が
並んでいるのです。
本当に綺麗で、早起きをしてぜひご覧いただきたい星の並びです。

早起きをして星を眺める。
簡単そうで、案外できないかもしれませんが、だからこそいつもと違う朝を迎え
るのも
良いものですよ。
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2015/10/19/Mon 11:53:49　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「花より月見団子」

今週は、聖心女子大学で星の話をします。
楽しみです。

そして小淵沢に友人に会いに行ってきます。これもすごく楽しみ♪
綺麗な星空がみられるかな。

みなさんにとっても良い日々でありますように。

 ツイート  1いいね！

ブラックホールのかわいです！

もうすぐ中秋の名月。
今年は9月27日(日）です。
さて、どんな準備をしましょうか？

まずはススキ。
できれば、生えているところを探したいものです。
我が家の近くにはたくさん生えています。
線路の脇、崖の上・・・危険なところが多いですから気を付けないと。
ススキは秋の七草のひとつです。
オミナエシ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、フジバカマ、クズ、ハギ
これが、秋の七草です。
ススキさけではなく、これらも積んでくるのもいいでしょう。

それから、大事なのはお月見団子。
これは、和菓子屋さんでも買えますが、作ってみると結構楽しいものです。
スーパーには、団子粉や上新粉が売っています。作り方も書いてあるので、その
通りに作ればいいのです。
みんなで、ワイワイしながらお団子丸めて。
15個作ってお供えします。
十五夜ですからね。

私は、昨年たこ焼き器で真ん丸のホットケーキを作ってお団子のように飾ってみ
ました。
これもまた、楽しい美味しいです！

他には、旬の野菜や果物をお供えします。
というのも、庶民にお月見が広まったのは、秋の収穫を感謝したからです。
お供えをしたら、あとは月の名前がついているお酒があると、申し分なし！です
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2015/09/17/Thu 20:46:59　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『日本一の打ち上げ花火！』
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ね！！！

 ツイート  1いいね！
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§ 七夕

明日は七夕。
1年に1度、夜空の中で織姫と彦星が出会える日です。
天の川の両側にある織姫星（こと座のベガ）と彦星（わし座のアルタイル）
を眺め短冊に願い事を書いてみる。
昔から伝えられている日本の行事ですが、1年に1度、みんなが夜空を見上げる
日がある日本って良いですよね。

といってもここのところ雨や曇り空が続いています。
ちょっと残念。

きらきら元気が良いのは雨が似合う花たちです。
では、七夕の由来をちょっとお話しましょう。
みなさんのよく知っている仕事をさぼって遊んでしまった織姫、彦星を
天帝が天の川の両側に離れ離れにしてしまった話は中国からきた
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2015/07/06/Mon 17:24:03　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ コスモプラネタリウム渋谷に、新展示！

ものです。
しかし偶然にも日本では同じ7月7日に清らかな乙女が機をしつらえて
神様を海辺で待つという行事があり、一緒になって七夕の風習が
はじまりました。
きっこうでんという技芸の上達を願うのが本来の七夕。

ですから「お裁縫が上達しますように」

なんていう願い事が良いわけで、

「彼氏ができまうすように」

はダメなんですよ。本当はね。

でも夜空を見上げて星が出ていたら、ちょっと願い事をしてみて
くださいね。

コスモプラネタリウム渋谷では願い事を書いた短冊を笹に飾ること
ができます。
ぜひ、遊びにきてくださいね。

そして、いよいよ解説員が50分間お話をして、みなさんを世界に御案内
するプラネタリウム番組「世界星空めぐり」が7月14日からはじまります。
詳しい時間などはコスモプラネタリウム渋谷のホームページで確認して
みてくださいね。

ちょっとした気づくと笑える小ネタを入れました。お楽しみに！

　
 ツイート  1いいね！

みなさん、こんにちは！
ブラックホールかわいです。

昨日、コスモプラネタリウム渋谷のガラスケース内展示の一部の変更をさせてい
ただきました。
みなさん、渋谷のプラネタリウムに行ったことありますか？
セルリアンタワーのちょうど裏側にある、渋谷区文化総合センターの最上階12階
にあります。
図書館やホールなど区の施設を集めたビルの一番上はプラネタリウムなんです。
ビルの上に銀色のまあるいドームが見えますので、すぐにわかると思います。上
を見上げていたら。
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今回の展示変更は、今までとは少し違ったイメージで展開しています。
月の模様についてです。
この展示を見てくださった方々が、夜に月を見てみたくなる！そんなことをイメ
ージしました。
実際、素敵なデザイナーさんとお仕事をさせていただいて、なんとも「かわい
い！」展示になりました。

女性の反応も上々です。

かわいい！だけではありません。
清水建設さんから月の砂のレプリカをお借りして展示しています。
月の表面を覆うレゴリスという砂。

月のkろい部分と白い部分の違い。

おススメは、村松解説員による展示の説明！
いろいろ小道具も使っての解説は必見ですよ～～～

さらに、月に関する神話。
世界各国の月の模様の見立て方。

人ぞれぞれ、模様の見えかたは違うはずです。
自分は何に見えるかな？って思いながら月を見上げてもらえたらうれしいです。
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2015/06/27/Sat 10:29:17　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『山梨県から見る富士山の美しい光景』

　　　　　　　　　　　　　　　　

