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■活動状況
イベント
▼定例観望会
・ 2014/8/23
井原市星空公園で予定されていた観
望会は悪天のため中止されました。
・ 2014/9/27
場所 ： 美作市大芦高原
参加者 ： 会員 14 名、 一般 1 名の合
計 15 名。
最初は曇りがちでしたが、 次第に晴れ
て夜遅くにはクリアな空も見ることがで
きました。

されて楽しい観望会となりました。
・ 2014/11/22
場所 ： 美作市大芦高原
参加者 ： 会員 14 名、 一般 1 名の合
計 15 名。
夕方は晴れているものの眠い空でした
が、 いったん曇ったあとに持ち直して
きれいな空が広がり、 晩秋から初冬の
星座や天体を楽しみました。

▼観望会以外のイベント

・ 2014/10/25
場所 ： 吉備中央町岩倉公園
参加者 ： 会員 14 名、 一般 1 名の合
計 15 名。
夕方まで曇りで、 その後天候が回復し
て雲が流れることがあったものの、 明
け方近くまで星を見ることができました。
ゲストさんや新会員の方がたくさん参加

・ 2014/9/7 ～ 2014/9/27
名称 ： 岡山アストロクラブ活動 ・ 写真展
場所 ： 人と未来の科学館サイピア （北区）
展示出品 ： 写真 40 点、 一般展示 10 点
３回目、 二年ぶりの開催となる今回は、
40 点あまりの写真展示と一般展示を
行いました。
特 に、 キ ッ
ズコーナー
（宇宙パチ
ンコ ・ 宇宙
パズル） が

大好評で、 期間中数百人の来場者が
ありました。
・ 2014/10/12 - 2014/10/13
名称 ： 岡山アストロクラブ合宿交流会
場所 ： 真庭市クリエイト菅谷
参加 ： 宿泊 17 名、 日帰り 10 名の計
27 名

今年は、 ３回続いた是里を離れ、 県
北は真庭市のクリエイト菅谷に場所を
移しての開催となりました。 台風が接
近する中、 天気にやきもきしましたが
大きな崩れも無く、 無事開催できまし
た。 星まつり紹介 「『星をもとめて』 を
もとめて」、 専門色いっぱいの 「褐色

近々のクラブイベント
１２月２７日 （土） 定例観望会
美作市 大芦高原
月齢 2.9  19:36 没
１月１７日 （土） 新年会
場所未定 ※会員限定イベント
１月２５日 （土） 定例観望会
吉備中央町 岩倉公園
月齢 1.6 18:16 入
※開催場所など変更になる場合が
あります。 詳細はホームページト
ピックスにて開催日近くにご確認く
ださい。

矮星」 の両プレゼン、 昨年までと趣向
を変わったレインボー天文クイズ、 屋
外 で の 焼 き 肉、 恒 例 OAC ス ー パ ー
オークション、 そして囲炉裏端での夜
宴 ・ 談笑タイムと楽しさ盛りだくさんな
一昼夜で会員間の親睦を深めました。

統計情報
過去 3 ヶ月 （2014/8 ～ 2014/10） の
件数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・ 12 件 ※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 692 件
※対前四半期比約 3% 増
▼会員数
前 四 半 期 中 に 準 会 員 2 名 増 が あ り、
2014 年 10 月末時点の会員数は、 89
名となりました。

■連載記事
天体ガイド
第１５回 南天の星たちと南十字星
いつの間にか寒くなり、 オリオン座
が早い時間帯に見えるようになりました
ね。 今回は、 「南天の星たちと南十字
星」 と題して、 天体ガイドをさせていた
だきます。
【写真１の解説】

写真１は、 2010 年 7 月にニュージーラ
ンドの南島にあるテカポのマウントジョ
ン山頂で撮影したものです。 円周魚眼
レンズという全天を撮影できるレンズを
使用して撮影しました。
天の川は、 「天の川銀河」 とも 「銀
河系」とも言います。英語では、ミルキー
ウェイと言い、 ミルクを流したような道と
いうところでしょう。 真っ白な道が天に
横たわっているように見えます。 この天
の川は、 私たちの地球が属する太陽
系も天の川銀河の一員であるため、 私
たちの銀河です。 つまり、 私たちの地
球が所属する銀河を横から眺めている
ことになります。
天の川銀河を南に辿って行きますと、
ケンタウルス座αとβがあります。
そして、 コールサックは全天で最も目
立つ暗黒星雲と呼ばれています。
その隣に憧れの南十字星があります。
南十字座は、 全天 88 星座の中で最も
小さな星座でもあります。 南半球を航
海した昔の人々には、 南方向を示す
目印として利用されました。 厳密には、
八分儀座の近くに天の南極がありま
す。 南半球のブラジル・オーストラリア・
ニュージーランドなどの国々の国旗に
は、 南十字星があることも知られていま
す。
次は、 全天で 21 ある１等星のひとつ

