岡山アストロクラブ会報

第 28 号
2015 年 8 月号

■活動状況

統計情報

■連載記事

イベント

天体ガイド

・ 2014/7/4
岡山市東区六番川水の公園で予定さ
れていた観望会は天候悪化のため中
止されました。

過去 3 ヶ月 （2015/5 ～ 2015/7） の件
数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・ 4 件 ※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 419 件
※対前四半期比約 16% 減
▼会員数
前四半期中に会員 2 名増、 退会 1 名
があり、 2015 年 7 月末時点の会員数
は、 94 名となりました。

▼観望会以外のイベント

総会報告

▼定例観望会
・ 2015/5/30
総社市備中国分寺で予定されていた
観望会は悪天のため中止されました。

・ 2015/7/25
名称 ： サイピアプラネタリウムコラボ観
望会 （支援）
場所 ： 人と未来の科学館サイピア （北区）
会員 7 名参加

5 月 10 日に年度当初のクラブ総会を
開催しました。 出席者 14 名、 委任状
提出者 14 名の合計 28 名と、 正会員
全員参加での総会となりました。
今年度は、 一部役員の任務担当変
更を行いました。
総会審議にて決定した今年度の事業
予定は次のとおりです。
・ 定例観望会 （年度内 12 回）
・ 会報発行 （年 4 回）
・ 合宿交流会 （10 月開催）
・ 新年会 （1 月開催）
・ 外部事業協力 （サイピアプラネタリウ
ムコラボ観望会（3 回）、岡南公民館（講
話＆観望会１回）、 後楽園幻想庭園観
望会 1 回）

会員募集中

・ 2015/8/9
名称 ： 後楽園幻想庭園観望会 （支援）
場所 ： 岡山後楽園
会員 7 名参加

あなたも私たちと一緒に空を見
上げてみませんか？岡山アスト
ロクラブでは、会員を募集して
います。詳しくはホームページ
にて。
検索

岡山アストロクラブ

第 14 回 １年中使える天体の導入方法
夏もまっさかりで， 天の川が楽しい
季節ですね。 この時期は， 南の空に
向かってポータブル赤道儀等を使って
広角レンズをつけたカメラで適当に写
真を撮ると， 天の川が写ってとてもき
れいですね。 その他に， 私のような天
体撮影初心者にとって夏の定番といえ
ば， 何といっても 「NGC7000 北アメリ
カ星雲」 でしょうか。 白鳥座のデネブ
付近にある星雲で，北アメリカ大陸そっ
くりの形で， 眼視ではなかなか見えな
いですが， 撮影派にとっては魅力的
な 「赤い星雲 （通称， 赤物）」 です。
200mm くらいのレンズで狙えるので，

近々のクラブイベント
８月２２日 （土） 定例観望会
吉備中央町岩倉公園
月齢 7.8 22:58 没
９月２７日 （土） 定例観望会
美作市 大芦高原
月齢 28.8
4:32 出
１０月１７日 （土） 定例観望会
井原市星空公園
月齢 4.5 20:16 没
１０月２４日 （日） ～翌日合宿交流会
クリエイト菅谷 （予定）
※会員限定イベント
月齢 11.5
2:03 没
※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。

撮影の練習にはもってこいで， これが
きちんと撮れるようなるにはなかなかに
骨が折れ， じっくり練習してたら， たっ
ぷりひと夏は楽しめます。
で， 夏の天体ガイドをしたところで，
他に見どころ天体を紹介するのは難し