もう一つ、お知らせ！
「銀座百点」で、渡邊潤一先生と篠原ともえさんと鼎談をさせていただきまし
た。

　　　　　　　　　　　　　
良かったら、銀座で手にしてみてください。

 ツイート  1いいね！

ŰŰķ�ƙŰŰķ�ƙ�¥�¥ƓƈŲƓƈŲ  

昨日は年一回の「虫歯予防ディ－」。
「歯」が健康でないと、身体の調子が悪くなるので定期検診をオススメ！

梅雨入り前の西空に、マイナス２等星の明るい「宵の明星」が輝き、
森の中から鹿の遠吠えが聞こえる。
この付近は冬眠から覚めた熊がよく出没すると地元のニュースで報道され、
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野生動物の鳴き声や足音でドキッとしまう。
富士山麓は最近、野生の動物が増え、深夜の車の運転中にヒャッーとすることが
頻繁に。

　富士山麓で

でも、明かりが一つも無いので星がよく見える。
この時期、山梨県から見る富士山から素晴らしい光景に出会うことができる。
それは、「初夏富士に立ち昇る天ノ川」
梅雨入り前や梅雨の晴れ間に見られるこの光景は、言葉に表現できないくらい美
しい。
日本人に生まれてきて良かったと思う一時でもある。
梅雨明けの夏でも、この素晴らしい光景を見ることができるが、
その頃は気温が高くなり、モヤが多く、透明度が悪く、天ノ川が綺麗に見えな
い。
この美しい光景の写真は、スマートフォンやガラケーで見られる
「待受★天文ナビ」で公開していますので是非、ご覧下さいませ！

さて、この夏も撮影ツアー、講座が盛り沢山！
ご参加下さい！！

『ほたる祭りの期間中の蛍の里・辰野に宿泊！夜空に舞いあがる辰野の蛍と初夏
の山岳風景』【新宿発】

『月光に照らされる山々と満点の星々 　霧ヶ峰・美ヶ原高原の風景』【上野・
新宿発】

『夏の花々と市川三郷町ふるさと夏祭り 神明（しんめい）の花火大会を撮ろ
う』【新宿出発】

〔Nikon College〕「天空写真の画像処理講座」【東京・品川】

〔Nikon College〕「今年最大のスーパームーンとスカイツリーを撮る！　【東
京・新宿】
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§ 祝　10万（PV）アクセス

2015/05/29/Fri 07:48:44　　お知らせ/CM:0/TB:0/ ▲

§ ゴールデンウィークはやっぱりプラネタリウム

 ツイート  1いいね！

2009年より3名で書き始めたブログ　「星空散歩道」
ついに　10万（PV）アクセス　を超えました。

ありがとうございます！

みなさまの応援（閲覧）に感謝致します。
これからも応援お願いします。

管理人
 ツイート  1いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です。
今日は初夏の陽気でしたね。

もうすぐゴールデンウィーク。
せっかくですから星を眺めましょうよ。
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星を観る時に、いきなり見上げても何がなんだかよくわからないという方が
多いと思います。

そんな時はプラネタリウムです！
最近のプラネタリウムは迫力ある映像ですし、番組も多様化していますので
見応えありですよ☆
私が解説しているコスモプラネタリウム渋谷も時間や曜日によって番組が変わり
ます。

土日祝
11：30　ファミリータイム　探検！ぼくらの太陽系
13：00　スターオーシャン
14：30　重力の秘密
16：00　スターオーシャン
17：30　ファーストスター誕生
19：00　重力の秘密

平日
13：00　ファーストスター誕生
14：30　重力の秘密
16：00　スターオーシャン
19：00　曜日変わりになります。

プラネタリウムでのんびり星を眺めて、夜は夜空の星を眺める。。
なんとも素敵なゴールデンウィークの過ごし方ではないですか！！

ちなみに今、夜8時、北の空高くに見えている北斗七星からたどる春の大曲線。
うしかい座のアルクトゥールス
からおとめ座のスピカ。
さらにしし座。
空の綺麗な場所でしたら木星を頼りにかに座を見つけましょう。

星とともに素敵なお休みをお過ごしください。

私はコスモプラネタリウムで待っています！見かけたらお声をおかけください
ね。

あっ結構込みますので早めに観覧券をお買い求めください。土日祝日は10時から
時間指定で発売してます。



2015/04/28/Tue 16:48:50　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「宙ガールで、理科ハウスを貸切！」

 ツイート  1いいね！

ブラックホールかわいです！

先日、ステキな場所へ宙ガールたちと行ってきました。
そこは、「世界一ちいさな科学館　理科ハウス」です。
逗子の池子十字路にある、理科ハウスは、年に一度手作りでプラネタリウムドー
ムを建て、星のお話もしています。毎年1回は私も投影のお手伝いをさせていた
だいています。
この科学館のステキなところは体験体感実感型の科学館だということ。
普段使わない脳みそをフル回転させて、わいわいキャーキャーするのは心身とも
にリフレッシュするのです。

「科学館？私、理科苦手だったしぃ・・・」「科学ってむずかしそう」
そんなことを思って敬遠していたとしたら、それはとってももったいない。
行った人は、必ず「子供の頃にこんな場所があったら、きっと理科が好きになっ
てた！」と言います。理科って、暗記したり、数式解いたりするんじゃなくっ
て、自分の皮膚で鼻で目で耳で心で感じるものだっていうことがわかります。
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さて、今回の貸切は、もちろん私のプラネタリウムから始まりまして、

