■活動状況
イベント
▼定例観望会

・2011/10/29
赤磐市是里で予定していた定例観望会
は、天候不順により中止しました。
▼観望会以外のイベント

・2011/08/06
場所：井原市星空公園
参加：
会員（同伴含む）23 名、一般参加 16 名
の合計 39 名
ドーム内口径６０センチ望遠鏡を使って
月や惑星などを大迫力で観望しました。

・2011/08/14 - 2011/09/25
名称：岡山アストロクラブ天体写真展
場所：岡山県井原市美星天文台
展示出品：写真 35 点、一般展示 3 点
井原市美星天文台研修室の一角をお
借りして開催しました。

統計情報
過去 3 ヶ月（2011/08～2011/10）の件数
等の報告
▼ホームページ
・サイト全体の Page View 20,760 PV
※対前四半期比で約 31%増
▼問い合わせ・入会等
・11 件 ※HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・711 件
※対前四半期比約 28%増
▼会員数
前四半期中に準会員 2 名増、1 名減が
あり、2011 年 10 月末時点の会員数は、
正会員 23 名、準会員 32 名の合計 55 名
となりました。

･2011/09/03
美作市大芦高原で予定していた定例観
望会は、天候不順により中止しました。
･2011/10/01
場所：吉備中央町岩倉公園
参加：会員 9 名、一般 13 名の計 22 名
夜半ごろまで薄い晴れ間で観望できま
した。ご家族連れなど一般のお客様もた
くさんお出でいただき、また星空解説や
観望チャレンジシートなどのおかげもあっ
て楽しい観望となりました。

・2011/09/17 - 2011/09/18
名称：岡山アストロクラブ合宿交流会
場所：赤磐市リゾートハウス是里
参加：宿泊 20 名、日帰り 7 名の計 27 名
思わず行きたくなったオーロラ観望紀
行談、一般の方の天文への興味の入口
の話まで議論が白熱した星のソムリエ取
得談、一喜一憂した質の高い天文クイズ、
こんなに取引されるものかと驚いた OAC
スーパーオークション、焼き肉ハウスでの
楽しいひととき、観望に夜宴、宿泊施設
で準備してくださったおいしい朝食など、
全てが充実した合宿交流会でした。

近々のクラブイベント
１２月３日（土） 定例観望会
吉備中央町岩倉公園
月齢 8.2 翌 00:51 入
１２月３０日（金） 定例観望会
岡山市東区瀬戸宗堂
月齢 5.7
22:40 入
１月１４日（土） 新年会
会員限定イベント（場所未定）
１月２８日（土） 定例観望会
吉備中央町岩倉公園
月齢 5.1
22:20 入
２月２５日（土） 定例観望会
美作市大芦高原
月齢 3.5
21:04 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。

■連載
天体ガイド
第２回 オリオン座
早いもので OAC の会報も１３号となりま
した。そして、４回目となる試練の執筆当
番・・・

うーん、どっちだろ？
実行犯はさそり？アルテミス？ はたまた、
首謀者のガイアやアポロンは無罪なの？
ほんと神話ってどーよって思う事もしばし
ば。死んだ者が星座に揚げられるだけで、
イジメた方はおとがめなし。そもそも大神
ゼウスさんはやりたい放題だし・・・

前回から、「季節の星空」のコーナーが
「天体ガイド」となり、何にするか迷った挙
句、クラブの基本理念である「天文ファン
の裾野を広げる」という大義名分の下、誰
もが名前は知っているであろう「オリオン
座」に決定。実際、ＯＡＣのホームページ
上のアンケートでも断トツの一番人気で
すし・・・（笑）
では、これから見ごろになるこの星座の
中の見どころをいくつか紹介しようと思い
ます。

おっと失礼、いきなり脱線してしまいまし
た。

１等星を２つも含む贅沢なこの星座、た
くさんの星がきらめく冬の澄んだ夜空の
中でもその整った形により一際目立って
ます。誰もが割りと簡単に見つける事が
出来る馴染みの深い星座ではないでしょ
うか。

