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１１月

成し、募集情報などを掲載する。

■岡山市を拠点とする天文同好会を設立
岡山アストロクラブ結成
平成２０年８月１日、岡山市初の社
会人天文同好会を設立するため、岡山
アストロクラブ発足準備チームのメン
バーが協議を行い、設立に当たり以下
の事項を決定した。
▼同好会名称

URL: http://oac.d2.r-cms.jp/

２）観望会では、普段天体観望の機会
のない者への招待や新たな仲間の発掘
を行う。
３）観望地は、原則、岡山市瀬戸町観
望地とする。
４）今年度については、会費は集めな
い。
５）ホームページ設置、チラシ等の作
成・配布などにより新たな会員を公に
募集する。

岡山アストロクラブ
▼活動目的
天文に関する活動を通じて会員相互
の親睦と交流及び会員の天文関連知識
や技術の向上を図るとともに、岡山の
地における天文ファンの裾野を広げる
ことを目的とする。

６）原則四半期ごと（５，８，１１，
２の各月）を前提として会報を作成し
電子配布することとし、今年度は１１
月及び２月に会報を作成する。
▼今年度の活動計画

▼会則
巻末のとおり定める（初回改定版）
▼設立時会員数
正会員

４名

準会員

２名

１）定例観望会日程
１１月

８日

月齢：１０．２

１２月

６日

月齢：

１２月２７日

平成２０年度（設立）総会
平成２０年１０月１７日、結成以来
最初の総会を行い、役員人事や今年度
の活動方針などを協議した。
▼第一期役員
会長
副会長
運営委員

８．４

月齢：２９．４

１月３１日

月齢：

３月

７日

月齢：１０．１

４月

４日

月齢：

４．８

２）チラシ配布
募集用のチラシを作成し、一般観望
者や知人等に配布する。
▼会則の見直し
１）正会員の会員取得情報の「生年月
日」を「生まれ年」に変更。
２）正会員の会員取得情報の電話番号
は自宅（緊急連絡先）とすることを明
示。
３）個人情報保護の条文追加。

■観望地情報
▼岡山市瀬戸町宗堂
今年度の定例観望会の基本観望地と
して利用している。
現在設定している観望地の中では、
唯一の岡山市内観望地であり、市内中
心部から車で約３５分の場所にある。
中心市街地や周辺の光害の影響があ
るも、他の条件は比較的良いため、気
軽な観望地として利用頻度が高い。

８．５

以下翌年度仮予定
５月

No.1 大島
No.2 倉森
No.3 小西

第１号

２日

月齢：

７．０

５月３０日

月齢：

５．６

▼今年度の活動方針

▼会員募集活動

１）上弦前後の土曜日夜において、一
般参加可能な定例観望会を実施する。

１）ホームページ作成
無料の CMS にてホームページを作
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【星空：△】
岡山市中心市街地や周辺外灯などの
光害の影響があるも、夏の天の川は十
分確認できる程度の空

【視界：△】
北西～南西の低高度に難あり
【駐車台数：△】
宗堂桜駐車場にて１０台程度まで
【アクセス：◎】
市内中心部から近い
【トイレ：◎】
駐車場内に清潔な水洗トイレ有り
【その他】
宗堂桜の観光地駐車場であるため、
桜の花見の季節は利用は避けたい
【座標：WGS84】
N 34°45'17 E 134°03'40
▼吉備中央町ストックファーム
標高３００ m を越える丘陵地に広
がる牧草地ストックファーム内の公園。
すぐ近くには吉備中央町が運営する天
文台付き貸切り宿泊施設ガリレオがあ
る。岡山市中心地から車で約 1 時間か
かるが、満足のいく星空が望める。

【星空：◎】
岡山市中心市街地の光害の影響はあ
まりなく、オールシーズン天の川が確
認できるほどの空
【視界：◎】
東の高度数度程度が、地形の関係で
少し視界が取れないものの、それ以外
はほぼ全方位に渡って地平レベルでの
視界あり
【駐車台数：◎】
草地の公園にそのまま乗り入れ可能
で、３０台でも余裕で駐車可能