その後は2階へ。
学芸員のヤマウラさんの軽快なおしゃべりでみんなどんどん引き込まれていきま
す。
まずは、日頃の疲れが溜まっている宙ガールたちにピリッと、静電気。(笑)

アルミ箔に帯電させて、手をつないで輪になった私たち全員で・・・ビリッ！
キャー！！！きたーーーーーー！来るとわかっていてもドキドキします。
まだまだ静電気実験は続きます。
アルミ缶の間に糸で結ばれた画鋲。電気を通すとその画鋲がゆれて缶が鳴り出し

ます。

13本並んだ缶。途中は発泡酒ですが、最後はエビスビールです。いいオトナがエ
ビスを鳴らすぞ!と必死に塩ビ管を毛糸で擦ります。(苦笑)
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2015/03/31/Tue 15:51:05　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『夜明けの蠍』

　　

その後も電気のプラス人間とマイナス人間を作ったり、盛り上がったのは、この
粉なぁ～んだ？のコーナーです。5色の風船にそれぞれ違う粉が入っています。
それが何か？を当てるのです。触ったり、音を聞いたり、水に溶かしたものを嗅
いだり。
それなりに大人になった私たちは、日頃の料理の経験やら昔昔の理科の時間の記
憶を呼び起こしたりしながら、脳みそグルグルさせました。そして・・・全部正
解～～～！！！
なんと気持ちのいいことでしょう。
その後のお昼ご飯が美味しかった！(ビールもね)

ヤマウラさん、館長のモリさん、ありがとうございました～！！！

 ツイート  2いいね！

プチご無沙汰です～
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§ 星空散歩道　もうすぐ10万（PV）アクセス

2015/02/28/Sat 18:07:44　　お知らせ/CM:1/TB:0/ ▲

§ 冬の星

2009年より3名で書き始めた　星空散歩道　、おかげさまで
もうすぐ10万（PV）アクセスになろうとしています。
（年内に達成すると思っています）

みなさまの応援（閲覧）のおかげです。
これからも応援お願いします。

管理人

 ツイート  1いいね！

こんばんは。星の永田美絵です。☆

今は星座探しをするにはもってこいの時期。とにかく明るい星が多いので、夜空
を見上げると
都会の空でも星座探しをすることができます。
オリオン座のベテルギウスとリゲル、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキ
オン。
おうし座のアルデバランやぎょしゃ座のカペラ。
ふたご座のポルックス。
これだけで７つの1等星が宵空南東の空に見えるのですから、星を見つけるのも
簡単。
さらに東に明るい木星までのぼって本当に夜空が華やかです。

その中をラヴジョイ彗星もおじゃま。
私は先日渋谷から望遠鏡でラヴジョイ彗星観ましたよ。根気よく探せば都会でも
見つかります！

寒い中ではありますが、暖かい恰好で星を見上げると、心が温まります。
ベランダからでも、仕事帰りでも、友達と一緒でも一人でも、ぜひ見上げてみて
くださいね。

最新の観測で、近年地球のような大気があり、海がある可能性のある惑星がぞく
ぞくと発見
されています。
今後大きな望遠鏡も建設され、生命のいる惑星が発見されるのも秒読みかもしれ
ません。
もうそんな時代なのです。
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2015/01/21/Wed 20:12:33　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「美星町ツアー　コタツde流れ星」

地球という星は宇宙の中の一つの星。私たちは地球人。

そんな風に考えると、地球上で争っているのは小さなこと。悲しいことです。

冬のどこまでも凛とすんだ星を見上げていると、そんなことを考えてしまいま
す。

本日、出来立てほやほやの本が届きました！
新作です。　都会の空でも楽しめる星空探しの本です。
本屋さんで見つけたら、ちょっとのぞいてみてくださいね。
ブラックホール河合準子さんも載っていますよ～

 ツイート  3いいね！

ご無沙汰してしまって・・・
ブラックホールかわいです。
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明けましておめでとうございます！
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今、話題の（？）ラブジョイ彗星を撮影してみました。
わかります？？？(苦笑）

さて、今回は昨年12月14日に極大を迎えたふたご座流星群を「コタツに入って
ねっこ路がって見よう！」という
おもしろいイベントに参加してきましたのでその様子をご紹介します。

会場は、岡山県井原市美星町。
知る人ぞ知る、星空の美しい町です。
美星町には星伝説の神社が３社あります。
まずは、「高星神社」。
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続いて、「皇神社」。
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そして最後は「星尾神社」
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昼間は、こんな感じで美星の町を堪能して、夜は・・・
コタツと言っても外ですから、電気ではありませんよ。
練炭コタツ。
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こういうものに

豆炭を入れて、コタツの中に入れてあっためます。
ずらりと並んだコタツには70名の参加者が！！！
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私が、星の話をしていても、どんどん流れる流星に、歓声があがってすごい盛り
上がり！！！

氷点下の世界だったけど、美味しい豚汁とあったかいコタツに入って、みなさん
寒くなかったみたいです！

http://blog-imgs-78.fc2.com/p/l/a/planetmoon/sbisei017.jpg


2015/01/13/Tue 20:33:33　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『Merry Christmas！　そして、よいお年をお迎えく
ださい！』