NGC7000：北アメリカ星雲 （KON さん提供）
いため少々話しを変えまして， 自分の
見たい （もしくは撮りたい） 天体をどう
やって望遠鏡の視野に入れるかという
天体導入の話をしたいと思います。
天文趣味を初めてまずぶつかるの
が， 「見たい （撮りたい） 天体は決まっ
たとして，どうやって天体を導入するか」
ではないでしょうか。 天体導入ができ
ないと，” 見る （眼視） “ことも” 撮る （撮
影） “することもできず， 途方に暮れる
ことになります。 「M42 オリオン大星雲」
とか 「M45 プレアデス星団 （通称 ： す
ばる）」 といった目で見える天体ならま
だしも， 目に見えない天体はファイン
ダーで覗きなら星図をたどりたどり ・ ・ ・
となかなか難しいものです。
ここで普通は， “コンピューター制御
の自動導入架台” を購入するのが，
ある意味普通の解決策ではあるのです
が， そこはそれ， 諸般の事情により，
自動導入架台が用意できない （or 用
意したくない） 方のために，ファインダー
や目盛環よりは少しは便利な， 少々変
わったデバイスである 「導入支援装置」
の話をしたいと思います。
「導入支援装置」 というのは聞きなれ
ない言葉だと思いますが， 意味的には
「天体の導入を支援 （サポート） する
装置」 という意味です。 望遠鏡の今向
いている向きを， 数値で表したり， 星
図上に表示したりと， いろんなタイプが
あります。 自動導入装置が， 指定した
天体を架台が自動で導入してくれるの
に対して， 導入支援装置は架台を自
分で動かさねばなりませんが， 望遠鏡

エンコーダーを使った
導入支援システム外観
をいろんな方向に振り回せる楽しみが
あり， 導入の難易度も， ファインダー
や目盛環だけに比べるとかなり楽にな
るので， 予算等が許せば実用的なデ
バイスになります。 ここでは最近流行り
のものや安価なものなど， 導入支援装
置を２～３紹介しましょう。

iPad の星図アプリ （SkySafari） の
動作画面
やって設置するかは少し工夫が必要で
すが， 設置ができれば， 後のシステム
セットアップは簡単で， 価格的にはエ
ンコーダー２つと NEXUS（海外輸入品）
と SkySafari ア プ リ で， iPhone 等 の 端
末以外にもトータルで６～７万円かかり
ますが， 予算が許せば， 星図上に望

ま ず １ つ め は， iPhone や iPad，
Android 端末などの星図ソフトに， 望
遠鏡の今向いている方向を映し出す
装置です。 写真に， システムの外観，
星図ソフト “SkySafari” の動作画面を
示しますが， 望遠鏡の現在向いている
方向を， 星図上に円形のカーソルで
示してくれるので， 非常に直感的に天
体の導入が可能になります。 もちろん，
星図ソフト上で， 導入したい天体の検
索をすることも可能です。
このシステムの構成は， 経緯台や赤
道儀の望遠鏡架台に，” エンコーダー
“という回転角度を検出する部品を取り
付け， これをタブレット端末とつなぐた
めのインターフェース （NEXUS 等） と
接 続 し， iPhone ／ iPad ／ Android 端
末に星図ソフト” SkySafari “をインストー
ルすることで完成します。 どうです， 簡
単でしょう？
エンコーダーを自分の架台にどう

NEXUS 外観
遠鏡の向きを表示でき， 望遠鏡を自由
に振り回すことができるので， 非常に
楽しい現実的なシステムです。 以前は
こうしたシステムを組むには１５万円程
度以上の費用とノートパソコンが必要し
たので， それに比べれば格段に導入
しやすく， また使いやすくなりました。
SkySafari という星図ソフトが英語版の
みで日本語表示できないのが万人向
けではなくちょっと残念ですが， ここは
将来的に， SkySafari の多言語化を待
ちましょう。