■連載記事
季節の星空
第一回「気ままに星空ウォッチング」
夏のなごりの星座達も大きく西空に
傾き、物悲しい晩秋の夜空のなか、頭
上を秋の四辺形を象る天馬が馳せてい
ます。寒空に凍えないように、温かく
して暫し拙いお話にお付き合いくださ
い。
さあ、夜空の燈台ポラリスから星々
を辿っていきましょう。
北極星ポラリスを示す星座である有
名なカシオペヤ座とその西側の目立た
ない五角形のケフェウス座は、太古の
エチオピア国王ケフェウスとその妻カ
シオペヤであるとされ、王に寄り添う
ように王妃が椅子に座っています。
その娘アンドロメダ姫はカシオペヤ
の業を背負い、海神ポセイドンを鎮め
るために手首を鎖に繋がれ化け鯨に生
け贄として捧げられて、カシオペヤ座
の南に横たわっています。そのアンド
ロメダ座に南の海から出現した化け鯨
が襲いかからんとしたその時、たまた
ま天馬ペガサスに乗って通りかかった
勇者ペルセウスが、自身が退治して手
にしていたメデューサの頭を化け鯨に
かざしたところ、メデューサの顔を見
てしまった化け鯨はたちまち石と化し
てしまい、アンドロメダ姫は間一髪の
ところを助けられたのでした。
神話のとおり、アンドロメダ座の南

【アクセス：○】
国道５３号や吉備新線、奥吉備街道
などで比較的幹線道路で現地近くまで
快適にアクセス可能
【トイレ：○】
公園から１００ m ほど離れた舗装
面の駐車場内にトイレあり
【その他】
地面が柔かい草地であるため、ドブ
ソニアン鏡筒では直接設置に難あり、
また夜露がで地面が直接濡れる
【座標：WGS84】
N 34°52'36 E 133°50'29
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にくじら座が迫り、西空に向かって駆
けているペガスス座とそれを操るペル
セウス座がアンドロメダ座の西と東に
位置していますね。そして、その星座
たちの間を黄道に沿って、12 星座が
うお座、おひつじ座、おうし座、ふた
ご座と冬の星座に渡っていきます。
さて、晩秋の星空での見所の筆頭は、
やはり有名な M31 アンドロメダ銀河
でしょうか。アンドロメダ姫の腰にあ
たる β 星から連なる μ 星、ν 星と辿っ
て行けば肉眼でもぼんやりとその姿を
捉えることができます。双眼鏡で眺め
ればさらに明瞭になります。銀河全体
の大きさは満月の 5 倍の大きさがある
とされますが、望遠鏡を使っても目で
見えるのは中心の明るい部分のみで、
その伴銀河である M32、M110 は以外
と離れたところにあることに気づくで
しょう。また、空が十分に暗いとき、
M31 を見たついでに M33 も見ておき
ましょう。アンドロメダ座 β 星とその
南にあるさんかく座 α 星を結んで、中
央さんかく座寄り西側付近にとても淡
く広がりがあることに気づけばそれで
す。双眼鏡で確認できますが、やはり
望遠鏡の出番かもしれません。
同じくアンドロメダ座の足元、γ 星
アルマクの名を持つこの星は重星で、
はくちょう座 β 星のアルビレオ、りょ
うけん座 α 星のコル・カロリに劣らぬ
美しいもので、忘れずに見ておきましょ
う。
また、ペルセウス座というよりもカ
シオペヤ座から辿るほうが分り易い位

置に、有名な h-χ 二重星団が浮かんで
います。カシオペヤ座 δ 星に近い方が
h でペルセウス座 γ 星に近い方が χ で
す。低倍率広視野の望遠鏡で見る姿は、
いつまでも見とれてしまうものです。
そして、秋の夜空は変光星の宝箱で
す。有名なペルセウス座の β 星アルゴ
ルは約 3 日で変光する食変光星で、平
常時はアンドロメダ座 γ 星アルマクと
同光度ですが、食のときは 2 時間ほど
で明らかに暗くなります。また、うお
座 α 星の南に位置するくじら座 ο 星ミ
ラは、ミラ型長周期変光星の代表で、
約 332 日ごとに 9 等級から 2 等級まで
変光します。さらに、前出のケフェウ
ス座も変光星の巣窟で、ガーネットス
ターと呼ばれる程に赤い μ 星、それと
特に面白くもないですが δ 星セファイ
ドもついでに見ておきましょう。セファ
イド型変光星とは、天体の距離を測る
には欠かせない存在で、その代表星な
のです。
さて次は、東の空から次々と天に上
がってくる冬の星座に目を移してみま
しょう。
ペルセウス座が現れてから程なく北
寄りから明るい星が上がってきます。
ぎょしゃ座 α 星のカペラです。ちょっ
と離れて、それと同時に一群の星の塊
も上がってきます。かの清少納言も書
き記した、和名すばる。M45 プレア
デス星団です。

