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よみもの
次にこの工具箱ケースに電源の各パーツを取
り付けていきます。
本外部電源には、
電源スイッ

第９回
初歩のアストロ電子工作も９回目です。今
回は前回、バラックで組んだ天文用外部電源
をケースに入れて組み立てていきます。
（１）ケースの選定とケース加工
外部電源を野外で安心して使用するには、

チや充電用／出力用の電源コネクタ等の各パー
ツがありますが、
これらを取り付けるには、
ケー
スに穴を開けなければなりません。どこにこれ
らの各パーツを取り付けるかを検討した結果、
工具箱の上面の蓋部分に各パーツを取り付ける
のが便利だろうと考え、上面に取り付けること
にしました。そして、パーツ取り付け位置に、
穴開け加工をします。最終的に穴開け加工した
ケースを以下に示します。

適当なケースを探さねばなりません。今回
の外部電源の大きさは、一番大きな部品で
ある LiFePO4 電池の大きさが、約 14.5cm ×
26.0cm です。ケースを選ぶ際は、まず第一
条件として、この LifePo4 電池や他の部品が
収まるサイズのものを選ぶというのがありま
す。とはいえ、大きさは使い勝手にも関わる
ので、できるだけコンパクトなケースを選び
たいですし、また見た目の外観の好み等も重
要です。あともちろん、ケースの価格も重要
です。
そんなことを考えながら。ホームセンター
の工具箱コーナー等を巡ることにします。し
ばし巡った後に以下のようなプラスチック製
の工具箱をみつけました。価格は 600 円程度
と十分安価で、若干小振りですが、コンパク
トなので良しとしましょう。

ここで、加工した部分をみると、工具箱の把
手の上部に、四角い穴が開いてるのがわかりま
すでしょうか。これは今回急遽追加した、出
力電圧／電力のモニター用表示器の取付け穴
です。以下の写真のような表示器が、安価に
Aliexpress で購入できたので、これを取り付け
ることにします。最終的にこの出力電圧／電力
モニターも含んだ、本外部電源の全回路図を以
下に示します。

（２）組み立て
では加工の終わったケースに、各パーツを
組み込んでいきます。バッテリーはケースの
底部分に、そのほかのスイッチやコネクタ
等の電気配線は、ケース上面の蓋の裏部分に
組み付けていきます。最終的に組み立ての終
わったものが以下の写真のようになります。
どうです？なかなかきれいに組み上がってる
でしょう。元のケースが工具箱なので持ち運
びもしやすいですし、全体的なサイズもまあ
まあの小ささ加減です。今回はケースの大き
さが少し小さかったために、DC/AC コンバー
ターはケースの中に収めることができません
でした。なので、今回は DC/AC コンバーター
は外付けとして、使用する時にはシガーソ
ケットからの出力端子を使って使用すること
にしましょう。

（３）外部電源の使用方法

ケースの内部は、下記のような配線として
います。ケース上面の裏部分にほぼすべての
パーツを取り付け、パーツとパーツの間は、
前回作成した圧着端子を用いたケーブルや、
一部はハンダ付けしたケーブルで接続してい
ます。

では最後に製作した天文用外部電源の使用方
法について説明します。
外部電源を使用する際には、右下の電源ス
イッチをＯＮにします。すると、電源スイッチ
のランプが灯り、同時に出力電圧／電流モニ
ターが起動します。
この状態で、電源スイッチの上部にある３個
のφ 5.5mmDC コネクターおよび、シガーソケッ

トから 12V の電源を出力することができます。 ましょう。
DC 出力は３系統あればいろんな用途に使える
と思うので、
便利ではないかと思います。シガー
ソケットはそれほど使わないと思うので、１系
統としています。