写真１ テカポ ・ マウントジョン山頂にて撮影

で、 シリウスに次いで２番目に明るいカ
ノープスです。 中国では、 この星を見
た人は長寿になるとも言われ、 南極老
人星とも呼ばれています。 日本からも
低空に見える明るい星です。
そして、 イータカリーナ星雲は、 いく
つかの散開星団に囲まれた大きく明る
い星雲であり、 銀河系で最大級の重さ
と光度を持つ恒星の 2 つがこの星雲の
中にあり、 とても美しい星雲の１つでも
あります。
次は、 大 ・ 小マゼラン雲です。 初
めて空を見上げた時には、 大きな雲
があるなぁ、 と雲と間違えたくらいです
（苦笑） 大 ・ 小マゼラン雲は、 天の川
銀河の周りを回っている矮小銀河で、
1970 年代、 この 2 つの銀河からたな
びくリボンのようなガス流が発見され、
天の川銀河を半周取り囲むほど長大な
このガス流は 「マゼラニック・ストリーム」
と呼ばれています。 天の川銀河の壮大
さを感じますね。
【写真２の解説】
写真２は、 南天の星たちを広角ズー
ムレンズの 15 ㎜の焦点距離で撮影し
たものです。 それぞれの位置関係が
分かります。
オ メ ガ 星 団 は、 大 型 の 球 状 星 団
で、 肉眼で見ることができる数少ない
球状星団のうちでも最大級の物とさ

▲写真２ 南天の星たち ／ 写真３ ヌメアの薄明▼

れ て い ま す。 Sirius さ ん が 備 前 市 吉 【写真３の解説】
写真３は、 ニューカレドニアのヌメア
永町より直焦点で撮影されていますが、
にあるホテルのベランダから、標準ズー
日本から見るとすごく低空なので、 よく
ムレンズの 24 ㎜でソフトフィルターを付
撮影出来るものと感心した次第です。

けて撮影したものです。 遠くには、 灯
台や船などの灯りが見えています。 撮
影を始めた頃には雲が多かったので
すが、 薄明の頃に南十字星とケンタウ

ルス座α ・ βが姿を現してくれました。
ケンタウルス座αからβへと辿ると南十
字星の一辺に辿り着きます。 ヌメアは、
南緯 22 度になります。
【写真４の解説】
写真４は、 南太平洋皆既日食を観望
したぱしふぃっくびぃなすの船上で 15
㎜の対角線魚眼レンズにソフトフィル
ターを付けて撮影したものです。 船上
で撮影したため、 船の揺れに伴うブレ
が多かったのですが、 ニュージーラン
ドからかなり離れた洋上のため、 素晴
らしい星空を観望出来ました。 この写
真には、 南十字星からオリオン座へと
続く天の川が写っています。 もちろん、
オリオン座は逆さまになっています。 ダ
イヤモンド十字やニセ十字など南十字
星に似た星たちがいます。 興味深い
のは、 シリウスとカノープスが並んでお
り、 明るさを競っていることです。
【南十字星の探し方】
その昔、 オーストラリア ・ バリ島 ・ サ
イパン島などを旅行しましたが、 星の
数が多かったり ・ 明るかったりして、 ど
れが南十字星か分からなくて残念な思
いをしました。 テカポなどの星空が素
晴らしい場所では、 コールサック （石
炭袋） を探すと、 その隣にあるので分
かりやすいです。 次の方法は、 ケンタ
ウルス座α ・ βは、 ポインターと呼ば
れており、 αからβへの延長上に南十

写真４ ぱしふぃっくびぃなす船上にて
字星の十字の１つに辿り着きます。
【日本でも南十字星が見える？】
定番では、 沖縄県の波照間島でしょ
う。
竹富町波照間島星空観測タワーの
ＨＰには、 １月から６月に見えると記載
されています。 詳細は、 ＨＰを確認下
さい。 また、 石垣島や小笠原では、
スターウォッチングツアーもあるようで
す。 カノープスのように、 日本での北
限はどこでしょうね？四国だと、 足摺
岬でガクルックス （γ） が見えたという
情報があります。 また、 本州だと、 和