システム構成

高価なため， すべ
てを新品で揃えると
かなりの金額になり
ますが， 私の場合
はカメラを海外製
同等品 （新品） で
約 ３ 万 円， レ ン ズ
は中古で５０００円，
ディスプレイ５０００
円と， ４万円ちょっ
とくらいで自作する
こ と が で き ま し た。
こうしたシステムは
まだあまり流行って
ま せ ん が， デ ジ タ
ルカメラの高感度
電子ファインダー システム構成
化が進んでいるため， 今後は商品化も
１つめでいきなり究極の導入支援装
進むかもしれませんし， 興味のある方
置を紹介してしまいましたが， ２つめ
は， ライブビュー付きのデジカメ＋Ｆ値
はちょっと変わったシステムを紹介しま
の明るいレンズ等で試してみると良い
しょう。 このシステムは， “電子ファイン
かと思います。
ダー” と呼ばれるもので， 普通のファ
では３つめに安価な導入支援装置と
インダーの代わりに， 高感度のカメラと
して， 市販のスマホやタブレット用のソ
レンズを用いており， 今見ている方向
フトを利用する方法を紹介しましょう。
の星の像を， 液晶モニタ等に， リアル
タイムに映し出すことのできるものです。 スマホやタブレットにはたいがい， 傾
き （高度） や方位を測定するセンサが
普通のファインダーに比べると， 液晶
内蔵されています。 この機能を使って，
モニタを自由な向きに設置できるので
スマホ等を望遠鏡に取り付けて望遠鏡
見やすく， またレンズにズームレンズを
の高度や方位検出し， 導入支援を行
用いれば， 低倍～高倍まで自由に倍
うものです。 導入精度は， 特に方位方
率を変えられるので， まずは低倍率で
向は地磁気センサ （電子コンパス） と
おおまかに方向を決め， 高倍率に変
いうもの使っている関係で誤差が出や
えて星図と見比べながら天体導入とい
すいのですが， 必要なのはソフトだけ
うような使い方ができます。
なので安価で済むのがメリットです。 こ
このシステムは残念なことに市販品が
れらのソフトは， 実用上どれくらいの精
あまりなく， 使っておられる方は， 自作
度があるのかは私もまだ試したことはな
品が多いと思います。 写真は私が自
作したものですが， 高感度カメラには， いのですが， 以外に使えるという話も
蓄積型と呼ばれるカメラを用いており， 聞くので， いろいろ試してみると良いで
しょう。 以下に， 天体導入用としての
私のものは海外から輸入したものです
用途を意識して作成されたアプリを紹
が， 国内で有名なのは， 天文ガイド等
介します。
でよく紹介される WATEC-120N 等が
・ iPushTo （無料）
利用できます。 またレンズには， F 値
iPhone 用のソフトで， 導入したい
のなるべく明るいレンズが必要で， カメ
天体を選び，
ラ用レンズでは F 値がせいぜい 2.8 程
現在の向き
度ですが， 放送局用の TV カメラレン
からどちらに
ズ等は F 値が 1.4 程度で小型でズー
向ければ良
ム可能と， 電子ファインダー用途には
いかを上下
非常に便利なものがヤフオク等で時折
左右で方向
入手できます。
表示するア
蓄積型高感度カメラは白黒のものが
プリです。 星
多いので， 画が白黒なのが難点です
図表示はな
が， この機材構成で， 約１１等星まで
く， 高 度 ・
の星は映し出すことができ， ズームレ
方位での表
ンズで焦点距離を適切に選べば， 倍
示になります
率も２倍～１０倍超えまで可変できるの
が， 必 要 な
で， 通常のファインダーよりは天体導
機能は装備
入がしやすくなります。 このシステム
されてるかと
は価格的には， 蓄積型高感度カメラが
iPushTo 動作画面

思います。

SkEye 動作画面
・ SkEye （無料版／有料版あり）
Android 端末用のアプリで， 最新の
Android OS ５では動作しないことも
多いようですが， スマホやタブレット
を， 望遠鏡に寝かせて設置するよう
な “ベタ置きモード” が使えるのが
特徴です。 星図上での表示になる
ため， 使いやすいでしょう。
これらの導入支援アプリは， 特に方
位方向の検出は前述のように地磁気セ
ンサを用いているので， 望遠鏡に鉄製
の部品等があると， 磁性体の影響を受
けて方位方向の誤差が出やすいため，
いろいろ試してみて， 誤差が出る時は
鉄製部品から距離を取る等して設置場
所を工夫すると良いでしょう。
以上， 天体導入支援装置として利用
されている装置や， 今後利用が期待で
きそうなものを挙げさせてもらいました。
これらのデバイスは日々進化しており，
将来的にはより精度の高い安価なもの
も出てくると思うので， いろいろ期待で
きるかと思います。
また OAC のメンバーの方が持ってい
るもうひとつ強力な導入支援装置を紹
介しましょう。 それは何といっても 「ファ
インダーで難なく導入できるメンバーの
人をつかまえて， この天体導入して～
～～♡」 とメンバーにお願いすることで
す。 男女問わず， 親切な導入玄人の
皆さんが，難なく天体導入してくれます。
導入の方法を身近で見て覚えることが
でき， またメンバー同士のコミュニケー
ションも深まり一石二鳥です。 私も入会
したての頃はよく導入をせがんだもので
す。 皆さん是非お願いしてみましょう。
またもうひとつ考え中の導入支援装
置として， 導入玄人の方の望遠鏡に，
天体用レーザーポインターを取り付け，
導入後にポインターで指してもらい， 他
の人がレーザーを頼りに導入するという
方法です。 これも観望会等ではなかな
か楽しいかと思うのですが， 実用になる
かどうかは今後のお楽しみということで。
執筆と文中写真 ： ｈａｗｋ