オリオン座のリゲル、おうし座のアル
デバラン、ぎょしゃ座のカペラ、ふた
ご座のポルックスと合計 7 個もあるの
で、賑やかな印象の一つになっている
のでしょうね。ちなみに、ふたご座の
兄カストルもとても明るい星なのです
が、僅かに暗く残念ながら等級的には
2 等星として扱われます。
また、冬の星雲星団も見応えのある
ものが多く、その中でも M42 オリオ
ン大星雲は肉眼でも分る明るい散光星
雲で、双眼鏡でも、望遠鏡でも楽しめ
る天体です。高倍率においては、その
中心にトラペジウムと呼ばれる 4 重星
がある点でもとても興味深いものです。
さらに、ぎょしゃ座からふたご座の兄
カストルの足元にかけて散らばってい
る、M38,M36,M37,M35 の散開星団も
流して見ておきましょう。加えて、お
うし座のアルデバランの方向にある V
字形の星列は Mel.25 ヒアデス星団と
呼ばれ、約 150 光年と比較的近くに位
置するため星団としては疎らな感じは
否めません。しかし、双眼鏡の視野いっ
ぱいに収まったそれは、間違いなく魅
力的な対象ですよ。
重星で押さえておきたいのは、ふた
ご座 α 星のカストル、オリオン座 β 星
のリゲル、同じく三ツ星の西端の δ 星
ミンタカでしょうか。さらに、オリオ
ン座 σ 星、いっかくじゅう座 β 星の多
重星も見逃せませんね。ちなみに、オ
リオン座 σ 星は三ツ星東端の星の南、

そして夜半には、にぎやかな冬の星
座達が全て上がってきましたね。冬の
星座といえば、三ツ星を抱えた均整の
とれたオリオン座が有名です。そのオ
リオンの右肩にあたる α 星ベテルギュ
ウスと南に輝く全天一明るいおおいぬ
座 α 星のシリウス、そしてこいぬ座 α
星のプロキオンを結べば冬の大三角。
海神ポセイドンの子巨人オリオンの後
に従うおおいぬとこいぬはオリオンの
連れた猟犬と言われています。そのオ
リオンの足の下に、猟犬に追われたウ
サギが駆けています。さて、当のオリ
オンはというと、美しいプレアデス 7
姉妹を追いかけ回しているのだと言わ
れています。また、五角形のぎょしゃ
座、大神ゼウスの双子の子、カストル
とポルックスはそのまま星の名ともな
り、命を分け与えながら仲良く過ごし
ています。
冬の一等星は大三角の 3 つのほかに、
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いっかくじゅう座 β 星はオリオン座ベ
テルギウスとおおいぬ座シリウスを直
線で結んだ中程にありますよ。
そうそう、ご紹介を忘れてました。
メシエカタログの No.1 こと M1 かに
星雲は、1054 年に出現した超新星の
残骸です。当時は金星ぐらいの明るさ
になり、昼間でも見えたとのことです。
その位置は、おうし座の右角(つの)に
あたる ζ 星が目印になるでしょう。
あと、変光星を少し。まずは、オリ
オン座ベテルギウスです。赤色超巨星
のそれは膨らんだり縮んだりして 5.8
年周期で変光しています。また、うさ
ぎ座 R 星は、周期 427 日のミラ型変光
星で、少々見つけにくいですが、クリ
ムゾンスターともハインドの深紅星と
も呼ばれる大変赤い色の星ですので、
極大期を狙って見てみるとよいでしょ
う。
最後に、冬の星空にはまだまだたく
さんの見所があります。それはもしか
すると、カメラを使わないと分らない
ものかもしれません。けど、その中で
も是非体験して欲しいものがあります、
冬の天の川です。なかなかチャンスは
ないかもしれませんが、とても暗い澄
んだ夜空でチャレンジしてみてくださ
いね。
そろそろ、体も冷えてきました。さ
あ、コーヒーでもいれて温まりましょ
うよ。
（執筆：No.4 石島）

うんちくアレコレ
第一回「双眼鏡」

の双眼鏡はローエンドからハイエンド
までかなりの選択肢でホント困るくら
いです。実際、望遠鏡のファインダー
も 7x50 が多いのも以上の理由が多く
を占めます。