歌山県の串本町でもガクルックスが見
えたという情報がありますが、 シミレー
ションしてみると、 水平線の下です。
光の回折効果で見えるのでしょうか？
ちなみに、 富士山頂でシミレーションし
てみましたが、水平線の下です （苦笑）
こんな具合で、 南天に対する夢は尽き
ません。 南に旅行される方は、 ぜひ、
南十字星やカノープス等をご覧くださ
い。
（参考文献）
１． ウイキペディア
２． 竹富町波照間島星空観測タワーＨＰ

うんちくあれこれ

い内容ですがしばしお付合いください。

第２１回
「私が望遠鏡に求める機能」

間違いだらけの「廉価」屈折望遠鏡
選び
30 歳中盤を迎えたある日、 久しぶりに
打ったパチンコで大勝 ! 奥さんに半額
を渡し、 さて何を買おうか ? とネットを探
していたところ偶然天体望遠鏡にたどり
着きました。 70mm ・ f10 アクロマート屈
折望遠鏡。 なんと自動導入装置付き！
入門者だった私は廉価で高機能な望遠
鏡に魅せられ迷わず衝動買い。 数ヶ月
間、 月 ・ 惑星を眺めましたが、 今一つ
クッキリと ( シャープに ) 見えません。 な
らば口径アップと 90mm ・ f5 光軸が少し
狂っているアクロマート屈折望遠鏡を落

初めて望遠鏡を選ぶ入門者の方の多く
は、 価格 ・ 高機能 ・ 倍率を基準に望
遠鏡を選び始めると思います。 私もそう
でした。 カタログには高機能や倍率に
ついては多く書かれていますが、 光学
性能についての記載は滅多に見ませ
ん。 廉価でシャープに見える望遠鏡を
探すのは意外に難しいことです。 手頃
な価格の機材で星空を楽しむ、 星見歴
6 年の初級者” レインボー” が望遠鏡
選びの体験談をお届けします。 つたな

60mmF15 アクロマート
札。 屈折望遠鏡でも廉価なものは光軸
が狂っていることがあるそうです。 そこで
望遠鏡を分解し光軸を調整、 ついでに
鏡筒内に迷光紙を貼りコントラストアップ
改造をしました。 手間暇かけて機材を
いじるのはとても楽しく勉強になりました
が、 それでもシャキッと見えません。 屈
折望遠鏡の分解をした経験からその構
造 ・ 性能について多少知識がつき、 大
口径 ・ 長焦点で光軸を調整すれば廉
価な望遠鏡でもシャキッ見えるだろうと、
90mm ・ f10 アクロマート屈折望遠鏡を
購入し光軸調整しましたがそんなに甘く
はありません。 やはりダメです。 結局最
後に買ったのは、 およそ 20 年前に造
られた 60mm f15 のアクロマート屈折望
遠鏡ですが、 これが意外に良く見えま
す。 口径が小さく古い望遠鏡ながら対
物レンズに見事にニュートンリングが出
ており真面目に作られた望遠鏡でした。

ニュートンリング
そこで経験したのは、 レンズの性能が良
い屈折望遠鏡でなければクッキリとした
( シャープな ) 星は見えないという至極
当然のことでした。 目先の廉価 ・ 高機
能に惑わされた、 レンズ性能の悪い屈
折望遠鏡の衝動買いはこれでやっと幕
を閉じました。 入門者の皆様が、 私の
ような迷走をたどらないことを祈っており
ます。
「ベストチョイス」だった反射望遠鏡選び
星を見始めて 2 年が経った頃、 私に新
たな衝撃が訪れました。 それは望遠鏡
を双眼鏡の様に両目で見る事が出来る
双眼装置とドブソニアン望遠鏡との出会
いでした。 双眼装置で見た土星はあた
かも立体的に浮き上がって見え、 大口

