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■活動状況
イベント
▼定例観望会
・ 2015/8/22
場所 ： 吉備中央町岩倉公園
参加者 ： 会員 18 名、 一般 17 名の合
計 35 名。
三ヶ月ぶりの観望会となりましたが、 夕
方からの快晴に恵まれ、 きれいな星空
を楽しむことが出来ました。 夏休み中
と言うこともあり、 会員やゲストの参加も
多く、 過去最多に迫る参加人数となり
ました。

た。 年に一度の星空公園観望会と言う
ことで、 60 センチの望遠鏡で明け方の
惑星集合まで楽しみました。 また、 ゲ
ストさんが夜半過ぎまで絶え間なく来ら
れたため、 まるで天文台公開のように
なりました。
・ 2014/11/14
美作市大芦高原で予定されていた定
例観望会は、 天候悪化の見込みのた
め中止されました。
▼観望会以外のイベント
・ 2015/10/3
名称 ： プラネタリウムコラボ観望会
場所 ： 人と未来の科学館サイピア （北区）
会員 13 名参加。
プラネタリウムを観た後、 若干かすみ
がちの空を横切る国際宇宙ステーショ
ンを観望した後、 めいめいの望遠鏡で
夏から秋の天体をご案内しました。

近々のクラブイベント

・ 2015/9/12
美作市大芦高原で予定されていた定
例観望会は、 天候不順のため中止さ
れました。
・ 2014/10/17
場所 ： 井原市星空公園
参加者 ： 会員 18 名、 一般 50 名以上
の合計約 70 名。
夕方から明け方まで快晴の一晩でし

影行」、 玄人はだしノッポのキリンさん
の 「天文台製作記」 両プレゼン、 す
でに定番となったレインボーさん魂の
天文クイズ、 茅葺民家縁側での BBQ、
恒例 OAC スーパーオークション、 そ
して囲炉裏端の夜宴、 夜明け前の星
見まで出来て、 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。

１２月１９日 （土） 定例観望会
吉備中央町かもがわＳＰ
月齢 8.1 0:57 没
・ 2015/10/24 ～ /10/25
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 21 名、 日 帰 り 1 名 の 計
22 名
今年は、 昨年に引き続き真庭市のクリ
エイト菅谷での開催となりました。 夜半
に少し崩れましたが、 まずまずの天候
で、 明け方にはきれいな星空と紅葉の
コラボレーションも見ることが出来まし
た。 てつにぃさんの 「オーストラリア撮

１月１９日 （土） 新年会
場所未定 会員限定イベント
２月１３日 （土） 定例観望会
岡山市東区 六番川水の公園
月齢 4.9 22:52 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。

統計情報
過去 3 ヶ月 （2015/8 ～ 2015/10） の
件数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・6件
※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 552 件
※対前四半期比約 22% 増
▼会員数
前四半期中に会員５名増があり、 2015
年 10 月末時点での会員数は 99 名と
なりました。

■連載記事
天体ガイド
第１９回 ～秋の寂しい星空に～
宵を抜けたばかりの夜空には、 晩秋
から冬に向かう星々が空を覆う季節と
なりました。
賑やかな冬の明るい星々が東の空から
顔を見せる宵抜けの時刻、 天頂から南
の空は星数の少ないちょっと寂しい印
象を受けますよね。
▼北十字
西の空では、 夏の星座、 はくちょう
座が北西の空に傾き、 地上に突き立
つ大きな十字架へと姿を変えます。
これを北十字と呼んで、 この季節なら
ではの雄大な星の並びとなっていま
す。
私の場合、 北十字が地上に立つの
を見ると、 夏の星々を惜しむようなノス
タルジックな気分になります。
▼冬の予感
そんな北十字が立つ頃、 東の空では
冬の明るい星たちが、 その登場を待っ
ていたかのように次々と顔を見せてきま