すごく楽しかったので、改めて、美星星空ツアーを企画しようと思います！

＿
 ツイート  30いいね！

Merry Christmas！ 
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いろいろあった2014年も、もうすぐおしまいですね。 
今年は忙しかった！
デジタルカメラになって画像処理の作業時間が多くなり、マウスを握ったまま、
こっくりこっくり ＺｚｚＺｚｚＺｚｚ．．．．．。
気が付けば朝というのが何度もありました。
写真家は人の3倍以上働かなければいけません！
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ファイト！　ファイト！！

年明け共に撮影講座、撮影ツアーを催しますので、是非ご参加下さい。

Nikonさんで1月7日・13日・27日の3日間、「太陽の黒点、太陽の動きを撮
る!」 講座【昼間コース】を催します。ニコンプラザ新宿で2回の講座と撮影実習
を多摩川河川敷で行います。
太陽面に現れる「黒点」。眩しい光で見えない太陽黒点の撮影方法を学びます。
また、東から西へ移動していく太陽の動きを、数分間隔のインターバル撮影で捉
える方法も行います。
望遠鏡を用意しますので、交代で太陽黒点のクローズアップ撮影にトライしま
す！

2月は6日・13日・27日の3日間、「暗い星座を撮る！星空と景色を撮る！」 講
座【夜間コース】を催します。
品川インターシティで2回の講座と撮影実習を多摩川河川敷で行います。
カメラと三脚で星座を撮影する固定撮影法では、レンズの焦点距離によって『点
像』として捉えるには限界があります。
星を追尾して撮影するためにポータブル赤道儀を使って暗い星座の撮り方を学び
ます。
星空と景色と同時に捉える方法もご伝授します！

1月の講座はキャンセル待ちとなりましたが、2月の講座は残り僅かですが、今現
在はお申し込み可能です。

また、クラブツーリズムさんで2月3日の節分の日に、 1泊2日で、
　『月と富士の共演 田貫湖から冬の富嶽風景を撮る！』　を催します。
月齢13.8の月が昇る通称「パール富士」に加え、木星が昇る神秘的な光景を撮影
します。また、田貫湖畔から望む星々と富士の共演や、荘厳な日の出も絶好の被
写体。
冬の富士山麓を周遊しながら撮影して行きます。

そして、2月20日(金) 発、 1泊2日で、
　『細い月と火星、金星の接近 冬の八ヶ岳風景と冬の星座たちを撮る』　を催
します。
清里高原で細い月（月齢1.4）に接近する火星、金星、そして冬の夜空に煌く星
たちと八ヶ岳を撮影します。
その他、真冬の八ヶ岳に広がる高原や神秘的な湖や滝、輝く白銀の世界を狙いま
す。
この両ツアーは参加者を募集中です。
皆さんのご参加をお待ちしております．．．．．m(_ _)m

今夜はクリスマスですが、これから明日の講演準備！　準備！！
クリスマスと言えば、この曲！
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2014/12/25/Thu 18:00:08　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 月を愛でる

山下達郎の ♪クリスマス・イブ♪ をお送りします。
では、Merry Christmas！　そして、よいお年をお迎えください！

 ツイート  1いいね！

こんばんは。
ご無沙汰して、本当にごめんなさい。

星の永田美絵です。
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今、本当に月が綺麗ですよね。
ここのところ、月の話題が多いと思いませんか？

10月8日は皆既月食がありました。私は渋谷で観ましたが、今回の皆既月食は
本当に色が綺麗でした。

そして、先日11月5日はミラクルムーンなんて日がありました。
これは私もはじめて聞きましたが・・

一般的なお月見は旧暦8月15日の中秋の名月。
すすきやお団子を飾って月を眺める行事です。
そして、実は日本にはお月見は2回あるんです！
2回目が後の月と呼ばれる旧暦9月13日。
こちらも栗など秋の収穫物を備えて、満月前の月を
眺めます。この2回月を観るのが縁起が良いそう。

ところが日本の昔のカレンダー、旧暦は月の満ち欠けをもとにしていますので
1か月はちょっと短めの29日ほど。
そこで、閏月というのを入れて補正していたのですが、今年はその昔の

http://blog-imgs-52.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20141001tuki.jpg


2014/11/09/Sun 22:28:46　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『久しぶりの皆既月食！』

カレンダーにすると9月が2回入ったのですね。
1月、2月・・・9月、閏9月、10月・・ってことです。
ですので、旧暦9月13日が2回あり、その2回目が11月5日だった。

これがミラクルムーンですね。

とにかく、珍しいよってことでしたが・・・

私は思うに、なんでもよいのです。
今、月を観てみると、天高くに輝きとにかく綺麗なのです。
これを観ない手はありません。

冬の月は空高くを通るので、これからはますます月が見ごろ。

こんなに月を眺める日本って素敵だなぁとあらためて、嬉しくなりました。

 ツイート  3いいね！
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明日は久しぶりの皆既月食が見られます！

皆既月食 2014年10月8日 国立天文台(NAOJ)

赤銅色の神秘的な月がなんと1時間に及び、近くには天王星が寄り添って輝きま
す。
非常に珍しい光景です！
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2014/10/07/Tue 10:57:01　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「お月見ウィーク！！」

月食は街中でも楽しめますが、皆既月食と星々の共演は街明かりが少ない場所が
お薦め！！

 ツイート  3いいね！

大変ご無沙汰しております。
ブラックホールのかわいじゅんこです！

9月8日（月）は、中秋の名月ですね。
この週はお月見ウィークと呼んでいいと思っております。

というのも、日本人は中秋の名月だけではなく、その後もお月見を楽しんでいた
からです。
十五夜の翌日は十六夜（いざよい）。前日の月の出の時間から、いざよう（ため
らう）ように出てくるからです。
月は、1日経つ毎に50分くらい出が遅くなりますからね。

