
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

--/--/--/-- --:--:--　　スポンサー広告/CM(-)/TB(-)/ ▲

§ またまた皆既日食ネタ

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。

朝日新聞に載ってたんですがね、ロッテの「パイの実」ってあるじゃないです
か。
あれの皆既日食を表現した「塩バニラアイス」味が4月21日に発売されるらし
い。
それの何が「皆既日食」なのか？というと・・・
4月発売の商品は通常の色のパイで、7月に発売される「塩バニラアイス」は色が
濃い茶色なんだと。
で、フツー色のパイの実は皆既前の太陽
そして濃い茶色のパイの実は皆既中の太陽
なんだって！

どうだ、すごい盛り上げ方ではないですかぁ！？

私もこの勢いに負けないようにがんばりたい、と思いながら新聞を眺めていたの
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2009/04/15/Wed 23:16:50　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ ダイヤ発見　☆

2009/04/15/Wed 12:00:26　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「北極星と山高神代桜」

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

でありました。
 ツイート  0いいね！いいね！

　今日の天文ニュースで、おうし座の方向にある「イライアス1」
という名前の星の領域にダイヤモンドのカケラが分布していた
ことがわかったそうです。

星って宝石のよう と良く言われますが、まさに宝石そのもの

実は太陽は今輝き続けていますが、核融合反応を続けるとやがて
燃料の水素がなくなり、中心に白色矮星という重たい星が残るん
です。
2004年にアメリカのチームは白色矮星の中心に大きなダイヤモンド
があるかも と発表したんですよ。

今夜、晴れると良いな。

星の永田でした。　　

 ツイート  0いいね！いいね！

こんばんは！！ 
月の八板康麿です。

東京では葉桜になってしまいましたが、

先週末、山梨県・北杜市武川町「山高神代桜」は満開でした。

真夜中、月の光に照らされた桜が暗闇の中から浮かび上がる。

2000年もの間、ただ一度さえ休むことなく花を咲かせてきたと言う。
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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

この桜の真上に2等星の北極星（左上）がポツンと輝き、

北の柄杓星が反時計回りにゆっくり動いていく。

星空に向って両手を大きく広げたように伸びる神代桜。

静寂な真夜中の空間に、用水路の水が流れる音が聞こえ、

老木の幹から、ゆっくりと呼吸する音が聞こえてくる．．．。

「そんなにせかせかしてどうするんだい。

　　　　　もっとゆっくりと歩みなさい．．．。」

そうか、だから何千年もの間、毎年、華麗な花を咲かせ続けられるのか．．．。

この Photo に、コブクロの曲「桜」を送ります♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 by MARO

□───────────────────────────────□

撮影：八板康麿
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2009/04/15/Wed 03:24:01　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 星砂星座絵

2009/04/13/Mon 23:37:08　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ スタジオ録音体験！

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

神代桜の左上にポツンと2等星の北極星が輝く。月明かりのみで撮影。
この日の昼間の気温は+２５℃。シャツ一枚で夢中で撮影していましたが、撮影
終了時は+５℃。
ウッ～、寒い－！　ハークション～～～
（フジフイルム FinePix Ｓ５ Pro／シグマ 14mm F2.8 ＥＸ ＡＳＰＨＥＲＩＣ
ＡＬ ＨＳＭ ／「フジクロームモード」設定／ISO400）

* 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！

今年のGWは、びっちりイベントさせていただきます！
5月2日（土）から6日（水）までの5日間、有明にあるパナソニックセンター東
京で、プラネタリウムや星砂を使った星座絵作りを開催しますよ～。
で、私は子供たちにワークショップで教えるために、星座絵作りの練習をしまし
た。また、練習ですよ。

結構仕事熱心なんですね～私。

 ツイート  0いいね！いいね！

先週、プラネタリウム番組の星座解説録音に行ってきました。

スタジオでの番組録音は、二度目ですが今回はかなり緊張しました。
ライブの解説は、聞いてくださるお客様がいて途中笑いがあったりで
助けられることが多いのですが、録音はひたすら一人。
そしてずっと残るもの。

自分で自分のだめだしがたくさん！
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§ 2009年４月９日 (木)