す。
ぎょしゃ座のカペラに始まり、 雄牛の
目玉アルデバラン、 オリオンの脇で輝
く赤い星ベテルギウス、 青々と目映い
リゲル、 そんな一等星たちが冬の賑わ
いを予感させるかのように競って現れ
始めるのです。
▼秋の星座
西と東、 夏と冬、 その間にある秋の
星空、 残念ながらスルーされがちな星
空のようです。
星数の少ない寂しい秋の星空です
が、 ある星座の物語を思い浮かべれ
ば、 一年の中でも最も星座たちを描く
ことのできる星空だと思います。
その物語、 言わずとしれた古代エチ
オピア王国の物語ですね。 せっかくな
のでどれだけ短く語れるか、 日本昔ば
なし風で挑戦です （笑）
▼古代エチオピア王国の物語
むかーしむかしのことじゃった～。 エ
チオピアを治める王様ケフェウスとその
王妃カシオペアには、 とても美しいア
ンドロメダという娘がおったそうな。 ある
ときカシオペアが自身の美しさを自慢し
まくっていたことに腹を立てた神々が、
化け鯨をエチオピアに送り込み大暴れ
させたそうな。
王と王妃はこのことを海の神ポセイド
ンに相談したところ、 愛娘アンドロメダ
を暴れる化け鯨に捧げるとよいと返事
を受けたそうな。

途方に暮れる二人。 ところが災難で
困っていた国民たちはどこからかその
解決策を聞きつけ、 アンドロメダを王宮
から連れ去って海岸の大岩に縛りつけ
たそうじゃ。
待ってましたと化け鯨が現れ、 アンド
ロメダは絶体絶命の危機。
そのときじゃ！天馬ペガサスにまた
がった勇者ペルセウスが通りがかり、
退治したばかりの妖怪メドゥーサの顔を
化け鯨に見せたそうな。 蛇の髪の毛を
持つ首から上だけのメドゥーサ。 その
ガン見にさらされた化け鯨は呪いのた
め、 その場で岩となって固まったそう
じゃ。
こうして勇者ペルセウスは、 アンドロ
メダを見事救い出し、 その後二人は結
婚、 エチオピアの国を治めることになっ
たそうじゃ。 めでたしめでたし。
▼これで６つ
この物語に登場した星座は、 ケフェ
ウス座、 カシオペア座、 アンドロメダ座、
くじら座、 ペガスス座、 ペルセウス座で
す。
▼ついでに
ペガサスの体の部分、 アンドロメダ座
の星を含めて描くことのできるボックス
の星の並び、 秋の四辺形を押さえれ
ば、 さらに３つの星座を簡単に憶えら
れます。 描けるかどうかは別ですけど
ね。
秋の四辺形に西側の二つの星を南

に伸ばして見つかる明るい星、 こいつ
が 「みなみのうお座」 魚の口にあたる
一等星フォーマルハウト。 そしてその
魚に水を注ぐかのような配置で北側に
あるのが 「みずがめ座」。
さらに秋の四辺形を南東側から大きく
V 字で挟むように…まるで焼き肉で使
うトングのような暗い星々の流れを見つ
けたら、それが二匹の親子魚 「うお座」

です。
ど、 秋から初冬にかけて見られる寂し
これで合計９つの星座、 なんと全天 い星空たちは、 実はこんな水や海にま
８８星座の一割越えとなりましたよ。
つわる星座たちでいっぱいな空だった
のです。
▼海のイメージ
星座を考え出した昔の人々は、 寂し
西の空から順に、下半身が魚のやぎ、 い星空だからこそ、 光りの届きにくい海
みずがめ、 みなみのうお、 うお、 くじら、 や水の中に見立てていたのかもしれま
海を泳ぎ上半身だけ見えてるおうし、 せんね。
その南に横たわる大河エリダヌスなどな
執筆と文中写真 ： Sirius

うんちくあれこれ

６×３０はレンズ口径が３０ミリですが、
例えば実際は見えるはずがない距離の
ものでもなにか見えるような感じがして、
改めてレンズの良さを感じることがありま
す。

第２８回 「双眼鏡と
ドイツ製レンズについての私感」
アストロクラブの皆さんこんにちは。
今回は３０年以上使い続いている愛機
西ドイツ製の双眼鏡シュタイナー６×３０
Scout と、 ドイツ製レンズについての私
感を述べたいと思います。 （あくまでも私
感です）
この双眼鏡は購入時高価なものと記
憶していますが、 景気も良かったので
しょう、 薦められるまま入手しました。 視
力があまり良くなかったので、 絶えず持
ち歩いて、 海外旅行にも必ず持ってい
きました。 この双眼鏡の良いところは長
い時間覗いていても全然疲れませんし、
自分の目の一部のように感じることさえ
ありました。