地球から６４０光年離れた場所にあるこの
星は質量が太陽の２０倍、直径が１０００
倍もあり、仮にベテルギウスを太陽の位
置に持ってきたらこの地球はもちろん、木
星の軌道まで飲み込む程の大きさとなる
というのですからいかに大きいかお分かり
になるでしょう。

オリオン座と聞いて私が真先に思うのは
「真犯人は誰だ！」って事ですかね。
海の神ポセイドンの子である巨人のオリ
オンは怪力の漁師であったが、あまりの
乱暴者だった為に大地母神ガイアがさそ
りを使ってその針で毒殺したと云われて
ます。
また別の神話ではオリオンの恋人であっ
た狩りの女神アルテミスの兄である太陽
の神アポロンは二人の関係を快く思わず、
アルテミスを騙してその弓で射殺させたと
もあります。

すが８～１０ｃｍくらいで大気の状態に
よっては可能になってくるでしょう。難しい
分見えた時は嬉しいものです。
みなさんも是非ともチャレンジしてみてく
ださい。

では気を取り直して・・・まずオリオン座の
二つの１等星であるベテルギウスとリゲル
を見てみましょう。
▲リゲルとその伴星（会員撮影）

●ベテルギウス
冬の大三角の一角を担う、こん棒を振り
かざした右肩にある赤い星がベテルギウ
スです。

また、この星は赤色超巨星と呼ばれる年
老いた星で、近い将来超新星爆発を起
こすと言われてます。もし爆発すればマ
イナス１０．５等という満月並に青白く輝く
姿を見る事が出来るかもしれません。
●リゲル
ベテルギウスから腰のベルトに当たる三
ツ星を挟んで反対側、左足にあたる部分
で白く輝く星がリゲルです。約８００光年
の距離にあるこの星は、大きさこそベテ
ルギウスには敵いませんが
（それでも太陽の６０倍程度
もある）質量が太陽の１７倍、
表面温度は１万２千度、明
るさに至っては８万５千倍と
いうとても明るい星です。青
色超巨星であるこのリゲル
も１千万年くらい先にはベ
テルギウスのように超新星
爆発を起こすと思われてい
ます。こちらはさすがに私
たちが生きているうちは見
れませんね。
また、この星は３重連星とし
ても知られています。このう
ち、０．１２等の主星のリゲ
ルＡと６．８等の伴星である
リゲル B は望遠鏡を使え
ば分離して見る事ができま
す。光度差が大きくて小口
径の望遠鏡では難しいで

ベテルギウスとリゲル、この二つの星は
その色の違いからそれぞれ平家星、源氏
星という和名が付いてます。肉眼でも分
かるのですが、双眼鏡か小口径の望遠
鏡を使ってそれぞれの色の違いを楽しむ
のもいいですね。
●Ｍ４２
三ツ星の南に縦に並ぶ小三ツ星を見て
みましょう。その真ん中がオリオン大星雲
と呼ばれるＭ４２，Ｍ４３です。街燈のな
い暗い空なら肉眼でもぼうっと見えるは
ずです。
有名な散光星雲のひとつで、よく羽ばた
いている鳥の姿に例えられます。その頭・
くちばしに当たるのがＭ４３で羽・胴体に
当たるのがＭ４２です。その独特の形や
奇麗な色は写真でご覧になられた方も多
いと思います。残念ながら眼で見る分に
は色はほとんど分かりませんし、形も写真
ほどはっきりとは見えませんが鳥の広げ
た羽のようなシルエットはお分かり頂ける
と思います。
胴体部分の中心部にはトラペジウムとい
う小さな台形をした４つの星が主要なメン
バーである散開星団があります。ここは
新しい星が次々と生まれてくる場所だと
みられてます。
先ほど紹介したリゲルもここで生まれたと
言われています。

▲オリオン大星雲の望遠鏡眼視イメージ

またここも望遠鏡での見どころで、条件
が良ければトラペジウムが４つではなくも
う２つほど見る事ができます。この２つは
かなり暗いので簡単にはいきませんがこ
れもチャレンジのし甲斐がある対象です。