そして、17日目の月を立待月、18日目を居待月、19日目を寝待月、20日目を更
待月と呼んでいます。
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2014/09/06/Sat 10:14:52　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 『天候不順だった 2014 夏』

ここで、おや？と思うことがありませんか？
「待つ」という言葉が入っている。

日本人は、月を愛でるとき月の出を一番良しとしたのです。
私たちは、日の出を拝むことはあっても、月の出はなかなか見ませんよね。
月は、気が付いたら「あ！月だ！」という感じ・

でも、月の出を待ちながら、飲んだり食べたりワイワイしたり。
そんな時間を昔の日本人は楽しんでいたのですね。

今年は、ぜひ、この月の出を拝んでみたいものです。
ということで、今年の月の出リストアップ！
9月7日（日）　待宵　16:31
9月8日（月）　中秋の名月　17:14
9月9日（火）　十六夜　17:55
9月10日（水）　立待月　18:35
9月11日（木）　居待月　19:16
9月12日（金）　寝待月　19:57
9月13日（土）　更け待月　20:40
9月19日（金）　有明月　0:45（9月20日）

ちなみに、日の出は太陽が地平線から顔を出す瞬間ですが、月は中心が高度ゼロ
の時間なんです。
まあ、たいてい山があったり家があったり、ビルがあるので、月の出が見られる
時刻はまちまちですけどね。
旬の野菜や果物、そしてお団子。ススキやそこらへんに生えている草花を持って
きて、供えてみてください。
季節を感じ、お月様に感謝をする。
自分たちもお料理やお酒を楽しむ。
素敵な時間を過ごしてくださいませ。

 ツイート  2いいね！いいね！

引き続き、月の八板です。  
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「なかなか晴れない2014年の夏空」東京都・港区で 撮影:八板康麿 

今日の東京は9日ぶりの晴天でしたが、午後になると黒い雲が上空を覆い、
曇天空になってしまいました。
去年のような酷暑にならず、 冷夏の様な不順な天候。
一晩中、満天の星空に恵まれず、撮影も苦労の連続．．．．．。

さて、秋は撮影講座、撮影ツアーをバンバン催しますので、是非ご参加下さいま
せ。

Nikonさんで10月、3回（10/20・10/27・11/10）に分けて、
「宵の三日月とレインボーブリッジを撮る」 【夜間コース】を行います
星景写真の基本、カメラと三脚による固定撮影法のレクチャーをします。
撮影実習はお台場で宵空に輝く三日月とライトアップされたレインボーブリッジ
を撮影します。
12月には3回（12/5・12/12・12/26）に分けて、
「オリオン座と東京スカイツリーを撮る」 【夜間コース】を行います
都会の星座と風景の撮り方のレクチャーから始まり、
撮影実習は浅草の隅田川河川敷で夜の東京スカイツリーに昇るオリオン座を撮影
します。
共にお申し込み受付は、09/08(月)、午前10時より開始します。

また、クラブツーリズムさんで10月21日（火）発、1泊2日で
「紅葉彩る龍神湖と秘境・高瀬渓谷　上高地から望むオリオン座流星群を撮る」
を催します
オリオン座流星群のピークとなるこの時季に自然溢れる上高地から絶景の夜空を
撮影します。
秘境の地・高瀬渓谷や龍神湖、大町にそびえる大カエデなど見頃を迎えた紅葉の
名所もめぐります。
11月17日（月）には、1泊2日で
「秋深まる富岳風景と夕景の富士 富士山麓からしし座流星群を撮る」を催しま
す
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§ 「暑中お見舞い申し上げます」

富士山麓から極大になるしし座流星群を狙い、
富士を前景に昇るご来光を撮影します。
秋から晩秋へ移ろうこの時季、見頃を迎える紅葉や風景を追いかけ富士を周遊し
ます！
この両ツアーは参加者を募集中です。
皆さんのご参加をお待ちしております．．．．．m(_ _)m

* 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！

暑中お見舞い申し上げます  

暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。 

ŰķŰķ月の 八板 です。  

先日、撮影ツアーのロケハンで、長野県美ヶ原に行って来ました。 
下界の暑さを忘れてしまう標高2000mの美ヶ原高原は、 
富士山、八ヶ岳、中央アルプスをはじめ、北アルプスの大パノラマを一望。 
360度空を遮る障害物も無く、眺望が良し、夜になれば満天の星空．．．．．

此処に雲上の山小屋、「美ヶ原高原ホテル山本小屋」があります。 
この小屋には望遠鏡があり、操作方法を熟知された宿泊客には貸し出ししている
とのこと。 
今にも手の届きそうな雲上の満天星空、もう美しい！の一言に尽きます。
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山本小屋近くの牧場には牛が放牧され、夕方になると野生の鹿群れ。 
そして、牧場の前で、微笑ましい光景に出会いました。 

 
　　山本小屋近くで��撮影：八板康麿山本小屋近くで��撮影：八板康麿 　　 

式を挙げたばかりの新郎・新婦でしょうか。 
女の子が、 
「オメデトウ～～～！」 
と声をかけると、満面の笑み。 
末永くお幸せに。 

さて、夏が終わると撮影講座、撮影ツアーを催します。 
9月、カメラのNikonさんで3 回に分けて、「中秋の名月を撮る」 【夜間コース】
を行います。 
すみません。この講座は定員いっぱいになってキャンセル待ちとなりました。 
この後、10月～12月に固定撮影法の講座を行う予定ですので、Webチェックして
くださいネ！ 