話は少しずれますが、 私の仕事はコ
マーシャル写真撮影で小さな宝飾品から
航空撮影まで２０代から４０年以上撮影に
携わってきました。
撮影には必ずカメラとレンズが必要で
す。 それは避けては通れませんので、
いろんなカメラを使いました。 フィルム
フォーマットの関係で日本製のカメラとレ
ンズを使わないといけない時もありました
が、 それ以外はほとんどドイツ製でした。

ころはすごくシャープでそれから自然に
ボケていき何とも言えない奥行きと厚み
のある写真に仕上がります。 そのレンズ
のボケ味によって優しく上品で自然な写
真に仕上り、 そのことが作品の出来に大
きく影響を与えることがありました。
しかし、 日本製レンズというと解像度 ・
コントラストなど数値的にかなり高い次元
で製品化されています。 このことは何も
問題はありませんが、 どことなく工業製
品のようで人間に寄り添った自然な感じ
の仕上がりにならないような気がしまし
た。

最近はデジタルカメラの開発と相まっ
てコンピューターで計算し完成されたレ
ドイツのレンズは空気まで写るとよく言 ンズ設計がされていてそのことがより顕
われていました。
著になってきているようです。
レンズには各々名称がついていて個性
そのことはデジタルカメラでの撮影の
の違いがありますが、 ピントの来ていると ニーズに添っていていいのですが、 レン

ズを直接覗く双眼鏡の場合は少し違っ
てくると思います。
確かに遠くのものが細部までクリアー
に見えることはいいのですが、 目の奥の
網膜に突き刺さるような感じがして長時
間の使用には少し無理を感じます。
この辺りは個人差があり何とも言えませ
んが、 双眼鏡だけはアナログな感じを
残してほしいと思います。

ているため過酷な環境にも耐えられる
構造です、 さすがにハイコントラストと
クリアーな視野でアイレリーフも２０ミリあ
ります。 防塵 ・ 防水の窒素ガス封入で
高性能ですけど値段が安い。 軍用正
規品でなく国内販売用品で問題ないと
思います。 現在、 陸上自衛隊に導入
されている同等品もあります。
軽量コンパクトですので 常時携帯にい
かがでしょうか？

色々と申し上げましたがすべて独断と
偏見の感想です。
最後に、 今保有している双眼鏡の一
部を紹介します。

Nikon アクション EX ７ｘ５０
ニコンビジョン製 本格的な防水処理が
されています。 口径が大きく明るく見や
すいアイレリーフが１７．１ミリありますの
で、メガネをかけていても見やすいです。
重量１キロで少し重たいですけど、スター
ウオッチングにはお勧めします。

ローライ ７ｘ４２
アルミニウムとステンレス鋼で作られ特
殊ガスを封入した高品質な軍用の双眼
鏡です。
高温の砂漠や特殊部隊用に開発しピン
トを合わす必要のない固定焦点で活発
な活動に非常に役立ちます。
また、 この変わった形は手で持った時
のフォールドと重量バランスまでも考え
られています。

ツアイス ダイアリート 10x40B
４０数年前の製品で丁寧に作られた革
張り年代の逸品で今では貴重品です、
値段も張りますが、 見え方は上品で最
高です。 さすがに ツアイス。

シュタイナー ６ｘ３０ Scout
使用期間があまりにも長いためこの辺り
で レストアしなければ。
執筆と文中写真 ： ノッポのキリン

グローリー勝間 HM １０ｘ４０
中東の軍隊など数か国の軍用に使われ

会員紹介 「ゆうまり」
自己紹介
会員番号 50 番の H.N. ゆうまりです。
星空案内人の認定をいただきまして、
倉敷市内で行われる観望会にはひっ
そりと出没していることがあります。 とは
いえ、 クラブ内ではまだまだひよっこで
す。 岡山アストロクラブの中で特筆出
来ることがあるとすれば、 昨今の綺麗
な言葉でいうサブカルチャーとの関わり
が深い、 ロックな会員です。
きっかけ
星や宇宙との関わりは大人になるま
であまりなく、 学校の授業で習う程度