うんちくあれこれ
第 22 回 「hallo! ハロ」
編集長より、 うんちくかんちくを書くよう
指示があったので、 ちょこっとだけ書か
せて頂きます。 尚、 この内容には編者
の勝手な思いが入っている箇所があり、
あくまでも一つの出来事としてお読み下
さい。
そ れ で、 仕 方 な く 製 造 元 の
CentralDS( 韓国） へ直接交渉しようと、
メール出したところ、 なかなか返事が来
ません。
２〜３回催促したところ、 丁寧な日本語
での返事。
●● ●● 様 ,
Astro60D を会長より安価に入手したと
ころから葛藤が始まっていきます。
Fig1 のように、 こやつで輝星をフレー
ミングすると、 派手なハロが出てしまいま
す。 最初はさほど、 気にはならなかった
のですが、 撮っていくうちに段々うざくな
り、 このハロを消滅したい願望がフツフ
ツと闘争心に変わっていった訳です。

Fig2 は、 つたない CS5 の修正で少し
ハロを軽減した？写真ですが、 結果的
にはあまり良くありません。
各種検索をしていると、 この件で結構悩
んでる方も多くいらっしゃるようですが、
なかなか改善には至ってない状況のよう
です。
最初に考えたのは、 CentralDS 社のこ
れを扱っている大阪の協◎産業さんへ
メールを送った結果、 既に完売商品で
どうすることも出来ないとのお返事。 非
常に冷たいです。 実際に改善した情報
も入っているだけにやる気がないので
しょう！
仕方ないので、 国内のショップへ片っ端
からメールを送り、 このセンサーに付い
ている赤外カットフィルターの取り外し依
頼を掛けてみましたが、 もし、 交換中に
壊れたり、 完了したとしても効果がでる
のか？で、 全て断られました。 困ったも
んです。 (Fig3 Kyoei 引用）

こんにちは？
ご不便をおかけ心から申し訳ありま
せん。
カメラをお送りいただければ、 当社
が Halo 減らす方法を研究して適
用します。今期待は、カメラ到着後、
再発送までに約 2 週間～ 3 週間
程度の時間を予定でしたが変動可
能です。 フィルタの交換、 または
追加の操作による作業コストは発
生します。 約 USD80 ～ 250 予想
します。 コスト、 時間を削減するた
めに最善を尽くします。
予想金額、 作業時間に同意する
場合はお知らせください。 あなた
のカメラの発送手続きをご案内い
たします。
返信を待ちます。 ありがとうござい
ます。
ありがとうございます。
Best regards,
李允,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
http://www.centralds.net
3F, 20-3 YongDu-Dong Jung-Gu,
DaeJeon City, South Korea
phone: +82-42-321-5862 fax:+8242-253-5065
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
っていった訳です。

Fig4 は、 同じスケールで、 ハロがほぼ
ない、 KissX2 （IR 改造） のアンタレス
付近と、Astro60D へハロ軽減クリップフィ
ルターを取り付けての撮像比較ですが、
この写真ではあまり良くわかりません？
気持ち的には改善されたと思っていま
す。
最後に、 担当者とやり取りし終了となり
ました。
Hello Mr.Yun Lee
Tanks your reply
By the way. eny question
Added clip filter this time, do your
customer Tides goods.
And.
Please tell me the price of the filter
Best regards
/////////////////////////////
/////////
from iphone. ●●◎

2015/05/27 19:10、 CentralDS
<webmaster@centralds.net> の メ ッ セ ー
ジ:

Hello ●● ●● ,
Sorry for my late reply.
It looks good with significantly
reduced magenta halo.

