
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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§ 田牛の獅子踊り

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。

ブラックホール河合です

さて、前回の続きです。
中秋の名月の前夜に行われる「小稲の虎舞」を観た翌日。
そう、宿のお母さんに前日の祭りの後の祭り寿司(?)をもらって、
田牛の八幡神社に向かったというところまででしたね。

獅子踊りまでの時間があるので、近くの洞窟へ行ってみました。
なぜなら、私が宿を出るときに若いカップルも出発しようとしていて
宿のお母さんから、「上から見るとハートの形に見える洞窟があるよ、行ってご
らん」
と薦められていたからである。

「ハート好き 」というなんとも乙女チックな部分をかすか～に残しているブラ
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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

ックホールは、
お母さんとカップルの会話を何気ない顔して、耳はダンボ状態。
さっそく向かったのであります。

到着してみると、ハートの洞窟と私の目的地八幡さまは
ほんの目と鼻の先のはす向かいという近さでした。

まずは、洞窟。
上からも見ましたが、まあ、ハートかな？
でもあまりにも大きくて、よほどの広角レンズがないと収まりきらない。
ということで、写真はありません。あしからず。

さ、本番も近づいてきますと、神主さんも正装に着替えて、集まってくるおじさ
んたちも
礼服に白いネクタイというおめでたいいでたち。
集まってくるのはご老人ばかり・・・。

あ、小さい子供とお母さんもいました。
3年前から夜も獅子踊りをやるようになったというのも納得です。

田牛の獅子踊りは、雄と雌の獅子が舞います。
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§ 冬のプラネタリウム

「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

獅子は、集会場から各家々を巡って神社に来るのですが
その山車とともにお酒のビンにアジの干物をわらでくくりつけたものを持って歩
いていました。

この祭りのことは、この先生に聞け！という方がいました。
祭りのことを資料にまとめているということで、送っていただく約束をしました
が
まだ送ってもらえません・・・。
待ってま～す

 ツイート  0いいね！いいね！

朝夕だいぶ冷えてきましたね。
みなさんお元気ですか？　星の永田美絵です

最近は羽田にプラネタリウムができたり、スカイツリーのプラネタリウムも建設
中
だったり、はやぶさ効果で各地のプラネタリウムが大賑わいだったり、何かと
プラネタリウムが話題ですね。

それに、冬になるとなんとなく街中にも星があふれてたり。
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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)
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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

そんな星にぴったりのこの季節！
いよいよコスモプラネタリウム渋谷オープンまで1か月を切りました。

渋谷の新しいプラネタリウムを待ち望んでいる多くの方々の声に
お答えするため、本当に数々の試練を乗り越えてきましたが、
ようやくオープンまでの道筋が見えてきました。

いずれお話できる時がきたら、お伝えしますが、プラネタリウムに
関わった方々、一人として欠けても今は無かったと思います。
渋谷のプラネタリウムのために力を貸してくださった多くの皆様
に感謝 　感謝
多くの試練はこれからコスモプラネタリウム渋谷にお越しくださる
方々が喜んでいただけることですべて報われるはず。

プラネタリウムの詳細はマスコミ発表されましたら、ば～んとお伝
えしますね。
どうぞお楽しみに

さて、星と言えば一度は誰でも見たことがあると思われるオリオン座
のみつぼし。

ほら、星が

　　　　　　　　　　　
　　　　　　

こんな風に三つ並んでいるところです。

この星たちはギリシャ神話に登場する勇者オリオンのベルトに当たる
ので右からミンタカ(帯）、アルニラム(真珠の紐）、アルニタク（帯）
という名前が付いているのですが、一番右のミンタカは真東から
のぼり真西に沈む星。

方角を教えてくれる星でもあるんですよ。
とはいえミンタカが夜空で真西からのぼって、さらに真東に沈むのを
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§ 「紅葉の高原に輝くハートレー彗星！」

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

見るのは時間がかかってなかなか大変・・・・
って時はぜひプラネタリウムで。

今頃は日の入りの時に西に沈みゆく太陽を見ないで（ここがポイント ）
反対側の東から昇るオリオン座を見ていましょう。

さてにプラネタリウム館の中には星座解説の後に星をぐるっと日周させるところ
も
多いのですかさずミンタカに注目

プラネタリウムって自分だけの星空空間ですから好きな星を見てください。
きっといろいろな発見があるはず。

ちょこっと言いますとコスモプラネタリウム渋谷は好きな星が見られるような
空間になっています。お席によっていろいろな楽しみ方があるんです。

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　それでは渋谷に輝く星空の下でお会いしましょう

 ツイート  0いいね！いいね！
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§ 小稲の虎舞
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ċ ツイート ċ 0いいね！いいね！

　こんばんは。
ブラックホール河合です

お月見についていろいろと調べていると、
今でも昔からの伝統を残している地方はあるんですね。
特に鹿児島など九州の南のほうでは多いようでした。
チョット遠いな・・・。

でも近くにもあったのです。
江戸時代から続く伝統の行事が！

伊豆へ国選定無形文化財に指定されている
「小稲の虎舞（こいなのとらまい）」 　を
見に行ってまいりました～。

「撮影ができたらいいかな～」くらいの気持ちで行ってみたのですが
ちょっとお話を聞きたくなりました。
で、突撃アポ無しでいってみたら快く「来宮会会長」さんを筆頭に
皆さんが集まっている集会所に招いていただきました～。
（言っときますが、この写真斜掛け軸が斜めなんですよ。）

改めて正面から見るとカワイイですな。

いくつか質問したんですが、
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「なんで、中秋の名月の前夜にやるんでしょう？」
「んんん～、わからないね～。むかしっから旧暦の8月14日ってことになってん
だよ。」
「は、ははは～」

「それって、月に関係してるんでしょうか？」
「んんんんん～どうかな～、中秋の名月の一日前なんだよね。」
「え、えええ・・・」

「何年に1回かで、龍も登場するそうなんですが、今度はいつでしょうか？」
「もう、舞うやつが減っちゃったから、と～～～～～ぶんやれないな。」
「あ、あああ・・・そうですかぁ・・・」

文化財に指定されても、継承することは難しいのですね。
それでも、祭りを盛り上げる男性陣はかっこいい！
虎に入って舞う人も、太鼓を叩くひともピリっとしてるんですよね。
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2010/10/13/Wed 13:10:23　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ ブルームーン

　
いろんな人に聞いても、龍が出ると感動するよと言われました。
私は、虎だけでも感動したので、ぜひ龍も見てみたい！

そして、翌日は下田市の「田牛（とうじ）の獅子踊り」に
行ってみました。宿のお母さんに前日の祭りの後の祭り寿司の残りをもらっ

て・・・。
そして、この続きはまた今度。

さ、もうすぐ10月20日(水）は「十三夜」です。
まだまだ、秋の美味しいものを食べて、美味しいお酒を飲んで、お月見を楽しみ
ましょう
あ、お団子は13個ね

 ツイート  0いいね！いいね！

星の永田美絵です

10月8日は「新月」。
月の見えない晩です。
月が見えないからと言って、空にないわけじゃありません。

新月の時、月は太陽の方向にちゃんといるんです。
太陽と一緒で東からのぼり、お昼に南の空にきて、夕方西へ沈みます。

ただ、太陽がまぶしくて見えないだけ。
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ごくたまに月がちょうど太陽とぴったり同じ方向になる時があります。
これが日食。