シュタイナー コマンダー７ｘ５０
トラックに踏まれてもつぶれない丈夫さ
とレンズに水滴がつかないなど、 さすが
に過酷な軍用に開発され豊富な技術が
しっかり詰まった一品です。 値段もしっ
かりしていますけど、 それなりの価値を
十分感じるでしょう。

でした。 星座は幼少期に放送してい
た 「聖闘士星矢」 のような作品の中
で使われるもの。 宇宙は SF 作品の
舞台程度のものでしかありませんでし
た。
当時の私に夜空を見上げる理由が
あったとすれば、 方角を知るために
北の空に輝く北極星を探す…という、
年に数回もないようなことくらいでし
た。 余談ですが、 北を探すためには
「切り株の年輪」 を見て北を割り出す
方法も合わせて習いましたけど、 実
際にこの方法で北を見つけられたこ
とは人生の中で１度もなかったです。
現代の日本では、 北を探すよりも切り

会員募集中
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

株を探す方が難しいような気がします。
空を見上げるようになったきっかけ
は、 ２００９年のオリオン座流星群の夜、
一本の電話から始まりました。 「流星
群を撮りたい」 というカメラ好きの友人
に半ば強制的に美星町の山奥まで連
れて行かました。 美星町自体が初め
てで、 どこの山奥だったのか当時は全
く分かりませんでしたが、 今でははっき
りと分かる 「耕せ食堂」 の前の道でし
た。 当時は道路工事中で、 東からの
ルートは通行止めになっていましたの
で、 ある意味終点です。 上には美星
水路観測所 （星空公園） もありました
が、 当時の私たちには入っていい場

所かどうかも分からず、 近づかないよう
にしていました。
車から降りて見上げた夜空は、 街中
では絶対に見ることのできない満天の
星空で、 驚きのあまり叫んでしまったの
と、 そうだろうと誇らしげに語る友人を
覚えています。 友人がカメラをセットし
ている間はなにもする事がなく、 ただた
だ空を見上げていましたら、 妙に星が
集まっている場所を見つけました。 友
人に聞いてみるも、 その集まり自体が
見えないというので、 視力 2.0 は伊達
じゃない！と天狗になりながら、 友人
のカメラを奪い取り、 その星の集まりを
写真に撮りました。 今から思えば、 視
力の良さではなく、 ずっとカメラの液晶
画面を見ていた友人の目が暗順応で
きていなかったのだと思います。 家に
帰り、 私が （カメラを奪い取って） 撮っ
た写真を送ってもらうと、 星の並びが確
認出来たので、 インターネットで検索。
これが M45 プレアデス星団 （すばる）
である分かりました。
このことをきっかけに、 何度か星空を
見に行くようになった…というのが、 私
と星空の出会いでした。
一眼レフと OAC
何度か星空を見に行き、 友人が撮影
する様子をみていると、自然に私もやっ
てみたくなるというのが人情というもの
で、 まずは入門機として購入したのが
Canon EOS Kiss x3 で し た。 当 時 x4
が発売され、 いい具合に価格が下がっ
ていたのをゲットしました。 また、 星を
撮るには明るいレンズが良いということ
で EF50mm F1.8 II も合わせて購入し
ました…が、 このレンズは難物でマニュ
アルでのピント合わせがとにかくシビア
で苦労しました。 しばらくして固定撮影
では満足できなくなり、 ビクセンの GP
ガイドパックを手に入れて夢の追尾撮
影ができるようになりました。 そうして素
人なりに撮影した写真を当時はまだ活
気のあった mixi で公開していたところ、
岡山アストロクラブの方から観望会への
お誘いがあり、 ゲストとして観望会に参
加しまして、 星空を堪能させていただ
きまして、 入会させていただくことにし
ました。
現在は少しステップアップして Canon
EOS 6D を使用しています。 昨今、 本
業が忙しくて夜に出歩けなくなっていま
すが、 流星群の日には連続撮影した
写真を動画にまとめて YouTube で公
開をしています。 とはいえ天気に恵ま
れず、 これはすごい！というものには
なっていませんので、 今年こそは！と
考えています。