うんちくあれこれ

●馬頭星雲と燃える木

美しい星空に出会うと，だれでも素直に
「美しい」と感動します。

三ツ星の左端、アルニタクのすぐ南東
には馬頭星雲（ＩＣ 434）と燃える木星雲
（ＮＧＣ 2024）が寄り添っています。

第１２回 「系外銀河撮影の魅力
～長焦点撮影～」

ましてその光が，何年も（何万年，何億
年）もかけて我々のところに届いていると
思えばさらに感動も大きくなります。
最初はとりあえずカメラを空に向けて
シャッターを開けます。星が写っているこ
とに感動します。
私はこの感動が天体写真のスタートだと
思っています。

▲三ツ星とアルニタク付近の星雲（会員撮影）

馬頭星雲の方は手前の暗黒星雲が奥
の散光星雲に照らされてできるシルエット
が馬の首に似ている事からこう呼ばれて
います。ちょうどフェラーリの跳ね馬の頭
の部分のイメージでしょうか。
もう一つの燃える木の方も写真で見ると
読んで字のごとく、木がボーボーと燃え
てる感じに見えます。こちらも木の幹が暗
黒星雲で燃え盛る葉っぱが散光星雲と
いうコラボレーションになっております。
（笑）
残念ながらどちらもアマチュアの望遠鏡
では目で見るのは難しいです。しかし、
写真に写すとその姿や色合いは素晴らし
く、しばらく見入ってしまいます。撮影さ
れる方に大人気なのも頷けます。

▲M81(おおぐま座)
1200 万年前の光です。
我々の銀河よりもやや小さめの典型的な
渦巻き銀河です。視直径は満月の半分
ほどですが、整った形が美しく写ります。

次には，より暗いものを明るく撮りたい、
より小さいものを大きくはっきり撮りたい・・。
その暗いもの、小さいものの代表が系外
銀河だと思います。
お隣の M31(アンドロメダ銀河)のように見
かけの大きさも大きく，写りやすい銀河も
ありますが、ほとんどの銀河は見た目も小
さく、暗いものが多いです。
それだけに撮影はなかなか大変で、長焦
点の望遠鏡や撮影用のカメラ、追尾がで
きる赤道儀・・・ 他にもコントロール用の
パソコンやソフトウェアなど、装備も次第
に大規模になってきます。
なかなか手軽に撮影というわけにはいき
ませんが、何万年、何億年もかけて届い
た光が写った感動は、初めて星にカメラ
を向けたときの感動そのものです。

▲NGC772(おひつじ座)
1300 万年前の光です。
距離が遠くなるにつれて、銀河の姿も変
わってきます。宇宙誕生の初期の姿が見
られるようになってきます。銀河の腕が一
方向に引っ張られています。この部分に
他の銀河が衝突したのではないかと考え
られています。

●σ Ｏｒｉ
オリオン座にもたくさんの重星があり、ど
れもキレイなのですが、その中で私のお
気に入りをひとつ・・・ 最後にご紹介する
のがオリオン座の σ（シグマ）星です。

▲NGC4449(りょうけん座)
1250 万年前の光です。
不規則銀河と呼ばれる渦を巻いていない
銀河です。中心付近ではスターバースト
といわれる爆発的な星の形成が起きてい
ます。銀河の初期の形です。

先ほどのアルニタクの南西に位置するこ
の星は４重星で、３．８等の主星と６．６等
の星ふたつが「へ」の字に並び、主星の
脇にこれまた暗い８．８等の伴星が寄り添
う姿が面白いのでおススメ致します。
これからどんどん寒くなってきますが、そ
の分夜空も澄みわたり、きらめく星たちが
私たちを迎えてくれるでしょう。
冬の夜空にはまだまだ他にもたくさんの
見所があります。 「もっともっと見た
い！」という欲張りなあなた！どうぞＯＡＣ
の観望会へいらしてください。
（執筆：Morte）
※星図は TheSKY6 で作成

▲M33（さんかく座）
250 万年前の光です。
銀河の直径だけで 5 万光年あります。
見かけの大きさも満月の 2 倍以上あり、
画面からはみ出します。そこでこの写真
では上半分と下半分を別々に撮影して
合成しています。