新月の時こそ、実は昼間ずっと月が空にいるんです。

ところで先日　「ブルームーン」の講座に行ってきました。
ブルームーンとは、もともとアメリカメイン州の暦の中で使われた名前のようで
す。
メイン州農民年鑑によると1年間に満月が12回でなく13回ある年があり、余分な
満月を
をブルームーンと呼んでいたとか。

これがやがて1カ月に満月が2回ある場合の2度目の満月をブルームーンと
呼ぶようになってきたみたいです。

月の満ち欠けの周期が約29日のため、たとえば1日が満月になると
月の終わりにもう1度満月がやってくるのですね。
この2度目がブルームーン　

別に、この日に満月が青く見えるって訳ではありません。

最近、不思議なご縁で月を意識することが多くあります。

今週初めに月好きな友人の紹介でご一緒したのがＦＭラジオパーソナリティー
の斎藤美絵さん

ご本人の素敵な方ですが、さらにとっても素敵な手作りの花束を
いただきました 　

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/moon20101007.jpg


2010/10/07/Thu 20:00:00　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「南極大陸に舞うオーロラ」

同じ「美絵」ということで二人の時は斎藤さんが月の美絵さん、私は星の美絵
となり次回は一緒に満月をめでることになりました

　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しみだわ～

 ツイート  0いいね！いいね！

先月15日、太陽風の速度は上昇し、一時的に磁場が南向きになり、中規模のオー
ロラ活動が発生！

下の画像は、その翌日、南極大陸の昭和基地で捉えた「南天のオーロラ」。
南極の現地時間、午後6時20分から40分間、全天魚眼レンズ（360度）で撮影さ
れ、
画面の上が「南」、時計回りに「東」、「北」、「西」となり、大きな光の滲み
は「上弦の月」。
天頂のやや左側に「ケンタウルス座のα星・β星」、南に長寿星「カノープス」
が見えています。
（ブログの画像容量の制限で画像が粗く、星が見えにくい）

　 南天の星空に輝くオーロラ 

南極大陸で見上げると、こんな風に見えるんですね。
まさしく夢の競演！

日本に居ながら、地球の南端、南極大陸のオーロラが見られるなんて、凄い時代
になったものです。

この美しいオーロラを見ていると、
どんなに忙しくても、
　　　　 人への思いやりの気もちをを大切にしたいと思うのは何故でしょう？

　月の八板でした。

南極の昭和基地、全天カメラで撮影されたオーロラ　　　(Ｃ). 国立極地研究所
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2010/10/01/Fri 23:15:28　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ もうすぐ中秋の名月です

 ツイート  0いいね！いいね！

こんばんわ！ブラックホール河合です

9月に入りあっという間に半ばを過ぎてしました。
そして、もうすぐ今年の「中秋の名月」です。
今年は、9月22日（水）ですね。
みなさんお忘れなく。

で、私はチョット早めのお月見イベントをやってきました。
9月18日（土）に、湘南ビーチFMさんのファンクラブの集いを「月を愛でる
会　湘南流」
というタイトルで開催いたしました。
この会は音楽を楽しみながら、食べて飲んで月を愛でるというかなり欲張りの会
です。(笑）

お食事は、私が以前からブログにも書いたと思いますが、
満月の夜だけバーになる満月バーをやっている「鎌倉惣菜」にお願いしました！
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もともと、旬の食材を生かしたおいしいお惣菜を和から洋まで様々作られるので
すが、
今回のお月見には、旬だけではなく月を意識していただき、丸いものなんかも作
って
くれました。
ほんと～においしかった！！！
また、会場で土鍋で炊いたきのこご飯も作ってくれて、みなさん満足して下って
ました。

そしてお酒は、シャンパンで乾杯スタート、用意したのは月の名前が付いている
黒糖焼酎「満月」と日本酒は「月の輪」。
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ほとんどが人生の先輩がたの前で、私はお月見のお話をチョコっとさせていただ
きました。

また、食事が終わった後は観月ということで会場を3階に移し、天体望遠鏡をバ
ルコニーに
セッティングしたので、皆さんに覗いていただきましたよ。
結構初めての方が多かったです。
喜んでいただけるのは本当にうれしい。

そうそう、そのお月見会場にはお供えもちゃんとしました。
前日の夜に、FMのKさんと夜中までススキを探しに裁ちばさみ片手にうろうろし
てまして
かなり不審者だったと思います。(苦笑）
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2010/09/20/Mon 00:42:49　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 静かな夜

でもそのかいあって、かなり立派に見えます。
（花器が良いからだという説あり）

お団子は葉山に住んでいるカリスマ主婦の作品。
この方の作るものも全ておいしい！

いや～、中秋の名月を前に散々おいしいものをいただき、本番を忘れてしまいそ
う・・・(汗）

 ツイート  0いいね！いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です

9月に入っても暑い日が続き、人も疲れが出るころかと思いますが
永田家はテレビがストライキをおこしました。

もう、かんべんしてくれ～　

といきなり画面が真っ暗になり、うんともすんとも言わなくなり
ました。
修理に来てもらい、なおったと思ったら・・・翌日には

ほんと、かんべんしてください　

と、すぐに気絶してしまいました。
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2010/09/08/Wed 13:31:36　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「本当にあった怖～～い　お話」 一つ．

そこで、夜の時間は時折ラジオを聴くだけで空を眺めたり、読書を
したりしています。

これが、結構良いな と思っています。

風や車の音の中にうっすらと聞こえる虫の声。
これも小さな嬉しい発見。

　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　

秋の四辺形が見えてくると、いきなり夜空が秋になるから
不思議です。
ペガスス座が駆け上ってくると、夜空は一気に古代エチオピア王家
の世界。

アンドロメダ姫を化けくじらから助けるペルセウス王子。
二人を見守りケフェウス王とカシオペヤ王妃。

もう少し秋が深まってきたら、はるか昔の神話の世界を創造して
夜空を眺めてみましょ

 ツイート  0いいね！いいね！

 もう9月になってしまいました。
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§ 同じ空の下
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ċ ツイート ċ 0いいね！いいね！

こんにちは
星の永田美絵です。

昨日は、ブラックホール準子さんと逗子の花火大会へ
行って来ました。
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色とりどりの花火に歓声を上げる子ども達。

私たちも涙が出るほど笑い、楽しみました。
そして、美しい月や夏の星が輝く空を見上げ、そこに花咲く大きな花火
を見て過ごすことの幸せを感じました。

この同じ空の下。
一生懸命生きる子ども達がいます。

私の友人のお嬢さん（高校1年生のとてもキュートで賢い女の子です ）
が、8月16日から24日までNPO国境無き子ども達の友情
レポーターとしてフィリピンに行って来ました。

パヤタスという場所に生きる子ども達は毎日ゴミの山から食料やお金に
なるものを探して暮らしています。

スラム地区でストリートチルドレンとして暮らす多くの子ども達。

彼女は、子ども達の現実を見て、なぜこんなに笑顔なのだろうと心を
打たれたそうです。
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2010/08/27/Fri 15:37:42　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ ああ、私のアンタレス・・・(涙）

当たり前に家があり、学ぶことができる。
そして夜空を見上げ、心休まるひと時を過ごしている。
でも時に、人との比べて不幸だと感じてしまう。
私たちの生きる世界には、ゴミの山から食料を探す子ども達はいません。

でも、過酷な環境でも笑うことができる子ども達がいるんですね。

願わくば、この子ども達の頭の上にもつながる星空を、
子ども達が幸せな思いで眺められるよう、何かできたらと思う私です。

この様子は8月27日と30日のフジテレビニュースジャパン（23時半～）
に取り上げられるそうです。
臨時ニュースなどで延期されることもあるそうですが、ぜひ多くの
方に見ていただければと思います。