10月21日（火）発、1泊2日で 
「紅葉彩る龍神湖と秘境・高瀬渓谷　上高地から望むオリオン座流星群を撮る」
を催します。 
オリオン座流星群のピークとなるこの時季に自然溢れる上高地から絶景の夜空を
撮影します。 
秘境の地・高瀬渓谷や龍神湖、大町にそびえる大カエデなど見頃を迎えた紅葉の
名所もめぐります。 

また、11月17日（月）発、1泊2日で 

https://recept.nikon-image.com/nikoncollege/CourseDetailGuidanceInit.do?termCode=48&subjectCode=T&courseNo=27&curriculumNo=1#special


「　秋深まる富岳風景と夕景の富士 富士山麓からしし座流星群を撮る　」を催
します。  
富士山麓から極大になるしし座流星群を狙い、 
富士を前景に昇るご来光は壮大です。 
秋から晩秋へ移ろうこの時季、見頃を迎える紅葉や風景を追いかけ富士を周遊し
ます！ 

この両ツアーは参加者を募集中です。 
皆さんのご参加をお待ちしております．．．．．

さてさて、星の永田さんと一緒に作った本『星と宇宙のふしぎ109』が6刷になり
ました！ 
わかりやすい回答と柔らかい言葉が、増刷につながっているんですね。 
夏休み宿題の活用に、如何でしょうか。 

  
Book 星と宇宙のふしぎ１０９ 
村山定男=監修 永田美絵=著　八板康麿=写真 
A5判／128ページ／定価：1890円（税別）／偕成社 

* 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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§ もうすぐ旧暦七夕☆

 ツイート  1いいね！

みなさん、こんにちは。
引き続き星の永田です。
7月7日は七夕。もう終わってしまった・・・と思っているみなさん。
本当の七夕はこれからです。
もともと日本では月の満ち欠けをもとにしたカレンダーを使っていました。
これは月の形を見れば日付がわかるという便利なもの。たとえば三日月は3日、
十五夜満月は15日。
ですから7月7日は半月よりちょっと細い七日月が見えていたわけです。
七夕は織姫が月の船に乗って天の川を渡り彦星に会いに行く伝説もありますの
で、七夕は月の船が
無いと伝説に合いません。
ということで、今年の伝統的、旧暦七夕は8月2日なのです。
この日に夜空を見ると織姫、彦星、月の船がちゃんと見えていますよ。

ということで、これからいろいろな場所で七夕まつりがおこなわれます。
私は昨日、一足早く氷川神社に行ってきました。

この小川のような天の川のような水辺に人型の紙を流したり、夕涼みがてら、風
鈴の音の中、
神社を歩きました。これから七夕まつりも行うようですよ。

さて、話は違いますが小惑星美絵の軌道と場所を送っていただきました。
宇宙の中に、この小惑星が巡っていると考えると嬉しくなります。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-3.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-318.html#com
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-318.html#tb
http://planetmoon.blog37.fc2.com/#pagetop
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-317.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%E6%9A%91%E4%B8%AD%E3%81%8A%E8%A6%8B%E8%88%9E%E3%81%84%E7%94%B3%E3%81%97%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-318.html
http://blog-imgs-68.fc2.com/p/l/a/planetmoon/02.jpg


さて、

これから夏休みに空の綺麗なところにお出かけの方も多いと思います。
夏の星空を見上げてみてくださいね。
星を見上げて話をするもの、気分が前向きになれて良いですよ。
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§ 星を見上げる

 ツイート  2いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です。
最近縁あって、本の監修をさせていただきました。
星座とギリシャ神話メインの読みやすい本です。
写真はこのブログを一緒にやっている八板さん。
とっても綺麗な写真満載ですよ。
コンビニなどにありますので、見かけたら手に
とってくださいませ★

さて、最近やりたいことリストというのを書きまして、自分で今こそやって
おかなければと思うことを今一度考えてみました。
皆さんもおすすめですが、なんとなくやりたいなぁ～と思っても、つい日々の
忙しさに追われてやらないことってありますよね。

やらなきゃ、一生できないですよ！

ということで、私先週から以前から通いたかった数学塾に行きはじめました。
大人になって数学を習うって良いですよ。公式を自分で出してみるとか数学の
歴史など習っています。
そして、来週はパラグライダーをやりに九州まで行ってしまいます。
これは段どってくれる素晴らしい友人のお蔭。感謝！
今後も続々とやります。

やりたいことリストで一番初めに出たことは各地に星の話をしに行くなのです。
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これは私がずっとやっていきたいことなので、星の話を聞きたい、プラネタリウ
ム
解説員としての話を聞きたい、投影のやり方を教えてほしい、漠然と星の話を
一緒にしたい、なんて方々はぜひお声をおかけください。

さて、21時ごろになると夏の星がのぼってきますね。
今年ももう半分。
夏といえばもうすぐ七夕ですから、織姫星と彦星を探しましょう。
都会でもばっちり見えます。
とにかく明るく見えて北寄り高く見えるのが織姫星、その下に
彦星。織姫星はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイル。
はくちょう座のデネブを結ぶと夏の大三角です。