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

でも録音スタジオのスペシャリストの方はすごいんですよ。
綺麗に編集されて、まるで魔法

今朝は録音も無事終了し、気持ち良くお散歩できました。

今日のアース(愛犬　１歳　ちなみに独身よろしくね）
菜の花の中で決めてみました。

　　　　　　　　　　　　　　星の永田美絵でした。

 ツイート  0いいね！いいね！

こんばんは！！ 

月の八板康麿です。

夕日を撮影後、素晴らしい光景に出会えました！！

四方津から見えるノコギリ山から、「赤い満月」が顔を出したところです。

春の夕暮れ時は霞んでいる空が多いのに、今宵は透明度が良く、月ノ出がこんな
に綺麗に見えるのは珍しい。
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2009/04/10/Fri 13:59:23　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 2009年４月７日 (火)

今宵は素晴らしい笑顔を見せてくれて、アリガトウね！

今晩は一晩中、夜の地球を明るく照らしてネ！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 by MARO 
□───────────────────────────────□

撮影：八板康麿
画像は四方津から見えるノコギリ山から昇る「赤い満月」です。手持ちで撮影。
（フジフイルム FinePix Ｓ５ Pro／AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm
F2.8G ／「フジクロームモード」設定／ISO200）

* 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！

こんばんは！！

月のＭＡＲＯです。

画像は今日の午後、可視光で撮影した「無黒点の太陽面」です。

昨年の夏以降、太陽面では時折、小黒点に出現しても直ぐに消えてしまい、無黒
点日が続く。
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2009/04/07/Tue 23:22:07　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ 桜の中のアース

2007年の前半に黒点活動が極小となり、翌年には黒点が増加し、活発になるは
ずなのに何故か低迷が続く。

このままの状態が続いて、マウンダー極小期になったら、地球は小氷期になって
しまのか．．．！？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 by MARO 

□───────────────────────────────□

写真はＮＤフィルター減光し、望遠鏡で撮影した「無黒点の太陽面」。
　撮影／八板康麿
（口径90mm屈折式望遠鏡／LE24アイピースで拡大／ニコン Coolpix8400 ／
ISO 100）
* 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！

お天気の良い朝は、近所の公園に愛犬アースを連れて
お散歩に出るのが日課です。
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§ 日食の予行練習はじめました

今日は桜の下を歩いていたら、たくさんのわんこに出会い
ました。　

なぜか人のわんこもみんな嬉しそう。

桜の花ってそれだけで人の心を温かくするものなのでしょうか。

そうそう、不思議なことに星座は８８もあるのに、花の星座は
一つもありません。

昔は「ゆりに花座」という星座があったのですが、現在はなくな
ってしまいました。

天に星、地上に花・・・

地球は本当に素敵な星ですね。

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当は星でした。　

 ツイート  0いいね！いいね！

ご存知の方も多いと思いますが今年の7月22日に日本でも日食が見られます。
しかも、トカラ列島や奄美大島あたりでは皆既日食が観測できます。
私は、今回生まれて初めての皆既日食を奄美大島で観測します。ばんざーい！
そこで、今から予行練習をすることにしました。

というのも、近所のスーパーで「喜界島」という名前の焼酎を見つけたんです。
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2009/04/06/Mon 14:03:18　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ 「星空散歩道」ブログ-2

喜界島とは奄美大島のすぐ隣の小さい島です。
早速購入して、飲んでいます。黒糖焼酎です。うまいっす。
これからも練習に励みます！

 ツイート  0いいね！いいね！

コンニチハ！！ 

月の八板康麿です。 

暖かさに誘われて、四方津の桜と春のおぼろ月を撮影。 

此処の桜は未だ七～八分咲きですが、咲き始めの桜も美しい！ 

薄雲で霞むおぼろ月が天空に浮かび、花命が短い桜が咲く．．．。 

その一時を一コマに託す。 

いつまでも素晴らしい出会いを大事にしたい．．．。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by MARO  

□───────────────────────────────□ 
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2009/04/06/Mon 12:28:11　　月/CM:1/TB:0/ ▲