写真は全てリポーターＭちゃん撮影です。
彼女は多くの方にこの現実を伝えたいと願っています。

 ツイート  0いいね！いいね！

暑い、暑すぎですね。
ブラックホール河合です

立秋という暦の上だけの秋で、サンマも高くて手が出ないし
どうやって秋を満喫すればいいのか？
などと、思っていましたがまだまだ夏を楽しもうと思います。

今日は久しぶりに、私のアンタレス を楽しみに
葉山マリーナの中華レストランに行ってきました。
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2010/08/22/Sun 21:07:43　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

私のアンタレス とは、他ではなかなか飲めない「赤星」、
そうサッポロラガービールが飲めるんです～！！！

わが家族そして親戚の中では、かなりこのビールを飲むということに
重きを置いて通っておりました。

しかし！
ドリンクのメニューをみてあれれ？？
ないな・・・
なぜだろう？？？

そう言えば、「私がいる限り、このビールは仕入れますから」と
断言していた支配人がいない　
ううう、チョットご無沙汰していたらこんなことになっていた。
これはかなりの一大事！
この店に来る楽しみが無くなったといっても過言ではありません。
ああ、私のアンタレス 「赤星」。
今度は、どこに飲みに行けばいいのでしょう？
誰か教えてくれ～っ！！！
ちなみにコレです。

無いと思うと欲しくなる。
ああ、神様こんな私をお許しください！
でも、私のアンタレス 「赤星」の飲めるお店を教えてください！
すみませんね、こんなうじうじした内容で・・・

 ツイート  0いいね！いいね！
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§ 「朱夏、身近に輝く星々」

富士山麓の撮影より戻りました。

�Ū�Ū����ťŚņťŚņ  

「夏の富士と夕雲」（河口湖畔で） 撮影：八板康麿
（Ｎｉｋｏｎ　Ｄ３Ｓ ／ ＶＲ NIKKOR 70～200mm F2.8 ED・Ｇ ／200mmで
撮影／ＩＳＯ２００／ピクチャーコントロール｢ビビット｣設定／ＲＡＷ現像）

╋─────────────────────────────╋

遠くから祭の囃子、
ドーン ドーンと花火の音が聞えます。
日本の夏は良いスネ！

太平洋高気圧とチベット高気圧の2つの高気圧が日本列島上空に居すわり、
厚い2枚の毛布を覆い被ったような状態で、
猛暑が続く。

昼間は黒く見える富士山が、日が暮れる頃、
山肌にポツン、ポツン、と山小屋の明かりが灯り、
西空には一際明るい、宵の明星・金星が輝く。
暫くすると南北に帯状に伸びる「夏の天ノ川」が姿を現し、
時折、明るい流れ星が．．．．．。

この季節、富士山麓では霧や雲が多いのですが、
猛暑のせいでしょうか、透明度が良く、
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天候不順な昨年の夏より、星々がとても近くに輝いて見えます。

麓の電光掲示板には、
「五合目の駐車場は満車」
と一晩中、表示。
多くの登山客で賑わっている様子が麓からよく判ります。
（この後、富士スバルラインでは8月6日0時～17日24時まで、マイカー規制に）

うずっうずっ、うずっうずっ、再び、富士登山をしたくなりました。
この山、重い機材を背負って登るには厳しい山。
でも、でも、富士山頂から見上げる星空はまた格別。
人は何故、山に登るのでしょうか？
山頂に立った時、登山のたいへんさを忘れさせてくれる
素晴らしい絶景がそこにはあります。

【追記】
先月27日、午後4時ごろ、山梨県富士吉田市のホテルの敷地内にツキノワグマが
いるのをホテルの関係者が発見！
このクマは15日に隣の富士河口湖町で捕まり、山に放されていたが再び、人里
に。
催涙スプレーなどで警戒心を学習させ、富士山３合目付近で放された。
撮影中、このクマに遭遇するのではないかとドキドキ！
過去に、山奥での撮影中、クマに出会ったことが何度かありました。
「星」の撮影は、絶えず危険がつきまとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

╋─────────────────────────────╋

* 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. 



2010/08/08/Sun 09:31:02　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 夏が来た

 ツイート  0いいね！いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です

「夏が来た」　なんてキャンディーズの歌にありましたね

あっ古いですか？失礼・・・

私にとっての「夏が来た 」は毎年、ＮＨＫラジオ子ども
電話科学相談がはじまった時からなのです。
今年もはじまりました。

子どもたちの質問はその年の流行りを映します。
天文の質問で今年多かったのは、やはり小惑星や探査機の質問。

はやぶさ効果でしょうね。

３０日３１日のカプセル公開では１万人以上が列を作ったのですよね。
私も行きたかった～

さて今年は恐竜の先生も加わり、質問も目白押しでした。
ちびっこ恐竜博士が多く、電話口で次から次に出る恐竜の名前に他の
分野の先生方は感心するばかり

すごいなぁと思いつつ、見渡すとどの先生も小さな頃に好きなこと
を好奇心いっぱいでやっていた方々ばかり。
子どもの姿になんとなく昔をみてるような気がするのは私だけじゃないはず。
そして毎年思いますが、生き物でも星でも突き詰めると同じ地球や宇
宙でつながっている気がします。

ＨＰで質問も聴けますよ
「どうして僕の家のまわりにはスズメやカラスなど地味な鳥が多い
の？」　知りたい方はこちらに
　　
ＮＨＫラジオ子ども科学電話相談
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2010/08/02/Mon 01:00:00　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 夏なのです

そして、渋谷の駅からも見えますが、プラネタリウムはすでに椅子や
機械も入りました。
まだお見せできませんが、シックな色合いで素敵です

オープンは１１月２１日予定。　お楽しみに

 ツイート  0いいね！いいね！

ども、ブラックホール河合です。

今年の夏は、訃報が続きなんともやりきれない気分。
人間の命は本当にいつどうなるのか？まったくわかりません。
悲しい、せつない、やりきれない、淋しい、どんな言葉でも埋められないし
実感もなかなかわかないのが正直な気持ちです。

でも、まだまだ夏真っ盛りでミンミンゼミもがんばって鳴いてるし、
すっごく暑いし、夕方にはカナカナカナカナ・・・とヒグラシも鳴いてます。
海は人がいっぱいいるし、海の家も楽しそう。

そんな夏の一日に、湘南ビーチFMのゲスト収録に行ってきました。
今回は、星の色の話と8月に見られる天文現象です。
8月13日はペルセウス座流星群が極大に。
ここでいう13日は12日夜から13日朝にかけての夜のことです。
お間違えなく。
他にもみずがめ座ι流星群というヤツが8月20日に極大だそうです。
ぜひ、山奥の空の暗い場所で、蛇 や蚊 や鹿 や猪 や熊 に襲われないよう
に
対策をしつつ流星郡を楽しんでください。
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2010/07/28/Wed 23:56:16　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「夜空に月明かり、地上に瞬く星々」

O.Aは8月3日(火）の13時から。

その後、チョット車でふらっとしてみました。
そしたら、夏っぽい雲発見！！！

その名も「クワガタ雲」です。
なんか嬉しくなりました。

そして、金星でも見てみようと葉山マリーナあたりに行ってみようかと思いまし
たが、
あ！今日は葉山の花火大会でした。
よかった～、こんな日に行ったら渋滞にはまって大変だった。
ベランダから楽しませてもらいました。

  

　　　　　　　　