今年は七夕に浴衣を着て星を観るなんていかがでしょう。
なんとなく心豊かになりますよね。

私は今年は自分で作ったかんざしを髪飾りにして浴衣を着ます！

http://blog-imgs-68.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20140619112137025.jpg
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§ 『癒される光景を見たい！　撮りたい！』

 ツイート  3いいね！

ŰŰķ�ƙŰŰķ�ƙ�¥�¥ƓƈŲƓƈŲ  

あの大雪がつい昨日のように感じる今日この頃。
季節は確実に変わり、午後10時過ぎには早くも、
東空に夏の天ノ川が昇ってきま～～す　
先日、乗鞍で見た天ノ川がとても綺麗で、入り乱れる暗黒帯も見え、
川の中を小さな流星や人工衛星が飛翔している姿も見えました。

最近はハッキリしない天候が続き、本州はそろそろ梅雨入りでしょうか。
田んぼの稲が急に背を伸ばすと、ホタルの季節の到来です。

呼吸をしているかのように光っては消え、消えては光るを繰り返すホタル。
ホタルが点滅しながら天ノ川に向かって飛んでいく姿は心を癒されますね。
子孫を残すため雄と雌がラブコール、成虫になって１～２週間で天国へ。
そう考えると人生最後の晴姿かもしれません。
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Photo 『天に輝くおおぐま座の星々、地に舞うゲンジボタル』
長野県辰野町で　撮影：八板康麿

今年も『幻想的なゲンジボタル撮影ツアー』を催します～～～
一晩で8000匹、多く時は一万匹のゲンジホタルが乱舞する信州・辰野町の松尾
峡、
星々と一緒に撮影します。
次の日には、出梁造りや堅繋格子の家々が並び、
江戸末期の面影を残す木曽路奈良井宿の風景を撮影します。

今週末の24日(土)、突発的に出現する流星群が見られるかもしれません！！
リニア彗星（209P/LINEAR）が放出した塵が、地球に接近する可能性があると
のこと。
日が沈んだ後、北空のきりん座付近を注目
今回しか見ることができません。
もしかすると、1時間あたりに100個以上の流星が見られる可能性も．．．。

* 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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§ 惑星にワクワク！！！

 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。

さて、美絵さんも書かれていましたが、この時期火星を含めて惑星たちを堪能で
きるんです。
21時くらいになると、火星がほぼ南中します。

南の空をず～っと見上げていくと、赤い星にぶつかります。
これが、火星。
んんん～、赤いですよ。この星。
わかりやす過ぎるほどに。（笑）
ぜひ、知らない人に自慢してください。

そして、今度は目線を西に向けますと、低いところにやたらに明るい星が。
コチラは、木星です。

今度は南東のそれほど高くない空には土星が見えています。（5月14日は月とす
ごく近くに見えます！）
これは、天体望遠鏡を持っている人には、ウハウハワクワクです。
いっぺんに沢山の惑星を堪能できるからです。

ということで、宙ガールたちの天体望遠鏡作りを、逗子海岸目の前の「渚小屋」
というカフェで開催しました。
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いつも、ワイワイキャイキャイとにぎやか女子たちですが、なぜか真剣すぎて怖
いくらい静か・・・。
思わず、BGMのボサノバを大きくかけてもらいました。(笑）

　　　　　　　　　　　　　　

完成して、みんなで外に出てピント合わせの練習。
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三脚無いのに、みんな尾一生懸命でかわいい！　　　　見えると歓声があがっ
て！

デザートの時間も忘れて夢中なんです。
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2014/05/14/Wed 11:01:38　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

その後は、「宙(そら）ガール、ねっころガール。」。

　　　

星のお話を聞いて、お食事して、砂浜にねっころがって星を見るんです。
でもこの日は、木星火星土星と月があって、ねっこがっていられないほど！
(笑）
時間を大幅にオーバーしてしまって、ゴメンナサイ。
この日がお誕生日だったあやちゃんのお祝いも兼ねて慌ててデザートタイムしま
した。

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

みなさんも、惑星を楽しんでくださいね！！！
 ツイート  8いいね！いいね！
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§ 星を見上げて。。

こんばんは。
星の永田美絵です。

4月14日に火星接近を迎え、宵空の火星が本当に綺麗です。
20時頃南東の空で、おとめ座の方向に見える火星は
2年2か月ごとに地球に近づきます。
近づくというと、火星がどーんと大きく見える印象ですが
肉眼では残念ながら点のまま。
それでもマイナス1.4等級で赤く明るい火星は本当に目を引９きます。

火星接近とは、地球の外側を太陽の周りを公転している火星
が地球と横並びになること。
同じ接近でも地球と火星の距離によって大接近だったり、小接近だった
りするのですが今回は9239万キロメートルの大接近ではないけ
れど、小接近でもありませんという微妙な接近。
でも、久しぶりに火星をじっくり見て、14日は大変嬉しい気持ちで
望遠鏡をのぞいていました。

ところで、もうすぐゴールデンウィーク。
きっと空の綺麗な場所に行かれるかたも多いと思います。
星を観るのにちょっとしたコツがありますので。。。

１．場所よりも案外大切なのは月齢
満月前後は月明かりがじゃまでせっかくの満天の星空が見られません。
新月前後を狙いましょう。今年は4月29日が新月ですので、星を観るには
最高のゴールデンウィークです