▲NGC4038,4039(からす座)
6800 万年前の光です。

典型的な衝突銀河です。衝突の潮汐力
で 2 本の長い腕が伸びています。宇宙
誕生の初期にはこのような衝突が多く見
られたようです。
時間や距離を越えて，宇宙の神秘さを
感じさせてれる系外銀河の姿・・。これか
らもより遠く，よりくらい光を求めていきた
いと思います。
（執筆：mizutani）
※記事内写真はすべて執筆者撮影

会員紹介
「 ノッポのキリン 」
会員番号２５ ノッポのキリンこと光好と
申します。
観望会に時々参加している背が高くて
メガネをかけた６０歳前後の親父です。
赤磐市の北東の何もない田舎で生まれ
ました。 夜には星に手に届くほど澄み
きった天文には贅沢な環境で、子供時代
を過ごしました。
夜空を見上げると満天の星空が広がって
いて、あの綺麗な星空を何とかして自分
のものに定着できないものかと、いつも
思っていました。
中学生のころ伯父から旧式のブローニー
カメラを頂き最初は珍しさもあって身近な
ものを撮影していました。それからしばら
くしてから星空にもチャレンジするように
なりました。
そのころには、フィルム現像からプリントま
で自分でやっていましたし、それに少し
高度なフィルムの増感処理なども自分で
やっていたと思います。
最初は、定番の北極方面の日周運動
を撮りましたが、微妙に不満が残ったの
でしょう。そのころから天文と望遠鏡に興
味を持ちだし追尾撮影もやるようになりま
した。
最初は自転車のハンドルを利用して、
それにカメラとガイド用の望遠鏡を取り付
けた簡易赤道儀で追尾撮影をやりました、
もちろん手動の微動装置も自作で装着し
ていました。畑の隅に三脚でなく、コンク
リートで固めた赤道儀で極軸は固定され
ていて、標準レンズで１０分ぐらいは楽に
追尾撮影ができたと思います。
その時やっていたのは、モノクロのスライ
ドフィルムを使いそれを普通にプリントす
れば写真で作る自作星図が出来上がり
ます。見える範囲の星空を全部撮影しよ
うと頑張ったものです。
そのころ一緒に星を眺めたり、望遠鏡
作りをしていた同級生が最年少で彗星を

発見した小坂君です。（１９６９多胡・佐
藤・小坂彗星）
彼の家業が鉄工所でしたので、休みの
日には、工場で切断、溶接、旋盤なども
使い放題で製作に没頭しました。彼は彗
星捜索用の１５センチの金属鏡筒の反射
望遠鏡を作りました、そのレンズも自分で
研磨して、最終調整は木辺成麿さんに
やってもらったと聞いています。
私は凹面鏡と平面鏡だけ購入して自作
経緯式１０センチの反射望遠鏡を作りま
した、平面鏡は塩ビを４５度に切りそれに
張り付けたようなものでしたけど、架台本
体は鉄製のしっかりしたものでした。それ
で沢山の星を眺めたと思います。
私の中学生時代の教科書は星野次郎
著 望遠鏡の作り方 木辺成麿 著 反
射望遠鏡の作り方などで、天文と望遠鏡
製作、それに関するレンズ、写真の勉強
に明け暮れていたようで、本業の勉強は
その次だったようです。
そのころの天体観測は主に流星観測と
彗星捜索が主でした。
寒い夜だったと思いますがラッキーにも
数えられないほど流れた流星雨に遭遇し
ました、しかしそれも凄かったですが、一
番記憶に残っているのは、小坂君と一緒
に捜索していた新彗星発見の時でしょう
か、その時の接眼鏡から見えるボーとし
た新彗星を今でもはっきりと覚えています、
それに正式に確認の報告があった時の
彼の喜び様は大変なものでした。
それからは彗星捜索が意外と身近なもの
に感じてきましたが、現実はそんなに甘く
なくいつの間にかやらなくなっていました。
そのころも望遠鏡といえば高橋製作所
（現在のタカハシ）で、１８歳のころ待望の
ＴＳ式１０センチ反射赤道儀を買うことが
出来、自作とは断然違う見え味に感動い
たしました。