また本外部電源は UBB コネクタによる電源
供給もできます。ケース右端部分に、ノートパ
ソコンのように USB 電源コネクターが４個つ
次にバッテリーからの放電中は、出力電圧／
電力モニターで放電状況を監視することができ
ます。モニター部の表示は以下のようになって
おり、左上から、バッテリーの出力電圧 (V) ／
出力電流 (A) ／出力電力 (W) ／出力電力量 (Wh)
となります。
出力電圧 (V) ／出力電流 (A) ／出力電力 (W)
の数値は、現在のバッテリー放電状態を測る良
い目安になるでしょう。特にバッテリーの出
力電圧 (V) は、以前の予備試験で、出力電圧が
11.4(V) まで放電してしまうと、バッテリー内
部の過放電保護回路が働き放電がストップする
ことがわかっているので、この電圧が 11.4(V)
近くになると要注意です。
また右下の出力電力量 (Wh) は、出力電力 (W)
を積算した出力電力量になります。このバッ
テリーは、以前の放電試験で、概ね 220Wh の
出力電力量を持っていますので、この表示が
220Wh に近づくと、バッテリーがほぼ放電限
界になっていることを示します。ちなみにこの
出力電力表表示は、モニター装置の右側のス
イッチを押すと、表示をゼロにリセットできま
すので、充電が完了した際にゼロリセットして
おけば、常に毎回の放電電力量を正確にモニ
ターすることができます。残念ながらこの電力
モニターは出力側の監視だけなので、本当は充
電側も監視できると充電状態が把握できて便利
なのですが、そうした充電／放電の両用モニ
ターは高価なので、今後の課題とすることにし

いていますので、スマホの充電等も行うことが
できます。USB コネクタ左側に余分な切り込み
があるのは、ちょっとした加工間違いなので、
ここはあまり気にしないようにして下さい。

以上で、天文用外部電源をようやく製作する
ことができました。全５回の連載になり、完成
まで少々時間がかかってしまいましたが、こう
して完成してみると、今回はケースに収めたお
かげでずいぶん使い勝手の良いものに仕上がっ
たのではないかと思います。今回の製作では特
に
● 12V 20Ah という容量の割りには、総重
量 3.6kg 程度で、鉛蓄電池を使った同容
量の外部電源（SG-3000 等）に比べると、
重量が半分以下と軽い。
● バッテリーに LiFepo4 バッテリーを使っ
てるので、鉛蓄電池／ディープサイクル
よりも深放電に強く、安全性が高い。
● 出力電圧／電力モニターがついているの
で、放電時の状況を監視しやすく、バッ

テリー使用時間の管理がしやすい。
●

出力コネクタも、φ 5.5mmDC コネクタ×
3 個、シガーソケット× 1 個、USB コネ

修理も自分でできるので、使用寿命が長いとい
うメリットもあります。本記事を読んで興味を
持たれた方は、
製作してみてはどうでしょうか。

クタ× 4 個と豊富で、天文用にも使いや
【次回予告】
すい。
● 充電方法も AC アダプタ／シガーソケッ
次回は記念すべき 10 回目の連載です。今の
トの 2 つがあり、車内でも充電できる ところ何を作るかは決まっておらず、冬場だか
ので、遠征時等でも便利
といったところが特徴で、使いやすい外部電

ら、簡単に霜取りヒーターとか、もしくは最近
は天体自動導入の赤道儀等が流行ってるので、

源に仕上がったのではないかと思います。
皆さんが自作する際には、ケース等も自由

そうした赤道儀の無線コントロール用の WiFi
アダプタ等を製作するのも良いかなと考えてお

に選ぶことができますし、またこの連載の第 8
回設計編を基に設計変更してもらえば、バッテ
リーの容量を増減させて、自分にあった電源容

ります。
何にしろまだ企画未定ですので、他に製作要
望も受け付けております。あんなの作って欲し

量の外部電源を製作したり、出力部をより使い

いとか、こんな改造できないだろうか等ご相談

やすいものに交換することもできます。製作費
用のほうは詳しく計算してませんが、おそらく
部品代で２万円程度となり、市販品に比べてす

いただければ、本記事でとりあげたいと思いま
すので、皆様ぜひご意見をお寄せください。

ごく安いということはないですが、自分で作る
と好きなようにカスタマイズできますし、また

アストロ随想

（執筆：ｈａｗｋ）

問題１
宇宙ステーションは上空 400km の宇宙を飛ん
でいます。１ｍの地球からどの辺りを飛んでい
るのかな？①３ｃｍくらい、②１ｍくらい、③
２ｍくらい。
問題２
月は地球から 36 万 km 離れたところを回って
います。この 1m の地球からどのくらい離れて
いるかな？① 10m くらい、② 20m くらい、③
30m くらい

–

問題３
地球が１ｍだったら月の大きさは？①ピンポン
球くらい、②野球のボールくらい、③バスケッ
トボールくらい
問題４
地球が１ｍだったら太陽の大きさは？① 10m く