祝創刊「アストロ通信☆彡」ってな
ワケで、星見初心者である小西がトッ
プバッターを務めさせていただきます。
あとは手にとって覗いてみる事を強
正直、星見歴５ヶ月の私がナニを語
くお勧めします。何故なら見え方の好
れるの？ですが、基本メカ好きでござ
みを含めて、個人差がかなりあるから
います故、シロートならではの視点で
です。
お届けできれば幸いです。
同じ「7x50」でもビックリするぐら
い各々別モンなカンジです。
普通、星見といえば望遠鏡ってなる
持っているヒト、大きなお店、とに
のですが、なかなかコレはコレで嵩張
かく覗いて自分色の双眼鏡を見つけて
るモノです。この道に嵌れば嵌る程？
ください。
多少機材が重くても全然オッケーらし
いのですが、家で何気にくつろいでい
るときに「あっ！そーいやぁアレが今
見頃だっけ？」てな時に重い機材を持
ち出してセットアップ.....
まぁフツーはめんどくさくて「やっ
ぱや～めた」となりがちです。＞私だ
け？
そこで双眼鏡です。
もちろん口径 100mm 等の対空双眼
鏡ではなくね（汗）
一般的に星見に適した双眼鏡として
は「7x50」というサイズのモノが定番
です。
何故定番なのか？
「7x50」という表記は対物レンズが
50mm 径、倍率が７倍という意味です。
そして対物径を倍率で割ると「射出ひ
とみ径」が算出されます。（射出ひと
みとは双眼鏡を眼から離し対物レンズ
を明るい方に向けたとき接眼レンズに
写る明るい円）
ヒトの瞳は昼夜で径が大きく変化し
ます。昼間は 2mm 位で夜は 7～8mm
位まで大きくなります。外が暗いと多
くの光を集めてよく見ようとする、当
たり前のコトですが大変優れたカラダ
の機能です。
よって星見をするときの瞳は最大に
拡張しているわけで、その径より小さ
い射出ひとみ径では十分な光量が得ら
れません。
要するに、多くの面積を見るために
確保しているのに、その一部分にしか
集光できないコトになります。

低倍率双眼鏡で見る星空はまた格別
ですよ。
（執筆：No.3 小西）

会員紹介
「No.1 大島」
岡山アストロクラブの初代会長を務
める大島です。
私は、昭和４１年１月大阪生まれの
おっさんです。中学生時代に岡山に越
してきて以来、ずっぽり岡山県人とし
て生きています。
現在は、妻と子２人を含めた家族４
人で岡山市内に居住しています。
そもそも星空への興味は大阪に住ん
でいた小学 5 年生にまで遡ります。
当時、小学生ながらに父親に望遠鏡
をせがみ倒し、おそらく 3 万円台だっ
たと思われるミザール製の 8 センチ反
射経緯台を買ってもらいました。
その頃は、大阪の茨木市に住んでい
たのですが、当時はまだ回りに田んぼ
も多く、そこそこ星たちが見えていた
のを憶えています。
ただ、初心者によくありそうな話同
様、想像していたほど天体が見えない
状況を子供ながらに私も不満に感じて
いました。そんな状況もあって、中学
に入ってからは望遠鏡を空に向けるこ
ともなくなってしまいました。

現会員の石島氏とは、その頃からの付
き合いです。
その頃は、本気で天文学をやりたい
と思っていました。大学は天文学部の
ある大学と思っていましたが、確か、
学部としては東京大学しかなかったた
め、早々にあきらめた記憶があります。
いまから思えば、地球物理学や宇宙考
古学、そのほか間接的なものも含める
と、天文関係をやれる大学や仕事は以
外に沢山あるようで、もっときちんと
情報を手に入れて希望を捨てずにやり
たかったと少し後悔もしています。進
学相談の先生ももう少し、情報を持っ
ていてくれてたらとも思いましたが、
地味なテーマだったので少々無理な相
談だったのでしょうか。
現在の天体観望や天体写真撮影は、
ここ６年くらいの復活の趣味です。
機材や経験はまだまだ底辺レベルだ
と思ってますが、クラブ創設を機会に、
これからもっと深くやっていけたらと
思っています。
また、天体観望に関しては、もっと
裾野を広げたいですね。
そもそも、宇宙や天体というテーマ
は、一般の人の多くは少なからず何ら
かの興味をお持ちだと考えています。
科学館やプラネタリウムはどこも大
盛況ですし、たまに放映される宇宙関
係のテレビ番組も結構見られているよ
うに思います。
そのような状況がある中で、多くの
人に実際の星空を眺めて頂き、もっと
深い興味を抱くきっかけに我々のクラ
ブが力になればいいですね。