 ツイート  0いいね！いいね！
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暑中お見舞い申し上げま～～～す　
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[広告] VPS

「夜空に月明かり、地上に瞬く星々」（長野県辰野町で） 　 撮影：八板康麿

（Nikon Ｄ３Ｓ／AF-S NIKKOR 28-70mm F2.8 ED ／縦位置にして高感度動画
モードで撮影／ピクチャーコントロール「ニュートラル」設定）
　画面上に輝くのが月齢12.0、下方に点滅する緑光がゲンジボタル。ペンライト
ではありません。本物のホタルです。昨年の撮影時は高感度ＣＣＤカメラで動画
撮影したが、今回はデジタル一眼レフカメラで高感度動画が撮れる時代に。技術
革新は凄い！
　※部屋を暗くして御覧下さいませ！

╋──────────────────────────────────╋

アツイ！　アツイ！！　アツ～～～～～イ！！ 　 　

急に猛暑になりましたが、元気でガンバッテいますか？
MAROはあまりの暑さで、しなびたナメクジ状態．．．．．。
寒さにはメッチャ強いのですが、猛暑には弱い－－－ス！
こういう時は涼しい山や高原に行って、星を見るのが一番！！　

お待たせしました！
信州・辰野町で撮影しました「地上に瞬くホタルの星」動画の一部を公開しま
す！

高画質を視聴高画質を視聴

http://video.fc2.com/content/20100724ZDeAB001/&tk=&otag=1
http://video.fc2.com/content/20100724ZDeAB001/&tk=&otag=1
http://textad.net/
http://fc2-vps.com/
http://video.fc2.com/ja/payment_easy.php?action=register&type=introduction&tid=20100724ZDeAB001&tk=&otag=1&ref=7


此処は一時、ゲンジボタルが絶滅の危機になりましたが、
水質の改善、農薬使用の禁止、保護活動の成果で、
一晩で、なんと1万匹が見られる程に回復！！

毎年、ホタルの時期になると、此処に来ては心を浄化してもらっています。

「アリガトウ－、ホタルさん！！」 

人工の光るものより、自然のものは、やはり感動しますね。

月明かりの下、オスのホタルがメスを探しに点滅しながら飛び回り、
メスは気に入ったオスを見つけると光で合図を送る．．．．．。

蛍の光は20匹くらいでロウソク1本と同等で、
ホタルは、街の外灯やネオンの明かりを嫌います。
星の光も、強烈な外灯があるとよく見えません。

もし、ゴキちゃんも可愛く光を放っていたら、
スリッパで踏まれる運命にならず、
みんなから愛されたことでしょうね。

涼しくなる夏の宵、
美しい「夏の天ノ川」を見上げてみるのも、いいものです。
運が良ければ、スッーと流れ星が飛び、華を添えてくれるでしょう。

今夜は、美しいゲンジボタルの光の夢を見てください．．．．．．。
ては、では、オヤスミナサイ．．．．．．Ｚ Ｚ ｚ、Ｚ Ｚ ｚ、Ｚ ｚ、Ｚ ｚ、
ｚ．．．．．

╋──────────────────────────────────╋

* 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  0いいね！いいね！
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§ 星も生き物もつながっている

みなさん　こんにちは.
星の永田美絵です

雨が続いたせいでしょうか、昨日久しぶりに青空を
目にして、感動してしまいました。

やっぱり私は地球の青い空が大好きです。

昨日は夕方からアース（うちのわんこ2歳）を連れて
散歩に出かけたのですが、西の空の三日月と金星

綺麗でしたね。

あまりの美しさに、足を止めて青空から藍色に移り行
く空の色を眺めていました。
もちろん写真を撮ったのですが、あまりの不出来にこ
ちらには載せません。
昨日金星と月をご覧になった方は
あぁ、綺麗だったよね、と共感してくださるでしょう。

見逃した方も大丈夫。

今夜も月と金星が西空で見えますからね。

今年は「国際生物多様性年」です。
　　 　　 　　 　　

現在地球には140万から180万種の生物が発見され未発見
の生物を含めると1000万種にもなると言われています。
地球は多くの生命であふれた素晴らしい星ですね。
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§ 七夕(鎌倉編）と・・・

でもそんな生命はみんなつながって生きているのです。
サンゴがあれば、そこにプランクトンがいて、
プランクトンを食べる小魚がいれば、その小魚を食べる
魚もいる。

だから、もしもサンゴが死んでしまうと、そこにいる
プランクトンも小魚もみんなみんな死んでしまうのです。

今年はそんなことを国際的に考えて広げていきましょう
という年なんです。

月や金星を見ていると、綺麗だけど何にも生命のいない星。
やっぱり地球がいいなぁ・・・

この子もいるし・・

 ツイート  0いいね！いいね！

ども、ブラックホール河合です　

平塚の七夕の後日、鎌倉の鶴岡八幡宮の七夕も見に行ってきました。
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ここでの短冊は、梶の葉っぱをデザインしたなんともカワイイものでした。
これは、その昔七夕のお願いは梶の葉に願いを書いたというところからだそうで
す。

五色の短冊もいいですが、コチラもいいですね～

でも短冊を買っただけで、願いごとは・・・忘れた。

七夕本番の7月7日は、トレッサ横浜というショッピングモールで
移動式プラネタリウムのお手伝いをしました。
平日の16時からの4回投影でしたが、全て満席！
満員御礼でございました！ ×１０匹
終了後は汗だくで片付けをしました。
そう、できるだけ早く片付けられるように。
なぜかというとですね、ドームを広げていた広場にワインショップがあったので
す。
ふふふ。
で、そのとなりの通路にお手洗いがあったので、横を通るたびにチョイチョイワ
インを
見ていたんですね。
そしたら見～つけた！

ラベルが月とゆるキャラ！

ということでワインを買うために、閉店時間を気にしながら片付けをして

大人買い～　　
どうです？いいでしょ？

それとこれら夏のイベントのお知らせ～！！！
まずは、パナソニックセンター東京でのイベント。
期間は7月17日(土）～19日(月・祝）です。
内容の詳細はパナソニックセンター東京のHPをぜひご覧ください。
プラネタリウムは要予約ですのでお早めにお申し込みください！
　　　パナソニックセンター東京のHP
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§ 「地球は丸い～～～～～!!」

次は、ザ・プリンス パークタワー東京で「星空ワークショップ宿泊プラン」
というのがあります。日程は8月2日、3日のいずれか1日。
この宿泊プランでお泊りの方は親子で参加の望遠鏡作りワークショップと
観望会がつき、夏休みの宿題が一気に終わってしまうというものです。(笑）
コチラも詳細は、HPをご覧ください。
　　星空ワークショップ宿泊プランHP

そして、大阪にも行きますよ！
なんばパークスという大きなショッピングモールで移動式プラネタリウムを開催
します。
その名も「パークス プラネタリウム」
期間は8月7日(土）、8日(日）の2日間。
コチラもよろしくお願いします！
　　パークスプラネタリウムHP　　

この夏も多くの皆さんと出会いたいと思っています。
ぜひご参加くださ～い！　

 ツイート  0いいね！いいね！

 コンバンハ！
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「南アフリカの喜望峰にて」 撮影：八板康麿
（ Nikon F4 ／ AF Nikkor 28～70mm F3.5-4.5 D ／フジクロームRDP-Ⅲ）