Please say to your friends. If your
friend need this filter I can supply.
I hope you to get many good astro
images using your camera.
Thank you for your supports.

Best regards,
Yun Lee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
http://www.centralds.net
3F, 20-3 YongDu-Dong Jung-Gu,
DaeJeon City, South Korea
phone: +82-42-321-5862 fax:+8242-253-5065
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
で

Fig-5 は つ い 最 近、 RC8 で 網 状 の 輝
星テストショットですが、 特に問題にな
るようなハロは出ていないと思います。
（DSS から取って出しトリミング） 当社は
CentralDS にカメラを送るとまずは、 従
前の IRCUT フィルターを抜去し、 違う
特製の物に換装するのだと思っていまし
たが、 ハロを軽減する為のミラー BOX
内に装着するクリップフィルターが装着
されて帰って来たのみです。
勿論、 冷却温度も頭打ちだった表示が
小数点２位まで表示され全般的にクリー
ンングされたのち、 非常に丁寧な梱包
で帰って来ました。 作業日数も一週間と
短期間で完了。 好感が持てる対応でし
た。
また別途、 クリップフィルターは単体で
別売りにも対応との事でチーム N さんも
入手されたようです。
教訓） 海外だからと言って遠慮する必
要はありません。 良く担当者と相談を繰
り返し確信が持てれば今回のように機材
を送り返す事もありと思いました。
関係諸氏の方でお悩みの方はクリップ

フィルターを購入されては如何でしょう
か？
単価￥17,000 だったと思います。
PS:CentralDS の HP で も 今 回 の フ ィ ル
ターを販売出来るよう掲載すると言って
いましたが、 未だに UP されていないの
はご愛嬌でしょうか？
執筆と文中写真 ： ルーター

会員紹介 「ｎａｓｕ」
入会して以来、 いろいろたのしく 参
加させてもらっております。
倉敷の
ｎａｓｕです。
星空を観る ・ 宇宙のことを知ることは、
コドモにとってはもちろん オトナに
とってもほんとうに 好奇心をくすぐるも
のですね。
倉敷市では、 福田地区の田園の中
に 『倉敷科学センター』 ができるよりも
はるか以前から、 児童向けの 「星の勉
強会」 が いろいろとあったんです。
倉敷公民館が会場で 本田実さんが講
師… なんていう贅沢なものも けっこう
あって、 案内の印刷物を入念にチェッ
クしては 貪るように参加していた記憶
があります。 ３年生の時に参加した勉
強会。
その時も 講師が本田先生
だったんですが、 それまで理解してい
なかった “天の川の正体” を 子どもに
とっても解りやすく 「シンバル」 を ２枚
合わせて説明してくれたのが この勉強
会でした。
天の川が、 「 内側から
の銀河系じゃったんじゃ！ 」 と 理解
できたその日から、 一気に宇宙の面白
さが加速したように覚えています。
松本零士さんによる 『 宇宙戦艦ヤマ
ト 』 初作のテレビ放映に接したのも こ
の頃で、 当時 子ども心で この作品
の中の 宇宙の描かれ方に、 ものすご
くリアリティを感じていたように思い出し
ます。 今 あらためて観れば、 けっこ
う稚拙なところもあるんですが、 小学生
の宇宙への好奇心を煽ってもらうには
じゅうぶんなインパクトの作品だったよ
うに思います。 この作品によって、 “宇
宙のスケール感” というものを 解りやす
く感じさせてもらったような気がしていま
す。
４年生になってからは さらに 欲も深
まり、 家長である父上に 勉強やら ス
ポーツやらで なにかと交換条件を提
案し…、 最終的には 「屈折赤道儀」
をかけて 競泳の記録会に臨むことに