径ドブソニアン望遠鏡で見た球状星団
のつぶつぶ感と言ったら言葉も出ません
でした。 いよいよ本格的な望遠鏡が欲し
くなりました。
後から考えると、 間違いだらけの屈折望
遠鏡選びと、 ベストチョイスだった反射
望遠鏡選びの最大の違いは、 双眼装
置やドブソニアン望遠鏡で実際に星を
見たことで、 私が望遠鏡に求める機能
があらかじめ明確になっていたことです。
【私が望遠鏡に求める機能】
・ 見たいもの ： 星雲 ・ 星団
・ 場所 : 天の川の見える暗い場所
・ 用途 : 眼視 ( 維持が簡単で長持ち
する )
※双眼装置必須 ( 低倍率での双眼視 )
・ 写真撮影 : 予定なし ( コリメート撮影
程度 )
・ サイズ : 大口径 かつ 軽量 (30Kg
以下 ) で稼働率を上げる。
求める機能が明確であれば、、 おのずと
性能は決まってきます。 星雲 ・ 星団が
見たかったので、 視野が広く ・ 光量の
多い、 大口径の反射望遠鏡が候補にな
りました。 そして、 撮影の予定は無く稼
働率を上げたかったので赤道儀が候補
から外れ、 ドブソニアン望遠鏡にするこ
とにしました。 ドブソニアンの構造は大ま
かにトラス式 ・ 伸縮式 ・ 寸胴があります
が、 運搬時の分解 ・ 伸縮による光軸狂
いや、 部品が少なく壊れ難いこと ・ 眼
視でのコントラストが良いことから寸胴タ
イプを選ぶことにしました。 自動導入が
可能な機種もあり魅力的でしたが、 稼働
率を上げるために軽量かつ維持が簡単
な手動で我慢することにしました。 重量
から口径は 25cm に決まり、 対象機種も
３機種に絞られました。 最後にこだわっ
たのが双眼装置が低倍率 (1.6 倍バロー
レンズ ) で使えることです。
【ウイリアムオプテック双眼装置の光路長】
・ バローレンズ無し （必要光路長約 100
ｍｍ）
・ 1.6 倍バローレンズ （必要光路長約
46 ｍｍ）
・ 2 倍バローレンズ （必要光露長約 29
ｍｍ）
・ 3 倍バローレンズ （（必要光路長約 10
ｍｍ )
この光路長で焦点が合う反射望遠鏡探
しには苦労しました。 眼視用で斜鏡の
中央遮蔽率が小さい反射望遠鏡が欲
しかったのですが、 バックフォーカスの
長い反射望遠鏡は、 中央遮蔽率の高
い写真撮影用の赤道儀式望遠鏡ばかり
でドブソニアンは見当たりません。 やっ
と見つけたのが、 笠井トレーディングの
25cm ドブソニアンにアストログラフ化改
造 ( 主鏡位置を前方にシフト） をオプ

笠井トレーディング Ginji250D
ションで施したもので、 この改造でバッ
クフォーカスは 30mm から約 60mm に延
長されるとのことでした。 寸胴タイプで中
央遮蔽率が小さく、 1.6 倍バローレンズ
で双眼装置が合焦する唯一のドブソニ
アンを見つけました。 見つけた望遠鏡
がこれです。
★笠井トレーディング Ginji250d アスト
ログラフ化改造
・ 有効径 250mm ・ 焦点距離 1250mm
・ 口径比 F5 ・ 面積比中央遮蔽率 6.76%
・ 鏡筒長 1210mm
・ ドブソニアン架台最大径 560mm
・ 総重量 28kg （鏡筒部 16kg ＋架台部
12kg）
大きすぎず ・ 重すぎず、 初級者の私が
星雲 ・ 星団を鑑賞するには最適かつ最
大の望遠鏡でとても気に入っています。
この望遠鏡に双眼装置を付けて覗いた
オリオン大星雲はまさに至福の一時で
す。
夢の 30cm 超級反射望遠鏡選び
それから 4 年半が立ち、 望遠鏡のサイ
ズアップを考え始めました。 望遠鏡に求
める機能は前述と変わらずです。 ここで
もこだわったのは低倍率で双眼装置が
使えることでした。 口径 30cm クラスで重
量 30Kg 以下、 かつバックフォーカスの
長い寸胴のドブソニアンはこの望遠鏡し
かありませんでした。
★笠井トレーディング Ninja320
・ 有効径 320mm ・ 焦点距離 1450mm
・ 口 径 比 F4.5 ・ 面 積 比 中 央 遮 蔽 率
6.25%
・ 合焦ストローク 70mm
・ 鏡筒全長 1430mm （2 分割可能）
・ ドブソニアン架台最大径 460mm
・ 総重量 21kg （鏡筒前部 4.5kg ＋鏡
筒後部 12kg ＋架台部 4.5kg）
眼視性能と双眼視にこだわった、 夢の