電波観測
このように天候や月齢に左右される流
星群、 これをもっと楽しめないかと思い
2014 年 6 月に流星の電波観測を始め
ました。 電波観測の強みは、 天候や
月齢、 さらには時間にも左右されずに
流星をキャッチできるので、 雨の日で
も、 雪の日でも、 昼夜問わず観測する
ことができます。これはすばらしい！（写
真１）
しばらく観測をして分かったことがあり
ました。 1 日の間に流星の多い時間と
少ない時間があるということでした。 時
間でいうと午前６時頃が最も流星が多く
流れ、 午後６時頃が最も少なくなるとい
うものです。 （写真２） 調べてみるとこ
れには理由がありました。 地球は太陽
のまわりを回っていますが、 その進行
方向に向くのが朝６時頃。 それとは逆
に進行方向の後ろ側になるのが夕方６
時頃だったのです。 雨の日をイメージ
してみてください。 雨の中を走ると進行
方向 （つまり前） はしっかりと濡れてし
まいますが、 背中はあまり濡れません。
このように進行方向側に向いているとき

の方が多くの流星を見ることができる…
ということが、 観測データから立証する
ことができました。 このような統計デー
タが取れるのは、 昼までも流星を捕ら
えることができるという電波観測の強み
ですよね。
とはいえ弱みもあります。 電波では流
星が流れたことは分かっても、 どの方
向にどんなスピードで流れたのかが分
かりません。 これでは群流星なのか、
散在流星なのかの区別ができません。
また、 天候の中では唯一苦手とするも
のがあります。 それは雷です。 雷鳴が
響き渡れば観測結果に大きなノイズと
して現れてしまうのです。 こうなってし
まうと、 もはや流星の小さな信号を見る
ことは見つけることができません。 そし
てなにより、 観測結果をみても美しくな
いのです。 感動がないのです。
それぞれの特色を楽しみながら、 今
後も流星群を楽しんでいきたいと思い
ます。
コミックマーケット
いわゆるサブカルチャーと切っても切

写真２

れないのがこのコミックマーケットという
存在。 私も以前から一般参加者として
参加していました。 東京方面にいる友
人 （紳士 ( ゼントルメン )） たちとの社
交の場で、 なにかサークルとして活動
してみたいね！という話から、 とりあえ
ず応募してみようか！という流れにな
り、 本を作れるとしたら天文関係の話
題かな？と、 サークルとして申し込ん
だところ、 当選してしまったのが始まり
です。
なにを書こうかと考えて出たのが、 星
空を見ることの楽しさを知らない方々
に向けて、 楽しみ方や見どころをお伝
えできたらという流れから、 ベースとし
ては季節ごとに星座を紹介していきな
がら、 時事ネタを織り交ぜていこうとい
う方針を固め、 初めて作った自費出
版本 （いわゆる同人誌） が 「初心者
向け 天体観測ガイド ～秋編～」 でし
た。 作り始めたのが秋でしたので秋か
らのスタートにしました。 本を作るのは
初めてということもあって、 ページ割り
に苦労しましたが、 最終的にできたも
のは空白部分の多いちょっと残念な本
となってしまいました…次回の課題で
すね。 （写真３）

本の表紙は以前からお世話になって
いた 「永山ゆうのん」 さんに描いて戴
きました。
表 紙 を 飾 る の は NHK の ニ ュ ー ス
ウォッチ 9 の気象情報のコーナーで、
天気図では表現できない季節感をお
伝えすることができるよう、 気象予報
士の平井信行兄貴よって考案された
キャラクター 「春ちゃん」 です。 なお
NHK は、 みなさまの受信料で支えら
れています。 受信料のお支払いがま
だの方はぜひこの機会に受信契約を
お願いいたします。
表紙の春ちゃんが着ている衣装は

「ストライクウィッチーズ」 に登場するリ
ネット ・ ビショップ軍曹のものです。 こ
のように、 好きなものと好きなものを自
由にブレンドしていく、 まさにカフェオ
レ的なところも二次創作の楽しさだと
思います。
…と、 このようにして本能の赴くまま
に作られた本ですが、 思っていた以
上の反響を戴きまして 「この本がきっ
かけで星を見るようになりました」 とい
うメッセージを戴いた時には、 本当に
作ってよかった！と思いました。