なりました。
目の前に 天体望遠鏡
を吊されてのレースは、 同じく目前に
ニンジンを吊された馬の如くの猛ダッ
シュ → そして好記録 ◎
“エ
サ” として 立派な効果をあげ 我が家
にやってきた 「屈折赤道儀」 ですが、
その生涯は その後 永きに渡って
とても幸せ者と言える 大活躍の稼働っ
ぷりだったのです。
さっそく いろいろな天体を私に観せて
くれ 好奇心を満足させてくれていた屈
折赤道儀ですが、 どういうわけか ５年
生の冬になっても 【Ｍ４２】 が 観えま
せん。 「 ここに 入っているはずなの
に… 」 と 確信があっても観えません。
これを 助けてくださったのも 本田先
生でした。
倉敷公民館での講演会
のあとに、 「 はは～ん。 それはね、 星
雲があるはずのところを一生懸命に睨
まずに、 楽にして ちょっと目をそらし気
味にして眺めてごらんなさい。 」 と に
こにこ顔で。
この 好アドバイスに
よって、 【Ｍ４２】 は その日の夜に な
んなく観えたのでした。
このおかげ
で それ以降、 淡い天体を確認してい
くのが たのしくなってきたものでした。
小６～中学生時代の 天文メモリー
は、 なんといっても テレビの前で くり
返し大興奮させてくれた 『 ボイジャー１
号 』『 ボイジャー２号 』の 「木星」・「土
星」 探査ですね。
それぞれの接近中期間には、 日々
ＮＡＳＡから提供され 日本のテレビで
次々に紹介されていく まだ見ぬ太陽
系の世界に、 ほんとうに 心躍らせたこ
とを思い出します。 とくに、 『イオ』 の
輪郭から 溶岩が吹き出している画像に
は、 こちらも 鼻血を吹き出しそうなくら
い興奮したものです。
外惑星たちが 運良く 絶好のポジ
ションに並んでいるタイミングを活かし
たとはいえ、 単独の探査機で 「 木 ・
土 ・ 天 ・ 海 を 次々に訪問させたろう
♪ 」 なんていう夢のようなプロジェクト、
さすがは合衆国。
伝え聞く 『アポ
ロ計画』 以来 またしても “大きく強い
アメリカ” を 見せつけられた思いでし
た。
中学時代の 忘れられない もうひとつ
の天文メモリー…
それは、 夏休み
の自由研究。
１年生 ・ ２年生の夏休みに、 “太陽
黒点のスケッチ記録” を つけていった
んです。 ずっと 太陽が出てくれてい
るわけではないし、 当時 部活動の練
習時間はとても長く たっぷり４時間は

拘束される毎日だったので、 残りの時
間で太陽が出ていれば 早め早めに
望遠鏡をひっぱりだしては記録をとる
毎日でした。 夏休みの終わりに、 と
りためていた記録を１枚に転写し、 自
転の様子を示した時には 少しの達成
感はありましたが、 ボイジャーからの
画像を 次々に貪り観ることとくらべれ
ば、 「 さほど 面白い活動でもなかった
な 」 と 今 あらためて思います。
ともあれ 微妙な思春期に、 ボイジャー
計画のおかげで ほとばしる好奇心を
健全な方向にだけ向けさせておけて、
部活動 ＆ 星空観察 によって 多大
な時間を費やしたことで、 こんな私が
たいして悪堕ちせずにすんだことは、
感謝に値することだと思っています。
これだけでも、 天文にふれさせて
もらった価値があったというものです。
ワクワクするような ボイジャー計画 ・
惑星グランドツアーも、 １号は終了
２号も 『天王星』 までの長旅に入って
しまった高校時代は、 私の天文メモ
リーには なにも残っていません。
この時期だけは屈折赤道儀も エント
ランスのインテリアとなっているだけで
した。
最初２年間は部活動。 あと
の１年間は ミケランジェロになりきって
デッサンばかりやっていた思い出しか
…
大学で、 再び 星の世界にふれるの
かと思いきや… ここでは 『内燃機
関』 の魔力にとりつかれてしまい、 プ
ラネタリウム通い どころか サーキット通
いに陥ってしまう始末。
途中、 ボイ
ジャー２号が 天王星に接近するも、 あ
まりの “ノッペリ顔面” に 感動も薄く
またしばらく 星からは 遠い世界に居
りました。
転機は 昭和天皇が 御隠れになっ
た １９８９年、 教育学部生としてのミッ
ションも終了し 予想どおり “荒れる中
学校” へと配属された現場で…
さっそく “荒くれクン” や “野球部員”
の御世話を任され、 「 一生このまま こ
の世界でやって
いくことになるの
かな？ 」 と ふと
思っていた夏休み
の終わり…
きましたね♪
忘れかけてた
ボイジャー２号 ・
最後のミッション
『海王星』。