§ 更新します

写真は、咲き始めた山梨県・四方津の桜と薄雲のおぼろ月（月齢7.7）です。 
桜の花はストロボで浮かび上がらせて撮影。 
　撮影／八板康麿 
（フジフイルム FinePix Ｓ５ Pro／AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm
F2.8G ／ISO200） 

※現在、「月刊デジタルカメラマガジン」（インプレスジャパン発行）に、 
レンズから見た美しい日本風景・夜空風景を連載中！！ 
4月号は、長野県安曇野市の「扇町桜堤（おうぎまちさくらつつみ）」を 
紹介しています。 
ぜひ御覧下さい。 

* 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

 ツイート  0いいね！いいね！

こんにちは。
星担当の永田美絵です。
どこもかしこも桜色で染まり、それだけで幸せな気持ちになる今日このごろ。
年々桜に反応してしまうのは、大人になった（年をとった？）せいなのでしょう
か。

さて夜桜見物を楽しんでいるあなた！　そう、このブログを読んでくださってい
る
あなたです！
ついでも土星もみましょうよ。
夜九時ごろに南の空高く、4月6日なら月の近くにある明るい星が土星です。

先日望遠鏡で見たら、まるで串団子のようなかわいらしい姿でした。
今年は15年に一度の土星の環が真横にくる年なんです。

桜は来年も見られますが、環が真横の土星が見られるのは次回15年後！
見る価値ありですよ。

 ツイート  0いいね！いいね！
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2009/04/06/Mon 12:23:48　　星/CM:0/TB:0/ ▲

§ こんにちは

2009/04/02/Thu 17:17:18　　月/CM:0/TB:0/ ▲

§ はじめまして。

私、MAROこと八板康麿（やいた やすまろ）と申します。

この度、「星空散歩道」ブログを始めることになりました。

＝＝＝少しだけプロフィールを紹介します（ブログ応援隊　星空仲間たち記載）
＝＝＝
八板康麿　写真家
写真絵本　「オリオン」、「スプーンぼしとおっぱいぼし」（福音館書店）
写真集　「オーロラ」
写真集　「天空」
「プロセスでわかる はじめての天体写真」
「星でつづる・銀河鉄道の夜」　（いづれも誠文堂新光社）
＝＝＝今日はここまで＝＝＝

これから美しい星景写真をたくさん発信したいと思います。

どうぞ､ヨロシク！！
by MARO

 ツイート  0いいね！いいね！

プラネタリウムプランナーの河合準子と申します。

私の仕事はプラネタリウムを使っていろんなことをやる。
・・・ざっくり申し上げるとこんな感じです？！

ここでは、そんなアバウトな仕事をしている私が、日々感じることや出会った出
来事などをお話していきたいと思っております。
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2009/04/02/Thu 00:44:52　　ブラックホール/CM:0/TB:0/ ▲

§ こんにちわ！

2009/04/02/Thu 00:42:24　　星/CM:2/TB:0/ ▲

§ はじまります。

2009/04/02/Thu 00:25:35　　お知らせ/CM:0/TB:0/ ▲

BACK / MAIN
copyright © 2006 星空散歩道. All Rights Reserved.
Template by TAE-3rd☆テンプレート工房 
電子タバコで1万円節約！？/オススメ求人 　　

どうぞお見知りおきを！
★

 ツイート  0いいね！いいね！

プラネタリウムで解説員をしている永田です！

念願のブログが立ち上がり、本当にうれしいです！
このブログでは「星」を担当します。

エイプリルフールの今日、「うそだょ～」とならないよう、心温まるお話を伝え
られるよう、がんばります☆

☆

 ツイート  0いいね！いいね！

2009年4月1日

「星空散歩道」ブログを立ち上げました。

素敵な星空の写真や優しい星のお話し、時には愉快で面白い話まで、星空が大好
きな仲間たちがお送りするエンターテイメントブログを目指します。

不慣れなところも多々ありますが、少しづつでも素敵なブログにしていきたいと
思っていますので、優しい目で見守ってくださませ。

よろしくお願いします。

（星空の仲間たち5号、atmktakadaでした）
 ツイート  0いいね！いいね！
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