３作目の 「～春編～」 では、 冬の
星座と、 太陽に関するお話を載せまし
た。 当時は太陽がマイブームで、 数
ある恒星の中で最も身近な存在として
考えると、とても興味深い存在だと思っ
ています。 太陽望遠鏡をゲットするの
は私の野望です。 （写真５） 表紙は
おとめ座をイメージした春ちゃんです。
お詳しい方ならきっと通じるであろう無
難な路線となったのは冬編の失敗によ
るところが大きかったのだと分析してい
ます。

続いて２作目となる 「～冬編～」 で
は、 冬の星座と太陽系の惑星と、 星
景写真の始め方について解説を書き
ました。 表紙は春ちゃんですが衣装
は、 ア ニ メ 制 作 会 社 の GAINAX と、
スバルこと富士重工業がコラボして作
成された 「放課後のプレアデス」 とい
う YouTube で公開されたアニメがベー
スとなっています。 （写真４） 私の中
ではとてもインパクトのある作品でした
が、 悲しいかなこの作品が元だと気づ
いてくれた方はいませんでした…。

４作目は四季の最後となる 「～夏編
～」 は、 星座の数が多かったので、
皆既月食の話題を盛り込みながら、
星座の紹介に重点を置きました。 表
紙はこと座と、 七夕の織姫をベースに
した春ちゃんになっています。 （写真
６）

５作目は南天の星座について書けた
ら…と思っていましたが、 執筆する本
人すら見たことがない星座を語るのも
どうかと思いまして、 南天の星座をや

めて 「～ 2015 年版～」 として、 2015
年に起こる天文現象の見どころをまと
めました。（写真７）表紙は、スマホゲー
ムのカードをベースにした衣装になっ
ています。
年末に開催されるコミックマーケット
89 に３日目 (12/31) にサークル参加
する予定になっています。 興味がある

■投稿
岡山星空八艘飛び
はじめましての方へはじめまして。 倉
敷の干渉計です。 11 月で入会 3 か月
目の新参者ですが、 よろしくお願いし
ます。
さて、 夏から秋にかけて、 OAC の大
型イベントが数多く行われました。 会長
を始めとした幹事の皆様には感謝の気
持ちで一杯です。 残念ながらスペース
が限られているので、 私が参加できた
イベントという理由で、 そのごく一部を
ご紹介します。
1. 合宿交流会
10 月 24 日 ( 土 ) ～ 25 日 ( 日 ) に、
真庭市のクリエイト菅谷にて、 合宿交
流会が行われました。 参加者は約 30
名でした。 自分でショベルカーを買っ
て作った個人天文台の話、 笑いのネタ
が詰まった天文クイズ、 肉と持ち寄り食
材が山盛りのバーベキュー、 ニュートリ
ノが沢山通過するプラスチックケースも
出品されたオークションなどが催されま
した。
クイズ大会の成績は当然というべき
か、 会長が圧倒的な成績で１位を獲得
しました。 多くの方が T 氏の点数を抜
こうとしたものの果たせず、 採点の時か
ら来年のリベンジに向けて闘志を激しく
燃やしていました。
オークションには、 約 30 品が出品さ
れました。 私も高橋製作所 ( 現タカハ
シ ) 製の反射望遠鏡初号機を出品さ
せて頂きました。 古すぎて持って帰る
事も覚悟していましたが、 無事 N 氏に
引き取って頂きました。 ありがとうござ
いました。 ニュートリノケースは、 一見
は名刺入れ程度の大きさのプラスチッ
クケースでした。 しかし落札者による後
日談を読むと、 沢山のニュートリノの通
過が肉眼で見えるそうです。 こうなるな
らば、 落札して研究所に転売するべき
でした。 そうすれば大きな財産を手に
したはずです。
合宿中は通り雨も降りましたが、 深夜
には非常によく晴れてくれました。 それ
を知った参加者は目の色を変えてゆっ
くりと動き出し、 賑やかに撮影の準備

方はぜひお越し戴ければと思います。
配置はプ -60a 「木もれ星」 です。
ホームページ
金の星ふります
http://yuhmari.sakura.ne.jp
Twitter @yuhmari
執筆と文中写真 ： ゆうまり
を始めました。 少し暗い写真ですが、
皆さんの撮影風景を図 1 としてご覧頂
きましょう。 藁葺屋根がよく見えないの
が残念です。