２．星図を頼りに星座探し
星図は時間と方角を合わせることが大切。最近はとっても便利な向ければ
星座が出てくるアプリもあるので、そのような星図を頼りに星座探しを
してみてください。
まずは明るい星から。
今頃は北斗七星から春の大曲線や、木星を頼りにふたご座、火星を
頼りにおとめ座など明るい星を頼りに見つけるのが良いですよ。

３．とにかく楽しむこと
星座があからなくても、なんとなく星を観ていると
流れ星が見えたりするかもしれませんし、明け方には空の綺麗
な場所ですと天の川が見えてきます。

星空を見ている時間ってとても心豊かになりますよね。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-310.html
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§ 『未曾有の大雪』

 ツイート  2いいね！

ŰŰķ�ƙŰŰķ�ƙ�¥�¥ƓƈŲƓƈŲ  

ド・ド・ドーッ～～～ 

真夜中、近くに雷が落ちたのかと、物凄い音で目が覚める。
先月14日から翌15日の未明まで降り続いた雪が、
２階の屋根から一気に落ちる音。
滅多に大雪が降らない地域なのに、山梨県・河口湖で143cm、甲府では114cm
を記録、
何れも観測史上最大に。
胸あたりまで雪が積もっており、家から出ることすら、ままならない状態。
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今回の雪の降り方は尋常ではない。
あっという間に車が雪に埋もれてしまった。
撮影：八板康麿

甲州街道、中央自動車道では、トラックや乗用車が立ち往生。
JR・四方津駅では、電車の中に120人が取り残され、架線が切れて暖房が利かな
い状態に。
深夜になり、30人程が近くの集会所に避難誘導され、暖を摂り、
青年部やコモアしおつ在住の市職員が温かい汁物やおにぎりの差し入れを。
避難された方々から大変感謝されたとのこと。

また、中央自動車道の談合坂サービスエリアでは、山崎製パン配送車の運転手
が、
立ち往生して動けない他の車のドライバーに、積んでいた食パンや菓子パンを
無料で提供したという。

大雪による情報を知ろうと、TVのスイッチを入れると、
公共放送ではソチ・オリンピックを放送している。
高い放送権料を支払っているためか、オリンピックの放送ばかりで、
大雪の報道が生放送されていない。

富士河口湖町で、帰宅途中の女性が大雪で車が立ち往生。
車を置いて、夜遅く徒歩で帰宅途中で凍死する事故が発生。
車内でもTVが見られる時代。
ラジオの言葉による豪雪の状況よりも、TVによる映像の方が、その状況が一目



で判り、
どう行動すれば良いかの判断材料にもなるはず。
公共放送が各地の様子を実況放送していれば、防げた事故かもしれない。
何故、“放送”よりも“報道”を優先しないのだろうか？
最近は機材の発達により、軽量化され、少人数でも現場から生中継できる時代。
各地に設置されてるライブカメラも駆使し、多チャンネルの一つを活用すべきと
思うのは私だけ？

気象予報士の森田正光さんは、仰っていました。
「雪が降るかどうかは南岸低気圧のルートなどに左右され、
八丈島付近を通れば、湿った空気は首都圏上空に流れ込み、寒気で冷やされて雪
となる。
八丈島の北側を通過すれば、低気圧が寒気を北に押し出し、雨となる。
関東甲信地方での降雪量の予測は難しい。」
もっと気象の勉強をしないといけませんね。
品切れが続いていました森田正光さんとの共著書『空と天気のふしぎ109』（偕
成社）が、
重版されました。
空や天気の疑問にズバリ答えてくれる本。
お薦めです！！

書籍『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
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§ 「今年初めての宙ガール、ねっころガール。」

長い長い冬の後、必ず桜は咲く 
 by MARO

さて、講演のお知らせです。
今月28日（金）、銀座のニコンプラザで「天体写真入門」です。
初心者向きに、天体写真の魅力と、その撮り方のお話しをします。
おかげさまで、28日の講演はキャンセル待ちが出るほどとのことで、
同じ内容で、5月30日(金)、午後7時より、
田町のニコン・セミナ－ルームで行いことになりました。
お問い合わせは此方です。

* 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！

どうもどうも、ブラックホールのかわいじゅんこです！

さて、春の雪が多い今年ですが・・・ようやく今年初の「宙ガール、ねっころガ
ール。」
ができました。
会場は、逗子海岸が目の前のカフェ「渚小屋」です。
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天気が良くてよかった～。
このまま、天気が持ってくれればうれしいなぁ。

前半は、天体望遠鏡作り。
大人も子供も一生懸命です。
だって、月のクレーターや土星の輪っかも見られるんですから！！！

http://blog-imgs-68.fc2.com/p/l/a/planetmoon/s1656015_718357024875505_494791260_n.jpg


そして、後半戦の「宙ガール、ねっころガール。」です。
今回のお食事は、和風の1プレートと中華おこわのおにぎりと、根菜スープ。

お腹があったまったところで、いよいよ砂浜に寝っ転がって星を見ます。
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ちょっと雲が出てきましたが、天頂近くにある木星をまずはみんなで見て、
そのあと、浜にねっころがりました！
そしてそしてこの日は、「ちっちゃい宙ガール」のりんちゃんが前日6歳のお誕
生日を迎えたので、
ちょっとサプライズでお祝い！！！
みんなでケーキを食べました～

http://blog-imgs-68.fc2.com/p/l/a/planetmoon/s1979561_718391304872077_46735827_n.jpg
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あああああ、楽しかった！！！
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