アメリカの大統領官邸ホワイトハウスには直
径 80cm の地球儀が置いてあるそうですが、私
はそれより 20cm 大きな地球儀を持っています。 らい、② 100m くらい、③ 1000m くらい
この地球儀をあなたはどう使いますか？ OAC 問題５
の皆さんは、この上に乗ったり足に挟んだりし
太陽が「岡山ドーム」だったら 1m の地球はど
ないですねよ。渋川海岸に持って行ってビーチ
バレーもしません。
「星の観察会で曇っていて
星が見えない時に使います。
」正解です。
その使い方を説明しましょう。３択問題です。

の辺りになるかな？①岡山城・後楽園の辺り、
②岡山空港の辺り、③蒜山高原の辺り

からなかったのか…。
インフルエンザ予防接種の値段は病院によっ
て違います。2000 円から 7000 円まで大きな
違いがありました。ワクチンのメーカーによっ
て値段が違うようです。また自治体により子供
や高齢者への対応が違いました。65 歳以上の高
答えは計算してみてください。問題１①、問
題２③、問題３③、問題４②、問題５②です。
これらの問題は太陽系の大きさを考える時に、
地球の大きさを 1cm や 10cm にして扱われる
ことがありますが、１ｍという大きさに例える
ことは少なかったと思います。１ｍのビニール

齢者の場合は、岡山市 2050 円、倉敷市 2000 円。
関東圏の八王子市は 2500 円ですが、都心の渋
谷区や千代田区はタダです。０円です。無料です。
しかも小中学生も無料です。いろいろあるもの
ですね。私の場合は 65 歳以下ですので 3800
円でした。
（執筆：もぐ）

ボールは、子供たちを中心として、参加者の興
味関心を強く引きつけることから使っていま
す。
このボールは「地球儀専門店」で売ってます。
東京駅から歩いて 30 分のところにあるので是
非行ってみてください。小さなお店ですが大小
様々の地球儀が所狭しと並んでいます。空気を
入れて膨らませていなければ持ち帰ることがで
きます。使用する時は、空気入れを使って膨ら
ませてください。肺活量を使って膨らませるの
は危険ですのでご注意ください。
それから１ｍの地球ボール関係でもう一つ情
報提供です。
「地球がもし 100cm の球だったら
（永井智哉著 ･ 世界文化社 ･2002 年発行）
」は、
環境教育の立場から興味深い内容になっていま
す。例えば「1m の地球の水をぜん～ぶ集めた
らどのくらいの量になるかな？」
「そのほとん
どは海水ですがそのうちの真水（淡水）の量
は？」
「真水のうちの個体の氷と液体の水の割
合は？」などです。
◆
◆
◆
インフルエンザ予防接種をしました。50 年
ぶりかもしれません。
2 年続けてインフルエンザに罹り高熱を出し
たので、今年は予防接種を受けることにしまし

第７回

日の出帯食

ちまたでは「平成最後の～」という枕詞をよ
く聞くようになったこの頃、思いおこせば平成
のはじめ頃、岡山で星を観だした当初の写真が
今回の日の出帯食。１９９２年１月５日に起き
た日食の写真です。もうあれから３０年近くが
たったのかと感慨深いです。このときは早起き
してまだ有料だったブルーハイウェイを通って
一本松展望台にいって撮りました。この当時は
日食といってもそんなに人口に膾炙することな
く、今のように流星群だ、火星大接近だ、スー
パームーンだなどとニュースにまで取り上げら
れるようになるとは隔世の感があります。晴れ
た寒い朝でしたが、望遠鏡までもっていってい
たのは自分一人。欠けたまま上ってくる太陽を
飽きずに眺めて
おりました。
新春には部分
日食があるとい
うことですし、
楽しみにしたい

た。かかり付けの病院へ行って、受付のお嬢さ
んに「インフルエンザの予防接種をお願いしま
と思います。
す」
「何歳ですか？」
「なんで？」
「65 歳以上は 〈執筆：T#〉
2500 円で、それ以下は値段が高くなります。
」
なるほど、見ただけでは 65 歳以上か以下か分
1992/1/5 NikonFM2 FC100+ バリエクステンダー
直焦点