╋──────────────────────────────────╋

元サッカー少年として、眠い日々が続いています。
アルゼンチン、ブラジルが敗退するとは予想外でした。
優勝は、ドイツかなぁ！？

「FIFAワールドカップ2010」の熱戦が繰り広げられている南アフリカの最南端
に行くと、
地球が丸いと実感できる場所があります。

南アフリカの都市、ケープタウンには、南天の星座「テーブルさん座」のモデル
となった標高1,086mのテーブルマウンテンがそそり立っています。
このケープタウンから車で約1時間、南下すると岬の最南端「喜望峰」です。

南大西洋とインド洋の間を航行する船のターニングポイントで、
この岬から見渡す水平線が僅かにカーブしているのが判ります！

地球は、本当に丸いと実感！！ 

この岬、めちゃめちゃ風が強い！　
モノにつかまっていないと、立っているのも困難なぐらい。

あっ－－、水平線の向こうは、南極大陸か！！ 

今夜は、この素敵な岬の風景に合う
Michael Jackson が唱う ♪ Man in the Mirror ♪ を送ります。
では、オヤスミナサイ．．．．．．Ｚ ｚ Ｚ ｚ Ｚ ｚ．．．．

イカン､イカン､明け方に準決勝「ドイツ vs スペイン」の試合が．．．．．。

【追記】
先日のブログで、八ヶ岳でマックノート彗星(C/2009 R1)を捉えることが出来ま
せんでしたと記しましたが、パソコンのモニターで再度確認したところ、雲の間
に彗星の像が写っていました！！
6月25日の夜明け、薄明に輝く青白い姿が最後の姿になりました。
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§ 星のこども

4日後の12日未明から早朝にかけて、南太平洋のクック諸島やタヒチ、イースタ
ー島など皆既日食が見られます。
モアイ像と黒い太陽、見たかったなぁ～～～～～～～
クヤピ～～～～～～～ 

╋──────────────────────────────────╋

* 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  0いいね！いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です

七夕が近い先週の金曜日、また一つ年をとりました。
この年になると、妙に人々の気持ちの温かさにふれ
感動したり、感謝の想いを深くしたりするものです。

友人から温かいメールやお言葉をいただいたり、スタッフからは
サプライズプレゼントのケーキをいただきました。

ハッピーバースデーの歌をうたっていただき、感動するやら
嬉しいやら

そんな中、昨日は突然プラネタリウムに素敵な親子が遊びに
きてくれました。
イケメンで心やさしい中学１年生の男子Ｓ君とお母様です。
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§ 七夕(平塚バージョン）

Ｓ君は幼稚園の頃にプラネタリウムで宇宙創世の番組を見て、
星に興味を持ち、それからずっと足を運んでくれている将来楽しみ
な男の子なんです。

この日も自分で撮影した電波望遠鏡の写真と手書きのお手紙をプレ
ゼントしてくれました。　 　嬉しい

私のお仕事であるプラネタリウム解説員は、天文学者ではありません。
でも、天文学と星が好きな方をちょっと近づけるお仕事だと
思っています。
難しい天文学を、「あっ　なんだか わかったかも 」
と思って星を見上げてもらえれば、とても嬉しいのです。

ですから、まだ小さくて時折抱っこしてプラネタリウムを見せていた
子供が、大きくなるにつれ立派になり、ますます星に興味を持っている
なんて、考えただけでも嬉しくなってしまいます。

もちろんお母様の子育ての素晴らしさもあるのでしょう

やがて大人になって、Ｓ君がもっと大きくなったら
一緒に星や宇宙や地球のことをお話しましょう

あなたは星のこどもなんだから。

お知らせ

渋谷にあった五島プラネタリウムのヒストリーＤＶＤが発売されました。
なんと、閉館を迎える前の最終投影も入っています。
ほのぼのと懐かしいＤＶＤです。　
雨が降って星が見えない夜はこちらをどうぞ

アストロアーツ　オンラインショップ
 ツイート  0いいね！いいね！

ブラックホール河合です

サッカー観て寝不足でフラフラしてたら７月になっていた！
１年の半分が過ぎてしまったんですよ。びっくり。
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そして、本日より４日まで平塚の七夕まつりが開催中。
わたくし現在、世界天文年日本委員会で「アジアの星」というワーキンググルー
プに参加していて
、七夕やお月見など日本の伝統の行事を調べているので、写真なんか撮りに行っ
てみようかしら？
と思い立ちました。
天気も良かったしね。
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§ 「南アフリカのピングー」

平塚の七夕まつりの歴史は昭和２６年からです。
戦中に空襲で焼け野原と化した町を復興させようと、地元の皆さんが始めたとい
うことです。
今日も平日でしたが、結構人が出ていました。

キラキラの吹流しに子供たちも大喜び！

そしてびっくりしたのは屋台の多さ。
こんなにいったいどこから？？？という感じです。
また、商店街のお店も今日ばかりいは店の外で大声を張り上げていろいろ売って
ます。
本当は夜までいて堪能しようと思っていましたが、どうしても仕事で帰らねばな
らなくなり
泣く泣く「生ビール 　いかがですかぁ～！？」の声を振り払い、平塚を後にし
ました。

今週末は鎌倉鶴岡八幡宮でも七夕の催しがあります。
今朝のNHKのニュースでは、７月４日栃木県小山市で
「思川（おもいがわ）の流しびな」という催し物があるそうです。
笹舟に「下野人形（ひとがた）」という人形を乗せ、短冊に願いを書いて一緒に
流すそうです。
逗子駅には地元の幼稚園の子供たちが作った七夕飾りと短冊のついた笹が飾られ
てます。
七夕ムードが盛り上がってます！
さて、今年の願いはなんにしようかな～？

 ツイート  0いいね！いいね！
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こんばんは！
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「南アフリカ・ボルダーズビーチのピングー」 撮影：八板康麿
（PENTAX645 ／ SMC PENTAX-A 150mm F3.5 ／フジクロームRDP-Ⅲ／
　南アフリカ・ボルダーズビーチにて）

╋──────────────────────────────────╋

デンマーク戦、本当にいい試合でしたね。
試合中、車で移動中で、ラジオを聴いていましたが、結構、頭の中に試合の様子
がイメージできました。
この日の夜は、梅雨のつかの間の晴れ間に。
信州・辰野町のホタルを撮影に行って来ました！
その数、なんと1万匹！　　
今年は凄い数です。
後日、その時の映像をお見せしたいと思います。

その帰り、晴れ間を探して、八ヶ岳でマックノート彗星(C/2009 R1)の撮影
を．．．。
残念ながら、この日は彗星を捉えることが出来ませんでしたが、
入梅前、富士山の新五合目で出会えました。
美しい夜明けに、長い尾を引く姿は素敵でした。

ワールドカップが開催されている南アフリカは、大自然の宝庫。
2001年6月、ジンバブエ皆既日食の撮影時に、
途中、南アフリカのボルダーズビーチに立ち寄り、野生のケープペンギンが海岸
一面に！！！！！

ピングー、ピングー、ピングー．．．．．。
物凄い数です。
彼らの行動を一日中、見てても飽きることがありません。



2010/06/27/Sun 22:40:27　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ マジックアワー

次回のパラグアイ戦！
寝不足(-_-)の日々が続きますが、応援しま～す！！

がんばれ、岡ちん ！！ 　

尚、マックノート彗星(C/2009 R1)の写真と動画が、来月1日より、
【待受☆天文ナビ】で公開されます。
見てみてくださいね。　　 携帯で、こちらから　↓ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

╋──────────────────────────────────╋

* 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  0いいね！いいね！

こんにちは。
星の永田美絵です

昨日は思わず足を止めて夕焼け空を見上げた方が多いのでは
ありませんか？

この、たそがれ時というのは、私の最も好きな時間です。
ここから劇的に空の色合いが変化するんですから。
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ところで、先週は本当に充実した楽しい週でした。