しかし、極軸望遠鏡が内蔵されていなく
て写真撮影の時の極軸合わせに時間を
取られ、ずいぶん苦労をしたのを覚えて
います。
そのころから、天文台があれば何時でも
見たい時にしっかりと極軸の調整された
望遠鏡で星が見える、そんな贅沢を考え
るようになったと思います。
それから、天文台のことはいつも考えて
はいましたが、天文は長いことご無沙汰
しておりました。 しかし当クラブのおかげ
で数十年ぶりに帰還いたしました、しかし、
望遠鏡や天文の世界のあまりの進化に
改めて驚かされています。
本業が映像関係なので入りやすいかと楽
観視していましたが、画像の方もかなり特
殊な世界で、理解できるまで時間がかか
りそうです。
このあたりで少しだけ天文以外の自己
紹介もしておきます。
はじめて就職したのは、ある組合の団体
職員で３年間在職しておりましたが、どう
しても写真の方に進みたくてコマーシャ
ル写真スタジオに就職しました。
６年後独立開業をして３５年以上先頭に
立ち現役でやってきました。
フィルムからデジタルになり撮影形態もず
いぶん変わってきて、今は撮影の方は社
員に任せて一線を退いております。
他に趣味といえば、
ひとつ目は、いくら頑張っても上手になら
ないゴルフをまじめにやっています。ほか
に野菜の栽培を２０年ぐらいやっておりま
して、このほうは、百姓のＤＮＡがしっかり
と組みこまれているようで、かなりの自信
があります。あと、ボートでの魚釣りも４０
年以上になります。
小豆島の方に出かけた時、夜のメバル釣
りも楽しみで、ついでに海から見る星空も
又格別です。
それからベランダやテーブルなどの木
工工事から建築と土木も好きで、長年の
夢で今待望の天体観測所を作っていま
す、素人がやることなので時間がずいぶ
ん掛かっておりますが、もう少しで仕上が
りそうです。

この歳になりますと、焦りが無くなりゆっ
くりとした時間の過ごし方が心地よく思え
てきて、楽しみながらゆっくりとやっていま
すので仕上がりが又遅くなりそうです。
最後に、このクラブの方は十人十色 眼
視から高度な撮影まで各々のやり方で星
を楽しんでいらっしゃいます。
そのことを一番大切にして、その中で切
磋琢磨して少しでも進んでいければもっ
と楽しくなってくると思います。
私も趣味多く、今までいろんなこともやっ
てきましたが、一人でやるより、おおぜい
でやる方がきっと楽しいですね。
これからも皆さんよろしくお願いいたしま
す。

▲完成間近の自家製観測所

（執筆：ノッポのキリン）
※記事内写真は執筆者提供

■特別記事
双望会レポート
hawk の双望会レポートです。
１０月末、双眼ファン＋大口径望遠鏡
ファン＋自作ファン垂涎の的である、ス
ターパーティー「双望会」に行ってきまし
た。
双望会は、「双眼＋大口径＋自作」もの
が集まる、多分日本で一番濃いスター
パーティです。
通常の星祭りは、一般者参加可／事前
予約不要ですが、双望会は事前予約必
要／部外者立ち入り禁止／合宿制という、
非常に濃い集まりです。参加者も参加機
材も半端ナイです。。

私は今回フル参戦で、出発はＥＴＣ深
夜割引確保もあって、金曜の午前３時半。
広島から会場の愛知県東端まで 600km
の道のりでしたが、途中ＳＡで寝つつ、な
んとか午後４時には会場に入ることがで
きました。
会場に着くと、すでに多くの人が望遠
鏡を並べております。私も双眼望遠鏡を
出しつつ、そんなことをしてると、開会式
がスタート。開会式は、施設の食堂で行
われます。
その日は天気が良かったので、食堂で晩
御飯を食べた後は、皆さん、速攻で外へ
出て観望開始。
中国地方とは違い、日が暮れるのが早い
ので、ゴハン食べて、６時ごろ外へ出たら、
すでに真っ暗でした。
双望会は、こういった、施設の食堂が使
えるのが良いですね。 お風呂もあるし、
布団もあるし、観望後もゆっくり休めます。
で、その日は適当に参加者の人と話を
しつつ、観望させてもらいつつも、早朝ス
タートの眠気がたたり、０時過ぎには布団
へ・・（だめじゃん＞自分）
楽しい１日目が終了しました。。