1/500 位

フジカラー HG100

～続･英雄アキレウス～
翌日も両軍は激突し、ゼウスの命で神々は手
出しを禁止され見物するだけでした。が、当の
ゼウスはというと落雷を落としてギリシャ軍を
ビビらせていました。勝手なものですね。
なんにせよ、トロイア軍が優勢のうちに戦い
は進み、日没と共に両軍は引きましたが意気盛
んなトロイア軍は篝火を炊き、ギリシャ軍がこっ
そりと逃げるのを見張るという圧倒的差がつい
てしまいました。
困ったギリシャ軍はアガメムノン王にアキレ
ウスの戦線復帰を願い出ます。
「え……ワシ、あいつに謝るん？」
「せや、もうそれしか打つ手があらへんやろ」
「いやでもワシ……盛大に啖呵切ってもうたし
……」
「んな事言うとる場合ちゃうやろ！ 九年もか
けて手ぶらか？ どの面下げて帰れっちゅうね
ん！」
こうしてアキレウスに頭を下げる事と盛大な
贈り物を約束させられたアガメムノン王はオ
デュッセウスとアイアース、そしてアキレウス
が幼い頃に養育の任に当たった老騎士ポイニー
クスを使者として送りますが、けんもほろろに
断られてしまいます。
「あのな、あのボンクラはワシに大恥かかせよっ
たんんやぞ！ 金輪際アイツのいう事なんぞき
いたるもんか！ 考えてみてみぃ、人の命ほど
大切なもんなんぞないわ。さっさと帰ってあの
アホンダラにそう言うたれや」
と、取って付けたような綺麗事を言い始めた
のです。ここで言う「人の命」とは「自分の命」
という事なのかも知れませんね。とにかくこれ
で交渉は決裂となり、それを聞いたアガメムノ
ン王は一人悶々として夜を明かすのでした。
翌日も激しい戦闘が続き、一進一退の攻防が
繰り広げられるのです。が、その中でアガメム
ノン王を始め、オデュッセウスやディオメデス

など主だった武将が負傷し、ギリシャ軍は劣勢
に陥っていくのです。
その頃アキレウスはというと渚に佇み戦の様
子を眺めていたのです。呑気なものですね。折
しもそこにネクトールが負傷したマカオーンを
運んでいたのでパトロクロスに様子を見に行か
せます。当然ネクトールはブチ切れてしまいま
す。
「おんどれ等が呑気ぶっこいて戦に参加せんか
ら皆やられとんのやろが！ この薄情もんが！」
これでパトロクロスの運命も動き出すのでし
た。
その間にもギリシャ軍は敗走し、何とか防壁
の中に逃げ込むのですが、ゼウスがヘクトール
に加護を与え、更に勇猛さを増しギリシャ軍に
襲い掛かります。ギリシャ軍は舟辺へと壊走し
ていくのです。
これで収まらないのがギリシャ軍を勝たせよ
うとするヘラ。しかし公然とゼウスに逆らう訳
にもいきません。そこで色仕掛けでゼウスの気
をそらせるのです。ゼウスもまんまと罠にハマ
り、イチャイチャの一時を過ごすのでした。そ
の隙にポセイドンに使者を走らせ、ギリシャ軍
に加勢を頼むのです。
アイアースがヘクトールを撃退してなんとか
トロイア軍を追い返すのですが、そこで我に返っ
たゼウスはヘラを烈火の如く叱りつけます。ヘ
ラはどうしたかと言うと……しらばっくれてポ
セイドンに罪を擦り付けるのです。最低ですね。
弟ゼウスに叱られたポセイドンは「ワシって一
体なんやねん……」と海底にかえり、アポロン
はヘクトールに力を与えて復活させます。
ヘクトールはギリシャ軍の船を奪い火をつけ
味方を鼓舞。一方のアイアースも別の船上に立
ち味方を激励。船団間近で激戦が繰り広げられ
るのです。そんな中、義憤に駆られたパトロク
ロスはアキレウスの甲冑を借り受け味方を糾合
して敵陣に切り込むのです。獅子奮迅の活躍で
ゼウスの息子サルペドーンを討ち取りヘクトー
ルとの一騎打ちに持ち込むも、アポロンの罠に
ハマり負けてしまいます。息絶えたパトロクロ
スから甲冑を剥ぎ取ったヘクトールはテンショ
ンが跳ね上がり暴れまわり、ギリシャ軍は劣勢
に追い込まれるのでした。悲しいけどこれ、戦
争なのよね……。
○モ達の死を知ったアキレウスは復讐を誓い、
母テティスの制止も聞かず出陣を決意し、翌日
は陣頭に立ち暴れまくります。武具はテティス