はやぶさ 見事にやってくれましたねぇ
大気圏突入の映像に涙が出ました。

その翌日から仙台へプラネタリウム研修会に行ってきましたが、
全国で頑張っている仲間たちと出会い、元気をいっぱいもらいました。

そして私も少しは元気を分けてあげられていたら嬉しい

今回は、ちょこっとぶらり仙台一人旅をしたのですが、味のある喫茶店のマスタ
ーと
仲良くなったり、「うますぎる 」と叫んでしまった仙台牛をいただいたり
キラキラした時間を過ごすことができました。

ここで少し宣伝というかお知らせです。

今年も「望星」に記事を書かせていただきました。
7月号ですから今店頭にあると思います。
今回は歳時記について
よろしければどうぞ。

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/maj.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20100622140236cb4.jpg


2010/06/22/Tue 14:27:17　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ ほたる　と　はやぶさ　

ＮHｋラジオ深夜便　7月19日～22日　午後11時40分～50分　出演します

そして今年も子ども科学電話相談出演が決まりました。
詳しく決まったらまたお知らせしますね。

6月26日に月食観望会と天文資料最後の星のつどいをおこないます。
よろしければ遊びに来てくださいね。

詳しくはこちらをどうぞ
↓
五島プラネタリウム天文資料

みなさん、暑くなってきましたね。
夏ばてしないよう、しっかりご飯を食べ、ゆっくり睡眠を
とり、元気にお過ごしくださいね！

 ツイート  0いいね！いいね！

ブラックホール河合です。

今、ほたるが旬ですよね。
いやいや、食べるんじゃなくてね。

先週の土曜日にほたるを撮影したくて、湯河原の万葉公園に行ってきました。
ちょっと早く到着したので、なぜか板わさとビールというしっぶい飲み方を蕎麦
屋でしまして、
足湯温泉に浸かり、最後の最後の客で「お客さんスミマセン・・・」と言われる
まで居続け、
それでもまだ明るい。

とりあえず場所取りでもしましょ～と三脚を立てて待っていました。
すると、ふわぁ～っと小さな光を点滅し始めました。
ほんの１～２頭（ほたるってこう数えるんですって。ほたるというか昆虫全般
ね）が
光るだけで、見ている人は興奮してきます。
隣の家族のお母さんが、ホテルが点滅するたびに「光った!光った!」と教えてく
れます、子どもに。
そう、大体２回ずつ点滅してました。
で、１～２頭から３～４頭になったとき
「光った！ひかった！ヒカッタ！ひかった！ヒカッタ！光った！光った！ひかっ
た！」
そりゃそりゃキリがない状態に。
聞いてるこっちは動画で撮影を試みているので、音は使わないとしても
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2010/06/15/Tue 15:10:10　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「歴史に残る 2010年 ６月」

気になってしかたがない。
でもそのうちお母さんもあきらめたようで静かになりました。

静かにはなりましたが肝心の撮影がやはり厳しい・・・。
どのくらいまで撮影できるかの試しではありましたが、結局目に焼き付けること
しかできませんでした。
その後は、お祭り会場で夏を味わって帰りました。
とうもろこしもラムネも甘かった。

そして、光って消えた「はやぶさ」。
涙なくしては語れない永田さんだけではなく、多くの人に感動を与えてくれまし
た。
宇宙に放り出されてゴミ扱いされるより、なんともカッコイイ一生を終えてくれ
たと思います。
後はウンチみたいな形のイトカワ(失礼 ）から何を持って帰ってきたか？です
ね。

 ツイート  0いいね！いいね！

こんにちは。

�Ū�Ū����ťŚņťŚņ  

「初夏の富士山麓に咲くポピー」 撮影：八板康麿
（フジフイルム FinePix Ｓ５Pro／ AF-S NIKKOR 28-70mm F2.8 ED ／70mm
で撮影／ISO200／フジクローム・モード設定／多重露出／山梨県・富士山麓に
て）

写真とは怖いものである。写す人の内面が写真に出てくる。被写体をどんな思
い、どんな心理状態で撮影しているか、写真に露骨に出てくる。何を撮るにも大
事な事は、身心共に良好でないといけない。写真は見る人が見ると判ってしま
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う。

今年は、ポピーの花が咲くのが遅い。
花や植物、そして、「星」は人の心を和ませてくれる。
╋──────────────────────────────────╋

今月は歴史に残る出来事が多い。

・6月 3 日　木星へ天体が衝突！
・6月11日 南アフリカでサッカーワールドカップ2010が開催
・6月13日　小惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還
・6月10～20日　マックノート彗星（C/2009 R1）、見頃に！
・6月26日　部分月食（全国で見られる！）

まず、3日の20時31分（UTC）に木星へ天体が衝突した瞬間をアマチュア天文
家、オーストラリアのAnthony Wesleyさんとフィリピン・セブ島の
Christopher Goさんがとらえた。衝突の瞬間を捉えた 画像 と 動画 が公開され
た。
動画は こちら。
昨年の7月にも木星に天体が衝突。この時の天体の正体はNASAのハッブル宇宙
望遠・HSTによる観測から、幅500mほどの小惑星が衝突したことが明らかに。
こんなに頻繁に惑星に天体が衝突するとは、太陽系はかなり過酷な環境にあるの
が判る．．．．
ゾッーーーーと 

４年に１度開催される、サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が、アフリカ大陸
初、南アフリカでの開催となる。サッカーＷ杯、７月１１日の決勝までの一ヶ月
間、南アフリカ共和国内の９都市１０会場で計６４試合の熱戦が繰り広げられ
る。

さて、日本のチームは．．．．．。  

地球から３億km離れた小惑星イトカワに到着した日本の小惑星探査機「はやぶ
さ」が13日、オーストラリアのウーメラ砂漠に帰還する予定。カプセルの中に小
惑星の物質が入っているか楽しみ！　もし入っていれば、無人探査機が小惑星の
物質を持って帰るのは世界初となる。
帰還の様子を 宇宙教育テレビ でライブ放送される。

http://arstechnica.com/science/news/2010/06/breaking-news-jupiter-hit-by-yet-another-impactor.ars
http://www.yac-j.or.jp/tv/post-3.html


2010/06/10/Thu 11:38:27　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ きらめく金星と・・

期待のマックノート彗星（C/2009 R1）が明け方の北東の空に、尾が伸びて立派
な姿になってきた。10～20日頃がもっとも見やすく、明るさは、中旬には4等後
半～3等半ば、下旬には3等前半～2等後半と予想され、久しぶりに肉眼で見える
彗星に。

そして、そして、26日の宵、満月が半分欠ける　「部分月食」　が起こる。
19時16分に欠け始め、20時38分に食の最大になり、53％も欠ける。
22時00分に部分食が終わる。
今回の月食は南東の低空での現象になるので、開けている場所で見るのが最大の
ポイントとなる。

本州は早くて今週末に梅雨入りするとの予報があるが、好天で見られることを願
いたい。

╋──────────────────────────────────╋

* 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  0いいね！いいね！

こんにちは。星の永田美絵です

太陽が沈んだ後、西の空に輝く一番星の金星

お天気が良い日は金星を見上げながら、暮れなずむ風景を楽しみます。
昼間の光が残る空の金星は白く見えますが、空が藍色に染まってくると
銀色に美しい光を放ちます。
本当に綺麗ですよね
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2010/06/06/Sun 11:30:05　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ いよいよシーズン到来