笠井トレーディング Ninja320
30cm 超級望遠鏡を遂に手に入れまし
た。 どちらの望遠鏡も外にもこだわり選
定理由がたくさんありますが、 あまり書
くとメーカーさんの回し者と思われそう
なので、 私が望遠鏡に求める機能の
話はこの辺でおしまいにします。 さて皆
さんの欲しい望遠鏡はどんな望遠鏡で
しょう。 見たい （撮りたい） もの ・ 見る
場所 ・ 用途 ・ サイズなど、 ご自身の望
遠鏡に求める機能を明確にして望遠鏡
を選ぶのが間違いの無い望遠鏡選び
のコツです。 高価な望遠鏡を実機も見
ずにネットで購入するのは勇気がいりま
す。 望遠鏡選びでお悩み ・ お困りの
皆様、 是非観望会にお越し下さり、 実
際に望遠鏡で星を見比べ、 ベストな望
遠鏡選びにお役立て下さい。 通り一遍
の長話に、 最後までお付き合い頂きあ
りがとうございました。
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いけなく簡単に挫折！ （因みに、 有
名どころでは浜田省吾や、 スタジオ
ミュージシャンなど）
で、暫しボーっとしていたら偶々 「来
れ！星好き！」 とな ・ ・ そんな訳で
「XXX 大学 星の会」 へ入部…そっ
からは、 写真専門のチームでひたす
ら遠征、 手動ガイドの繰り返し ・ ・ 遠
征場所は長野方面、 清里や野辺山、
甲斐小泉、 湯の丸高原、 赤岳山麓、
おまけに、 八ヶ岳縦走と、 なんだか気
がついたら山岳部の装備！重いバッ
クパックに当時高価だった高橋の P 型
赤道儀を担ぎその他の装備も含め約
30Kg…これはかなりきつかった！難行
苦行の末にキャンプ地につくや、 新
入生は飯の炊き出し ・ ・ 雪が積もった
野辺山では凍死するのではないかと
恐怖におののきながらも楽しい４年間
を経験しました。 その当時から 「天文
ガイド」 があり、後１誌 「天文と気象」 （こ
れが今の 「星ナビ」 なのかなぁ…編
者注 ： 月刊天文です。 2006 年 12 月
号にて休刊） その両誌へ写真を掲載
されるのが楽しみのひとつでした。 天
ガは現在と同じく少々ハードルが高く、
もう１誌の天文と気象へ連続掲載を果
たしたものでした。

Fig3､3-1． 撮影風景

根気との勝負です。 標準レンズで最
低 10 分、 135mm だと F 値が暗くなる
ので 30 分とか、 最高記録は１時間迄
やった事がありますが、 もう、 肩は凝
るし、 頭はクラクラ
す る し、 冬 な ど 凍
死しそうでした笑。
当時撮った写真
（Fig4,4_1）
Fig4,Fig4-1．
当時の作例写真

会員紹介 「ルーター」
星と出会ったのは、 Long Long Time
ago ( 約 45 年前 ) もう忘れてしまった
位昔です。 笑
中学１年生になり、 何か部活動でも
初めてみようと、 単に面白そうな先輩
が居た天文部に入ったのがキッカケで
す。 理科は好きだったので、 そのま
ま流されるように当時 NIKON の 80mm
屈折？だったか？兎に角、 日々太陽
投影板に太陽を写しては黒点の位置
観測？？なんだか、 意味のないこと
やってるなぁ〜などと思いながらも、 星
とは関係無い部分で部員と意気投合
し、 楽しい３年間を過ごしました。 但し
昼間の観測は放課後の中学建物の３
階部分が広いスペースの展望箇所に
なっていた為、 女子から良く声かけら
れ得意になっていました。 笑

Fig1． トライ X
当時のカメラは当然銀塩で主に白黒
フィルムです。 トライ X(Fig1) や、コダッ
クの高価な赤外系のフィルム 103aE の
長巻を八王子の近くにあった、 長瀬
産業まで電車を乗り継いで買いに行っ
たものでした。 これを部員数人で別
けてパトローネに入れたものです。 こ
のフィルムを使うには R64 フィルター
（Fig2） が必要で、 もちろん現像から

Fig2． R64 フィルター
それから、 高校に上がってからは、
暫し、 帰宅部に終始し、 横浜の大学
へ入部し、 今度は 「音楽」 の道へ…
レベルが非常に高いクラブでプロを何
人も輩出していてとても私にはついて