では日記形式で、簡単にレポートを。

▼２日目

▼１日目

２日目は８時半くらいまで寝ておりまし
た。その後、食堂で朝ゴハンを食べる。。

初日は１０月２８日（金）。夕方より双望
会開始です。双望会は過去ずっと、金曜
夕方 スタート ～ 日曜朝 解散 というスケ
ジュールで行っていますが、２泊が無理
な人は１泊だけでも参加できますので、
遠方からでも参加しやすいです。

XL14mm アイピース（×２）をゲット。アイ
ピースが２個セットで売られるのも、双望
会ならではです。

で、ふらふらしてると、ぼちぼち 11 時頃
になり、双望会の１つめのイベントである
フリマがスタート。
観望主体の人が集まる会らしく、高級ア
イピースは並ぶは、自作用部品は並ぶは、
なかなか楽しゅうございました。私ここで、

で、フリマが終わると、昼食へ。昼食は
お弁当です。。苦手なから揚げ弁当でし
た。。(>_<)
お昼からは恒例の機材紹介コーナー。
皆、大切な愛機を紹介してくれます。
参加者８０人弱なので、一人３分でも約４
時間。。４時間はかからなかったかも知れ
ませんが、３時間は楽にかかりましたね～。
では、皆さんの紹介コーナーの中から主
だったものをいくつか。。
（以下、実際の紹介順と異なります。。）
まずは、会の実行委員長の服部さんの
25cm アクロ
マート双眼の
BIG－BINO。
総重量推定
150kg の巨大
双眼望遠鏡
です。こいつ
で見る、M31
は迫力ありま
した。。まるで
写真のように、
銀河の腕が

はっきり見える～。ここでしか見られない
機材ですね～。
次は、熊本からはるばる 1000km の長旅
を来られた、池○さんの 31cm ドブ。作り
こみがすごいです。

次は、25cm 反射双眼望遠鏡の製作者の
山○さん。反射双眼は、やはり屈折双眼
に比べると、考えなきゃならない部分も多
いようですが比較的安価に大口径双眼
が手に入るのがメリットですね～。

とまあ、こんな具合に、皆さんの強烈な
機材に当てられて、来年へ向けての創作
意欲がわきつつ、夜に突入して行きます。
その晩は、天気はいまいちで、雲が切れ
るかな～切れないかな～と皆で言いつつ、
ワイワイガヤ
ガヤ。
私は２時過
ぎに布団に
もぐりこみま
した。
▼３日目

この望遠鏡の接眼部は、うちの望遠鏡と
と同じく、目幅調整した時に、ピント位置
が狂わないピント補償機構がついてまし
た～。
さらに、40cmF4 で分解するとスーツケー
スに入るトラベルドブを作られた津○さん。
２インチ双眼装置を備え、ファインダーは
自作の双眼望遠鏡。自作のテルラドファ
インダーも泣けますし、また耳軸や微動
装置など、全体の作り・工作精度が半端
ナイです。工作好きの人にはたまらんで
すね。
ミラーはなんと、通常のアルミメッキより格
段に反射率の良い銀ミラー。

最終日となるこの日は、ほとんどイベント
なしです。
朝から朝食食べて、皆さんと楽しく会話を
してるうちに閉会式が始まります。
”「双望会」の「会」は「一期一会」の「会」。
まったく同じ機材・同じ人と会えることは
二度とありません。ここで出会った皆さん
とも引き続き交流を、それから、閉会式が
終わっても家に帰るまでが双望会”
と言われてた実行委員長の服部さんの
言葉が忘れられません。いや～、また１
年間、なんとか頑張るだけの気力をもら
い、帰路につきました。
おおっつと、１件機材紹介を忘れてまし
た～ 今年も出動してました、「痛望遠鏡
（痛スコ）」です。