そうそう、この金星のすぐ上に、もうじき地球に戻ってくる探査機「はやぶさ」
が位置しているんですよ。

今日6日のはやぶさの位置は地球からの距離3,256,330 km。
赤経8h42m43s、赤緯29.85度　
ですから、かに座 の方向なのですが、
まさに金星の上、6度くらいの場所なんですよ。

もちろん肉眼では見えないのですのですが、はやぶさは7年の歳月をかけ、
小惑星イトカワ往復の旅をまもなく終えようとしています。

6月13日深夜　オーストラリアの砂漠に星のかけらが入っているカプセルを
落とし、はやぶさは地球大気圏に飛び込み最後を迎えます。

その姿はきらめく流れ星となって、金星より明るい輝きで空を照らすことで
しょう。

画像提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

はやぶさ君のきらめきは夜空だけでなく、みんなの心の中も
温かく照らしていきましたね。
お帰りなさい。
そして、今までありがとう。　

　　　　　　　　　　　　
 ツイート  0いいね！いいね！

こんばんわ。
ブラックホール河合です。
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最近、喰い倒れのブログなのか？？？
と、思うほど食べ物の話が多かったのですが、
いよいよプラネタリウムのシーズンがやってきました！

今日はその打合せで、久しぶりに大阪へ行ってきました。
8月にイベントを開催する予定ですが、主催者サイドがまだ内容を告知していま
せんので
私も控えさせていただきます。
宣伝できるときがきたらバンバンしますので　

始発で大阪に向かい久しぶりにお墓参りをしました。
いや～暑くて倒れそうでしたよ。
また、持って行った線香に火が点かない点かない

ヘトヘトでお昼を食べようと歩いていたら、
チョット前に本屋で大阪のガイドブックを立ち読みしてチェックしていたお店の
ひとつを発見！
すばらしいめぐり合わせ
その名も「自由軒」そしてお薦めメニューは「名物カレー」。

12時少し前にお店に着いたのですが、すでに満席。
すぐさま名物カレーを注文。周りをキョロキョロ見回していると
こんなものが

親切に食べ方が書かれています。それよりもっとすごいのは、写真の上の方をよ
ーく見ると
コルクのコースターに「中東－西」と書かれてあるのがわかります。
実はコレ、テーブルの位置を方角で示しています。
そして、給仕をしてくれるおばちゃんたちはこの方角とテーブルの何番目に座っ
ているかで
料理を出してくれているのです。画期的！

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/201006022317347fe.jpg


なかなか渋いデザインの紙ナプキン
を前にワクワクして待っていたら、
登場～！

これ、タマゴを混ぜないと結構辛い。そしてうまい！
かなりのご満悦で打合せに向かいました。
で、お土産かって帰ろうっとと思って歩いてたら、ステキな看板が目に飛び込ん
できた！

「キャベツ焼き　130円」
赤と黄色ででかでかと目立つ看板に誘われてお初・キャベツ焼きにTRY！
薄いお好み焼きみたいでおいしい。
さ、そろそろお土産買って帰らないと。
鎌倉で鳩サブレーの紙袋を持っている人と同じくらい、大阪といえば５５１蓬莱
の豚マンなのですが、
今回はあえて、カステラ。
心斎橋に本店のある「銀装」のカステラ。

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/201006022317343df.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/2010060223173465c.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20100602231734bab.jpg


2010/06/02/Wed 23:15:14　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「２つのホウキ星、み～～けた！！」

本当は、本店と工場でしか手に入れられない「釡出しカステラ」が欲しかったけ
ど
疲れたので、本店まで行けませんでした・・・。
あらら？？？
今回も食べ物だらけ？？？

そうだ！
かわいいブログパーツ見てみて！→ジュゴン

 ツイート  0いいね！いいね！

�Ū�Ū����ťŚņťŚņ  

富士宮市の アラジンさん から、
『現在、北極星付近に「マックノート彗星 2009/K5」が８等級の明るさで
　周極星となって一晩中観察できます。
　今月下旬から来月上旬にかけて、「マックノート彗星 2009/R1」に
　肉眼彗星の予想が出ています。』
とのメールを頂き、晴れ間を狙って、富士山麓の朝霧高原へ．．．．．。

北極星近くにいるはずの「マックノート彗星 2009/K5」、肉眼で見つからず、
赤道儀の目盛還を使ってデジカメで撮影してみると、
「居ました！　居ました！！」
モニター上に青白い彗星の姿が現われ、感激！

そして、秋の四辺形が富士山の上に昇り始める夜明け、
もう一つの「マックノート彗星 2009/R1」を確認！！

同じ名前の彗星が同じ夜空に輝いていて見えるのは非常に珍しい！

この２つの彗星を発見したロバート・マックノートさんに
オーストラリアでお会いしたことがあります。
1987年、大マゼラン銀河に突然、現われた
「超新星1987Ａ」の撮影時でした。

シドニーから車で約一日、内陸に入ったところに
クーナバラブランと言う街があります。
この街にあるワランバングルナショナルパークには
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野生のカンガルーが数多く生息しています。
このパークを見下ろす高台に主鏡直径３．９ｍの
天体望遠鏡や１．２ｍシュミットカメラを
擁するサイディング・スプリング天文台があり、
南半球の星空を観測するには最適な場所。
空気中の水分が少なく、湿度が低く、まさしく満天の星空！！
月明かりが無い夜、天ノ川の中心部が真上に来ると、
手の平がボッーと見え、
まさしく星明かりを初めて体験した所でもあります。

「本物の星空は本当にイイスネ！！！！」 

芝生の上に大の字になって寝転がって星空を見ていると、
ゆっくりと天ノ川が動いていく様子がよく判ります。
まさしく、地球が自転しているのを実体験できる所でもあります。

サイディング・スプリング天文台を訪問した際、
人工衛星の位置観測をしているスコットランド出身の
ロバート・マックノートさんに初めて出会いしました。
彼が観測に使用している機材が凄かった！！
人工衛星を観測する際に使用する、
Ｆ1.0のとんでもない明るさのシュミットカメラは大口径で、その大きさにビッ
クリ！
忙しい観測の合間に、熱心に星の話を語ってくれたことを今でも覚えています。
その時のお話、今でも私の活力になっています。
ロバート・マックノートさん、ありがとうございました。

その後、マックノートさんは彗星や新星の捜索を続け、
現在、発見した彗星は48個に上ります。
これからも頑張ってください！！



「観測準備をするロバート・マックノートさん」
1987年5月、オーストラリア・サイディングスプリング天文台で　撮影／八板康
麿

記憶に新しい一昨年の2007年、池谷・関彗星に次ぐ大彗星となった「マックノ
ート彗星 C/2006 P1」は、近日点通過後、南半球で華麗な尾をたなびかせて優
美な姿を現す。
この彗星を追いかけて、オーストラリアのピナクルズで撮影、奇岩風景に輝く
「長い長い尾のマックノート彗星」の光景が時々、夢の中に出てきます。

╋──────────────────────────────────╋

「マックノート彗星 2009/K5」 は徐々に暗くなっていきます。
「マックノート彗星2009/R1）」 は増光中で、6月には肉眼で見える明るさにな
ります。
ぜひ、トライして見てください！
但し、彗星の像は淡いため、光が多い都会ではその雄姿を見るのは難しいので、
出来れば、天ノ川が見える暗い所でぜひ御覧下さい！！！！

http://www.aerith.net/comet/catalog/2009K5/2009K5-j.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2009R1/2009R1-j.html
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§ 想い出の機械
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こんにちは。
星の永田美絵です