印画紙焼き付けまで自分でやります。
これだけ赤い為、 露出時間は倍以上
掛かります！ガイドは勿論手動ガイド
なんです。 （Fig3,Fig3_1）

当時は白黒写真はなんでも焼いて
いましたよ！ちょっと世間様には言え
ないものまで ・ ・ ・ 汗

Fig5,Fig5-1．
当時のカラー写
真

その後カラーリバーサルが色再現が
良いとわかり、 そちらにも手を出し、
学生時代はほぼこれに全財産をつぎ
込んでいた状態でした。 当時のカラー
写真 (Fig5,Fig5_1)
それなりに楽しい４年間があっと言う
間に過ぎ、岡山で就職し、家庭を持ち、
現在に至りますが、 その間は全く星と
は縁がなくなってしまい、 偶に空を仰
ぐ位。
ところが、 ４年前、 本屋でたまたま
天文ガイドをみつけ立ち読みしていた
ところ、 なんと機材も進歩し、 撮影方
法も自動ガイドとな！？？なんと軟弱
な！全く浦島太郎状態の私には衝撃
的な内容でした。
早々に、 ケンコーのスカイメイトを入
手し、 標準レンズでの星景写真を撮る
つもりが、 何故か上手く取れない ・ ・ ・
知識不足で最近のメカが理解できて
いないのですよ。 で、 仕方なく誰かに
教えてもらい、 まあ、 お茶を濁す程度
の軽い気持ちで OAC の会長にメール
を送りめでたく準会員に収まったわけ
です。

Fig6．

■投稿
天文年鑑２０１５を読んで
と、 まるで読書感想文のようなタイト
ルになってしまいましたが、 毎年この
季節になると買ってしまう本、 天文年
鑑をもとに来年の現象をちょっと見て
みたいと思います。
まず、 日食月食は、 4 月 4 日夕方
に皆既月食が起こります。 しかし、 皆
既継続時間 12 分と韋駄天のような現
象です。 なので、 観望に工夫が必要
かもしれません。 とはいいながら、 来
年最大の天文現象だと思いますので、
見てみたいです。
日食は見えそうなものはありません。
惑星は、金星の内合がありますので、
目まぐるしく形と大きさが変わる様を楽
しむことが出来るでしょう。 木星はかに
座、 環がほとんど最大まで傾いた土
星はてんびん座と春先から夏にかけて
見頃です。 火星は 2016 年の中接近
までちょっとお休みのようです。
星食は、 水星食天王星食があります
が、 いずれも条件が悪く見えそうにあ
りません。 アルデバラン食が何回か起
こります。 変わったところでは、 火星
が 4.6 等星を隠す星食も。 ただ、 明
け方前の低空なのできびしいかも。
月齢が月はじめから月末が満月にな

現在の撮影風景

Fig8． 獣対策
ます。 (Fig6,Fig7)

Fig7． 現在の作例写真
その後は、 転がる石の如く軍拡が始
まるわけです‥‥ドツボの始まりって
わけです。
最初は出来心で、 「まあ、 ちょっとま
ともな星景写真と、 はたまた望遠で星
雲がそれなりに撮れればそれでいい」
と、 自分に言い聞かせていたのです
が、 そんな言い訳じみた話は私に通
用するわけもなく ・ ・ ・ なんやかんや
揃えて、 紆余曲折もありで現在に至り

みなさん、 やり過ぎには注意しましょう
〜 （散財＋体調不良が襲います）
※教訓 ： やりすぎには注意しましょう、
貴方の精神的、 健康被害が待ってい
ますから ・ ・ ・
そうそう、 現在は、 岡山から一人広島
へこの春から単身赴任となり、 ますま
すフリーダムな私です！観測撮影場
所に試行錯誤がありますが、 何しろ
真っ暗な夜中に一人で徹夜するには、
獣対策も必要かと思い、 いつもガス
ガンを携帯しています （気休めです
が ・ ・ ・ 汗） (Fig8)
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るので、 流
星群として
は、 ペ ル
セ群とふた
ご群が期
待でき、 と
くにふたご
群が一押
しのようで
す。
彗 星 は、
6等以上
に明るくなりそうのなのが 6 個。 そのう
ち、 11 月に接近するカタリナ彗星が 2
等級まで明るくなりそうなので、 期待し
たいです。
このように、 2014 年と同じように普通
の年のようですが、 来年も楽しく星を
見ていきたいですね。
余談ですが、 天文年鑑を買い始め
て 38 冊目、 最初に買った頃からすれ
ば中身が厚く重くなって、 値段も高く
なりました。 今頃はそれこそタブレット
やスマホでも現象がわかる時代になり
ました。 でも、 印刷してある本を手に
読んでいると何か安心します。 やっぱ
り人間が古いんでしょうか…。
執筆と文中写真 ： T#
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