“イメージどおり” の 鮮やかなブルー
につつまれた その目の覚めるような
画像を観た瞬間、 「 おおっ、 イスカン
ダル！？ 」。 岩石惑星ではないで
すから 松本零士さんが描いたような
列島こそないものの、 その あまりにも
青く美しい外惑星の姿は、 学童時代
に拝んだ 『イスカンダル』 のイメージ
そのもの。
私を再び 星の世界に
ひっぱり戻してくれるにじゅうぶんなイ
ンパクトでした。
この 荒れる中学校での日々は さっ
そく 「激務」 というか 「エキサイティン
グ」 というか…。
日々、 どんな事
件が起こるかわからない ドキドキワクワ
クの毎日でしたが、 この 県内屈指
の “荒くれクン” たちを おおいに感
動させたのが、 １２月におこった 『金
星食』 だったんです。
三日月と そ
れに近いくらいに欠けた金星がなら
び、 やがて 地球照部分の輪郭に潜
入していく光景は あまりにも興味深
く、 ズラッと揃った “短ラン野郎” た
ちが 「 代われ 代われ！」 と 夢中に
なって接眼レンズを奪いあう姿は、 な
んともいえず 滑稽というか 微笑ましい
というか… ◎
自分の学童時代の “競泳での戦利
品” くらいにしか思っていなかった屈
折赤道儀が 久方ぶりに担ぎ出され、
まさに 『 教育に活かされた 』 と 実感
できる瞬間でした。
ここからまた こ
の 屈折赤道儀 が 大活躍していくこと
になったんです。
以降、 “生活指導” や “学校野球の
指導” の 多忙さに追われる中にも 【
星のプログラム 】 は 教育の中の随所
に活かされ、 おおいに たすけられて
きました。
ＯＡＣと 御縁が繋がった今、 いろん
なタイプの “星を愉しむ天才” のような
皆さんから ほんとうにたくさんのヒント
を頂戴できることを とても嬉しく思って
います。
そして さっそく 皆さん
のオチカラをかりながら、 ひとつひと
つ カタチになっていってることに感謝

の思いです。 今春には、 助成 ・ 広
報 ・ 講話と、 いろんなところから助け
ていただいた 『時間スケール体験学
習』 のプログラムも成功し、 なんと御
礼を申し上げてよいやら… これから
も まだまだ いろいろ 勉強させてくだ
さい。
今 年 は、 子
どもの頃から
「太陽系最果
ての星」 と思
い 好奇心と想
像を膨らませて
いた 『冥王星』
に 探査機が到
達し その素顔
が明らかになっ
た 感動の年。
親と同じく やはり好
奇心だけで 大きくなっていってる我が
娘が、 本田先生に突撃していた頃の
私の年齢に達しています。 この 『落
花生イトカワ』 以来 ４年ぶりに 『ハー
ト模様の冥王星』 半面のスケール ・
モデルなんかを 夏休みの作品として
作ってくれればいいんですが！
執筆と文中写真 ： nasu
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ゆうまり

編集人より
年々だんだん夏らしい晴れた日
が少なくなっていくような気が
す る の は 気 の せ い で し ょ う か。
猛 烈 に 暑 い 日 が あ り ま し た が、
その割には晴れた記憶がありま
せん。秋には綺麗な星空が見え
ることを期待したいです。
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