これは午前 3 時 36 分に撮影しまし
た。 この時間でも、 約 10 名が外に出
ていました。 合宿会場周辺は紅葉が
進み、 街灯によって照らされていまし
た。 また、 合宿会場は藁葺き屋根の
古民家を改造した物で、 星空との相
性は最高でした。 それらの環境で撮
影された作品の一部は、 OAC の Web
にも上がっています。 ぜひご覧くださ
い。
来年の合宿も、 絶対に晴れてもらわ
なければなりません。 それには、 会員
がこれまで以上によい子でいなければ
ならないでしょう。
2．定例観望会 @ 星空公園
10 月 17 日に、 井原市の美星星空
公園にて、 10 月の定例観望会が行わ
れました。 参加した会員は約 20 名で
した。 特筆すべき点として、 一般の参
加者が少なくとも 70 名だった事が挙
げられます。 そのほとんどは若いカッ
プルでした。 婚活中の身としては苦虫
を噛み潰したような顔をしたかったで
すが、 精一杯の笑顔で星空との記念
写真を撮って差し上げました。 この日
は快晴だったためか、 一般の参加者
は午前 1 時過ぎまでお越しになりまし
た。 快晴の週末に郊外で行う星空イ
ベントは、 カップルに効果絶大という
事を再認識させられました。 会員が解
説している様子を、 図 2 としてご覧頂
きましょう。
一般の参加者が帰ると、 会員は本
気モードになりました。 大型機材を使
用し、 星景や天体の撮影を行ってい

ました。 南の低空まで晴れていたの
で、 少し赤いカノープスが非常に綺
麗でした。 自分のカメラでカノープス
を撮影出来たのは、 この日が初めて
でした。
そ し て 大 型 望 遠 鏡 を 用 い て、
NGC7662 雪だるま星雲や東の空に
集まる惑星を観察しながら、 約 10 名
で日の出を迎えました。 暖かい待機
室 の 効 果 も 大 き か っ た と 思 い ま す。
朝日を撮影した様子を、 図 3 としてご
覧頂きましょう。 ドームと日の出を一
緒に撮影された方もいました。 もしか
すると来年の年賀状に使うのかもしれ
ません。
暖かい待機室がある場所で快晴の
日に定例会という最高の機会には、
簡単には巡り合えないでしょう。 しか
しどうか再びありますように。

３．お月見会
今年の中秋の名月だった 9 月 27
日に、 岡山市の百間川河川敷にて、
お月見会が行われました。 会員の参
加者は約 15 名でしたが、 約同数の
天文部所属の大学生が来てくれまし
た。 その様子を図 4 としてご覧頂きま
しょう。 人間をはっきり写すと、 完全

に月が飛んでしまいました。 ｢ 月に叢
雲、 華に風 ｣ には、 ｢ 横槍や無駄なも
のによって良い事は長続きしない ｣ と
いう意味があります。 しかしこの程度の
雲は、 肉眼で観る時だけならば、 月
光が弱まり落ち着いて見られると思いま
す。 故事とは正反対の意味になります
が、 この月も趣があると共感してくれる
方もいるのではないでしょうか。 沢山の
おいしいお茶やお菓子と共に話をして
いると、 予定の 23 時は、 すぐに過ぎ
ました。
｢ 岡山星空八艘飛び ｣ とは、 舟を次々
飛び移った源義経のように、 イベント
に次々と参加させて頂いたところから名
付けました。 八艘飛び 2 回目があるか
は分かりませんが、 再びここでお話が
出来る事を祈りつつ。
α．出雲星空観望会 2015
これは OAC の行事ではないので、
記事番号は + αにしました。
10 月 10 日 ( 土 ) ～ 11 日 ( 日 ) に、
島根県出雲市の稗原やまびこ館にて、
出雲星空観望会 2015 が行われました。
出雲天文同好会が作成した広告を、
図αとして示します。
山陰にも、 化物級の機材をお持ち
の方が大勢おられます。 その方々や、

近隣の天文家が一同に会する行事が、
出雲星空観望会です。 参加者は約 50
名でした。 山陰地方のみならず、 遠く
は京都からの参加者がおられました。
岡山からの参加者も複数名いました。
毎年の開催日は、 ほぼ 10 月の第 1
土曜日～日曜日です。 行事そのもの
は、 OAC の合宿に似ています。 異な
る点は、 オークションの品目が 100 点
に近い事と、 事前の申し込みが無くて
もある程度の人数なら、 飛び込みで宿
泊可能な点です。 会場兼宿泊場所は