誰でも想い出の場所やものがあると思いますが、私の大切な
想い出の一つに五島プラネタリウムがあります。

大学を卒業し、念願のプラネタリウム解説員としてはじめの
一歩を踏み出したのが渋谷駅前の五島プラネタリウムでした。
まだひよっこ新人だった私の仕事は解説の他に休館日に投影
機をメンテナンスすること。

スリップリングと言って機械回転の軸になる場所を磨いたり、
油をさしたり、電球を交換したりしながら、先輩解説員に
いろいろなことを教わったものでした。

五島プラネタリウムの機械はドイツのカールツァイスという
会社のもので、すべての表記がドイツ語。
初めのころは、どこを触って良いものかドキドキでした。

みなさんは機械よりも星空をご覧になっているので、時折
「あの機械、じゃまなんですけど・・」なん言われちゃったり
するのですが、 私は日の入りに機械の黒いシルエットと赤い夕焼け空が
好きでした。

ある時、突然星が消えました。
復旧させるためには、新しい部品の交換をしなければなりません。
みなさんは星空の無いプラネタリウムってご覧になったことありますか？
本来ならばもちろん消えた時点で中止するしかありません。

でもお客様はこの日の、この投影のために今来てくださっている。

唯一、点灯する惑星だけで素晴らしい解説をされたｋ解説員！
すぐさま新幹線に乗り、バックアップを取りにいったM解説員！
復旧に全力であたったスタッフたち。

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-3.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-129.html#com
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-129.html#tb
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http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-128.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fpage-5.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%EF%BC%92%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%9B%E3%82%A6%E3%82%AD%E6%98%9F%E3%80%81%E3%81%BF%EF%BD%9E%EF%BD%9E%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-129.html
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§ カレーつながり、星つながり

翌朝、何事もなかったかのように子供たちが満天の星を見あげ歓声を
あげていました。

　　　　

メカ好きな方はおわかりになると思いますが、機械ってだんだん
親しみがわいてくると自分の子供のようになってくるものです。
初めはわからなくても、次第に朝電源を入れ音を聞いただけで、
「あれ？ちょっと調子悪い？」なんてことがわかってくる。

そんなみんなの大切な子供は今、長い役目を終えひっそりと
次のステージを待っています。

今、五島プラネタリウムの機械を展示するための寄付を
お願いしています。

もし、もう一度あの機械に会いたい方は、ちょっとＨＰを
のぞいてみてください。

旧五島プラネタリウム投影機展示保存実行委員会

http://www.f-space.jp/bokin/
 ツイート  0いいね！いいね！

こんにちは、ブラックホール河合です。
伊勢神宮の後編にまいりましょう。

「もう、無理！」というほど食べ歩きましたが、夜になれば夜ご飯を食べなけれ
ば。
いや、食べなければいけない訳ではないのですが、やはり、ねぇ、ほら、飲みた
いし。

で、伊勢市駅近くの宿に一度荷物を置いて、探索に出かけました。
すると！ない、何も店がない・・・
え？伊勢に来た人はどこでナニを食べるのだ？？？
激しい疑問。
駅が違うのか？隣の宇治山田駅に行ってみる。
ない。こっちも何もない・・・

http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-category-2.html
http://planetmoon.blog37.fc2.com/blog-entry-128.html#com
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fpage-5.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E6%83%B3%E3%81%84%E5%87%BA%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplanetmoon.blog37.fc2.com%2Fblog-entry-128.html
http://www.f-space.jp/bokin/


やばい、え？チェーンの居酒屋？ココまで来て？
あ～、夜はなんにも調べてなかったのです。
おかげ町はお伊勢参りの観光客目当てなので17時までなんです。
コンビニに入って、こそっりガイドブックを見てみるが、よさげな店は遠く、そ
して定休日。
「あれだけ食べたのだから、もう止めておきなさい！」という神のお告げなの
か？？？
しかし、食欲旺盛な新高校生を連れているので、そうはいかないんですぅ、神さ
ま～！

で、ようやく宿からそう遠くないけど住宅街の中のイタリアンを発見。
もう、逃したくないの一心で予約までして行きました。
そして、堪能堪能。デザートまでついていました。

翌朝、月夜見宮と倭姫宮にも行って、再びおはらい町に向かいました。
もちろんお目当ては、昨日定休日の伊勢うどん「岡田屋」さんです。
そして、もう二人とも注文するものは決めてありました。

「伊勢カレーうどん」

これは、カレーうどんと伊勢うどんを一度に味わえるとてもお得でおいしいうど
んでした！
やっといただけました、念願のカレー伊勢うどん。

カレーといえば（ちょいムリヤリ？）現在サッポロビールでドラフトワンにあう
カレーはどれだ？
アンケートをやってましてね。http://blog.sapporobeer.jp/blog/2010/04/tb-
9948.html
抽選でドラフトワンがもらえるかも！？

私は、「イベリコ豚のベーコンカレー」ですね。
ベーコンの絡まるような味にすっきりとドラフトワン、いいじゃないですかぁ。
ああ、またカレーが食べたくなってきた。

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20100506174315927.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20100506174315811.jpg
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§ 「サロスの旅」

で、サッポロビールとえいば、星のマークですよね。
ビールについている星は、北極星なんだそうですよ。
プラネタリウムイベントやらないかな？

さて、このあと私たち、いや食欲旺盛な姪だけ、昨日売り切れていたいちご大福
を立ち食いしまして、

私のコーヒーをシュークリームセットにして、

シュークリームだけ食べていました。ゲゲ～
そのあとはもう一度内宮に行って、
おからあんドーナツと豆乳ソフトクリームを食べて

早めに帰りました。
早めとはいっても、特急に乗らなかったり、こだまに乗ってしまったりで家に着
いたのは20時くらいでした。
その日の夜は、「牛角」で焼肉っす。
今回のお伊勢参りのブログを読んで「いいな～、おいしそ～」と思ったあなた、
あなたは胃腸がまだまだお若い！！！

 ツイート  0いいね！いいね！
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草刈英郎さんの本
「お金で買えないダイヤのリング　サロスの旅　26年の記録」（光陽出版社発
行）
╋──────────────────────────────────╋

日食でお会いした草刈英郎さんから、
素敵な本が届きましたので御紹介します。

26年にわたり世界各地の日食を追いかけた草刈英郎さん（73）の撮影旅行記。
草刈さんにお会いしたのは1983年6月、インドネシアのジャワ島でした。
あれから、26年。
時が経つのは早いものです。

日食症候群に感染の話、 撮影失敗の記、吟譲酒で乾杯、サロスを廻
る．．．．．。
日食の撮影テクニック、観測方法は勉強になり、
過去の日食が蘇ってきます。
海外道中記としても面白い！！

本のタイトルにもなっている「サロス」とは、

http://blog-imgs-44.fc2.com/p/l/a/planetmoon/20100509114401bb6.jpg
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ある日食から約18年10日8時間後に
地球を3分の1周した地点で同じような経過の日食が
見られる周期を「1サロス周期（Saros Cycle）」です。

1983年6月11日のジャワ日食の1サロス後の日食は、
2001年6月21日のザンビア日食でした。

本書を拝読したところ、小生の名前が所々に出ていて、
ちょっと照れくさい．．．．．

あとがきの最後、奥さんに贈る言葉に、
「結婚以来、ダイヤの指輪を贈ることはなかったのですが、
これで天空のダイヤモンドを贈ることが出来ました。」．．．．．

お薦めの一冊です。

* 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. 
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