それから月日は流れ、高校時代に思
い出したかのように天体関係のクラブ
を作りました。ただ、そのクラブは、
間もなく土曜日の夜遊びクラブと化し、
もちろん対物の口径が大きければ大
マイコンゲーム大会やら、アマチュア
きいほど良いのですが、気軽さを目的
無線やら、周辺への外出やらと天体と
とするならばやはり 50mm がスタンダー
▲オリオン座（吉備中央町にて撮影）
はほど遠い活動をやってました。
ドとなるようです。実際、このクラス
（執筆：No.1 大島）
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■クラブ会則
平成２０年１０月１７日総会におい
て、設立当時の会則を一部改正したた
め、最新の会則を掲載する。
（名称及び事務局）
第１条 本会は、「岡山アストロクラ
ブ」と称し、事務局は会長が定めると
ころに置く。
（目的及び事業）
第２条 本会は、天文に関する活動を
通じて会員相互の親睦と交流及び会員
の天文関連知識や技術の向上を図ると
ともに、岡山の地における天文ファン
の裾野を広げることを目的とし、次の
事業を行う。
(１) 天体観望会（定期・随時）の実施
(２) 会報の発行
(３) その他目的を達成するために必要
な事項
（会員）

（役員）

（個人情報保護）

第６条

第１０条 第４条の規定により収集し
た会員に関する個人情報については、
氏名及び居住市区町村名を除き非公開
とし、事務局における統計情報処理及
び非常時連絡の目的でのみ使用する。

本会に次の役員をおく。

（１）会長（１名）は、本会の運営及
び運営に必要な事務をとりまとめし、
かつ運営に関する全ての責を負う
（２）副会長（１名）は、会長を補佐
するとともに、本会の会計事務を行う
（３）運営委員（正会員５名当たり１
名）は、本会の運営に直接関与すると
ともに、その代表により会計監査を行
う

（２）本会の運営には関与せず、企画
事業に随時参加する意志がある会員を
「準会員」とする
（入会）
第４条 本会の会員となる者は、事務
局に対し会員の区分に応じた次の事項
を伝え、会長の承認をもって入会とな
る。なお、入会に際し、特に資格要件
は設けない。
（１）正会員の場合は、氏名、住所、
性別、生まれ年、連絡先メールアドレ
ス及び自宅電話番号
（２）準会員の場合は、氏名、居住地
市区町村名、連絡先メールアドレス
２ 前項において、入会しようとする
者は本会則を承諾したものとみなす。
（退会）
第５条 本会を退会する場合は、事務
局に対しその意志を伝え、会長の承認
を得た時点で退会とする。

第１１条 この規約に定めるもののほ
か、本会の運営について必要な事項は
役員会での審議を経て、会長が定める。

２ 役員は、正会員の互選により選出
する。

（付則）

（総会）

・第一期役員の任期は、平成２２年度
当初総会開催時までとする。

・本会則は、平成２０年８月１日をもっ
て施行する。
３ 役員の任期は２年とし、再任は妨
げない。ただし、欠員により就任した
・平成２０年１０月１７日 一部改正
役員の任期は前任者の残任期間とする。 し施行する。

第７条 総会は正会員を対象とし、年
１回会長が招集する。ただし、会長が
必要と認めたとき、若しくは正会員の
３分の１以上から請求があったときは、
臨時総会を開催する。

第３条 本会は、前条の目的及び事業
２ 総会は、委任を含めた正会員の３
の趣旨に賛同するものをもって組織す
る。また、会員には次の区分を設ける。 分の２以上の参加がなければ開催する
ことはできない。
（１）本会の運営への参画を行い、か
３ 総会の議長は会長が務める。
つ会費負担の義務を負う会員を「正会
員」とする

（その他規定）

４ 総会は、会員の総意を民主的に反
映する機関として、次の事項を審議す
る。
（１）会則の改廃及び役員の選出
（２）事業計画及び収支予算の決定並
びに事業報告、収支決算及び監査報告
の承認
（３）その他の重要事項
５ 前項に定める事項に関する決定及
び承認については、参加会員の過半数
以上を得なければならない。ただし、
可否同数のときは、議長が決する。
（役員会）
第８条 役員会は、会長が必要と認め
る都度これを招集する。
（経理）
第９条 本会の経費は、会費、寄付金、
その他の収入をもってこれに充てる。
２ 本会の会計年度は、毎年５月１日
に始まり翌年４月３０日に終わる。
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