天文年鑑を読んでリターンズ
気がつけば 11 月下旬、 もうすぐ今
年も終わりです。 それで、 この時期に
なるとやはり買ってしまった天文年鑑
2016。 紙面をお借りして少しばかり来
年の天文現象を見てみようと思います。
大きな現象としては、 3 月 9 日部分
日食があります。 お昼前に２０％くらい
まで欠けます。 それから、 5 月の終わ
りには火星が中接近します。 最大の視
直径も 18 秒とまずまずの大きさです。
衝になるのがさそり座なので、 アンタレ
スとの赤さ比べが楽しめるでしょう。 ま
た、 土星がほぼ最大に傾いた姿を見
せます。 衝は 8 月、 夏前の南天はか
なりにぎやかになりそうです。
さて、 来年は新月期が月初から月末
へと言うことで、 流星群もなかなか期待
できません。 5 月のみずがめ群は最良
条件、ペルセ群もまずまず、四分儀群・

市民農園に併設されている木造 2 階
建ての建物です。風呂はありませんが、
水洗トイレと台所が完備されています。
機材設置は夕方から始まり、 マクストフ
式反射望遠鏡が魅力的でした。 おで
ん会の後に、 大オークション大会が行
われ、出品品目は 100 点を超えました。
出品物の多くは、 事前には分かりませ
ん。 参加者は当日に下見をして、 獲
物に狙いを定めるのが通例です。 今
年はポータブル赤道儀やタカハシの架
台、 多数のマウントが出品されました。
途中にスプーン曲げが行われ、 大きな
笑いが起きました。 このような一発芸が
見られる観望会も、 出雲の魅力です。
その後は参加者が、 ステラショットを
使用して、 赤道儀とカメラを稼働させる
実演を行いました。 通常ならば、 プロ
グラムの合間に化物級の機材を使用し
て、 朝まで観望するはずでした。 しか
し夜から雨だったので機材が撤収され
ました。 マクストフ望遠鏡は来年のお
楽しみです。 山陰の晴天率は、 山陽
のそれと比べると当然下がります。 私も
島根県に住んでいましたが、 去年の晴
天率は 3 ～ 4 割でした。
夜明けまで非常に楽しくお話しをしま
した。 特に露出時間が約 1 分で白飛
びをしてしまう環境での天体写真撮影
の報告には、 度胆を抜かれました。 そ
れでも入賞するのだから驚愕です。
車での移動も、 中国横断道で非常に
楽になりました。 尾道から一直線に出
雲まで行けるからです。 使っていない
ので計算のみですが、 倉敷から出雲
まで 3 時間です。 今回の片道は、 下

ふたご群は条
件悪です。
彗 星 は、 残
念ながら肉眼
等級になりそう
なものは無く、
辛うじて6等
台が年初のカ
テリナ彗星位
であとは期待
薄の感じです。
総じて、 来年は特筆できる現象の少
ない平穏な年という印象です。 昔の天
文入門書などでは 『こんな時にはいざ
という時のためにスキルを磨きましょう』
という文が載っていたものですが、 昨
今は、 腕を磨くための晴れすら無いと
いう始末。
来年は、 よく晴れてほしいですね。
執筆と文中写真 ： T#

道のみで行くという苦行のような事を行
いましたが、それでも約 4.5 時間でした。
帰り道は玉造温泉を通るように設定し、
当然寄りました。
来年の出雲星空観望会も、 10 月 1
日 ( 土 ) ～ 2 日 ( 日 ) になると思います。
近くなれば、 主催である出雲天文同好
会の Web ページで広告されます。 私
もねじ込んででも予定を空けるつもりな
ので、 ぜひ一緒に行きましょう。
執筆 ： 干渉計
文中写真 ： 干渉計 ・ 出雲天文同好会
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編集人より
今年の楽しみにしていたカタリ
ナ彗星ですが、どうも余り明る
くならない様子。6 等級がせいぜ
いということですが、明るくなっ
てほしいですね。
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