銀ミラーは双望会の最近のトレンドです
が、より４０ｃｍクラス以上の大口径になる
と、M42 も色がついて見えるそうです。
次は、130mm アポ双眼望遠鏡を、スカイ
センサー制御の自動導入経緯台に乗せ
てる、蒼い星さん。

こちらは主鏡が中央の１点支持で特殊な
主鏡なのですが、海外にも持っていける
携帯性ということで、惹かれましたね～。
なんかこれは軽量・海外旅行可というとこ
ろに猛烈に個性があり、自分でも自作し
たくなりました。
他ですが、ＰＳＴ太陽望遠鏡の双眼バー
ジョンなどもありました。双眼で見る太陽
は、見やすくて楽しいですよ～。

絵柄が毎年更新され、楽しい望遠鏡で
す。双望会の新たなトレンドですね。
もう製作されて、７年くらいらしいのですが、
青色の自動導入架台が印象的で、いま
だに色褪せません。これでみた M57 は、
追尾がかかってるせいか、コントラスト高
くはっきりと見えました。

（執筆：hawk）
※編集人が hawk 氏のメールレポを再編集
※記事内写真は執筆者撮影

カモン！皆既月食
12 月 10 日、皆既月食がやってきます。
月食とは、月が、太陽光線からの地球
の影上に入ることで起きる天文現象です。
晴れてさえくれれば、今回の会報のタイト
ル画像（※画像は作り物）にあるような皆
既月食を見ることができるでしょう。
最近の皆既月食としては、まず昨年 12
月、月の出のタイミングで皆既月食が見
られる月出帯食という、それはそれで絵
になりそうなシチュエーションで気持ちが
高鳴っていた方も多かったはず。
しかしながら、当日は低気圧の通過に
よって日本の一部を除きほぼ観測不能
状態となりました。
札幌で撮影されたという見事な皆既月
食のニュース映像を見せられた後、トイレ
で泣いていたのは私だけではないはず
です。
さらには、今年の 6 月 16 日早朝の月没
帯食も岡山では天候不順により、泣く泣く
の二連敗となっています。
さて、今回の月食、高度が高く、食の経
過が全て観望できます。時間もいいです
し、なんと言っても週末というのが嬉しい
ですね。
では、AstroArts 製のステラナビゲータ様
でシミュレートした岡山ベースの皆既月
食を確認しておきましょう。

日付は 2011 年 12 月 10 日（土）
午後 10 時前、東の高い空に既に満月が
見えている頃から約 3 時間半に渡るの天
体ショーが進行します。
状態

時刻

方角 / 高度

欠け始め

21:47

東南東 / 60°

皆既突入

23:06

南東 / 74°

皆既終了

00:00

南 / 78°

食終了

01:20

西南西 / 69°

今回の皆既月食を逃すと、西日本で見ら
れるものとしては 2014 年秋となります。そ
れまで寂しい想いをすることのないよう、
何とか晴れてくれることを願うばかりです。
月食は街中でも十分観望できます。観
望には双眼鏡程度はあるとよいですが、
肉眼でも楽しめます。この機会に皆さん
もぜひ観望してみてはいかがでしょうか。
（執筆：Sirius）
※掲載画像は（株）アストロアーツのステラナビ
ゲーター８で作成したものを編集

▼皆既月食と星座の位置関係
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■ご案内■
岡山アストロクラブの定例観望会では、
一般の皆さんのお越しをお待ちしてい
ます。ご家族・ご友人お誘い合わせの
うえ、お気軽に遊びにお出でください。
また、私たちと一緒に観望や撮影など
の活動をしていただける会員も随時
募集しています。機材がない方、初心
者の方でも大歓迎です。
なお、会員登録はホームページから
お申し込みできます。
※定例観望会の開催予定、会員募集
の詳細はホームページをご覧ください。