が鍛冶の神ヘパイストスに速攻で作ってもらい届
けるという便利な展開。ついでにアガメムノン王
とも和解し万全の態勢で戦に臨みます。その中で
ヘクトールの弟ポリュドロスと、まだ若いリュカ
オンが命乞いするも無慈悲に槍にかけてしまうの
です。
それを知ったヘクトールも激怒、アキレウスに
挑みます。しかしアキレウスにはアテナが、ヘク
トールにはアポロンがついています。形勢不利と
見るやアポロンはヘクトールを霧で包んで逃がし
てしまうのです。
これで戦況は逆転、勢いを増したギリシャ軍は
トロイア城壁に迫るのです。しかしアポロンがト
ロイアの勇士アゲノールに化けてアキレウスをお
びき寄せ、その隙にトロイア軍兵士は城内に逃げ
込むのですが、ヘクトールだけは城門の前でアキ
レウスを待ち構えるのです。
ああ、なんということでしょう。アキレウスに
一騎打ちを挑むなど自殺行為以外の何物でもあり
ません。アポロンの加護があったからなのでしょ
うか。
しかし鬼の形相で迫るアキレウスの姿を見た
時、ヘクトールの勇気も吹き飛んでしまいました。
チャリオットで逃げ出してしまったのです。逃げ
るヘクトール。追うアキレウス。その俊足に物を
言わせ、城壁の周りを四周したところヘクトール
を捉えました。
この時運命は決まりました。アポロンはヘク
トールを見捨て、アテナはヘクトールの弟デイポ
ポスに化けて「二人掛かりで戦おう」と騙すので
す。まんまと乗せられたヘクトールは結局一人で
戦う事になり敢え無く討ち死に。チャリオットで
引きずられギリシャ陣に運ばれてしまいます。
パトロクロスの亡骸に復讐を遂げた事を報告す
ると、アキレウスは満足したのか眠りに落ちてし
まいます。が、その夢の中ににパトロクロスの霊
が現れるのです。

「いや忘れんなや……」
「ワシからの詫びや、盛大に葬ってやるで！」
「いや普通に葬ってくれたらええねん」
「おっしゃ頑張るでぇ！」
こうして盛大な炎に中に捕虜の首を掻き切って
投げ込むというアキレウスの趣味全開な葬儀が執
り行われたのでした。そしてその場に将兵を集め、
競馬やレスリング等の競技会を開催し、盛大な宴
会を催しました。故人を悼んでいるのか、単にバ
カ騒ぎがしたかったのか、見解が分かれるところ
ですね。
さてその後もアキレウスは酒を飲んでは○モ達
パトロクロスの事を思い出し、ヘクトールの亡骸
をチャリオットで引きずり回すという猟奇的行為
をやめようとしません。
これにはさすがの神々もドン引きです。いい加
減に止めさせるべく、虹の神イリスの導きでトロ
イアのプリアモス王が夜陰に紛れアキレウスの元
を訪れて、ヘクトールの亡骸を返してくれと求め
るのです。
ああ、なんということでしょう。敵側の総大将
にとって最も警戒すべきはアキレウスです。そん
な相手と夜に二人きりで会うなど殺してくれと
言っているようなものです。私なら絶対に嫌です。
ところがあっさりとヘクトールの亡骸を返して
しまうのです。流石のアキレウスも神々に逆らう
訳にはいかないのでしょうね。案外ヘクトールの
亡骸を弄ぶのに飽きただけかも知れませんが。
なんだかんだで十二日間の休戦を約束して老王
はトロイアに帰り、やっとヘクトールの埋葬して
やるのでした。
――続く――
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明け方東の空に輝く金星が、とても印象的な
師走を迎えています。

336 個の中には、明るい一等星はもちろん、
暗い恒星では太陽系から最も近い恒星で赤色矮

この冬、金星は明けの明星としてしばらく楽し
むことができます。

星のプロキシマ・ケンタウリ、おとめ座のパル
サー星のリッチなど様々です。

さて、今回の「星々のなまえ」は少し趣向を

もちろん岡山アストロクラブが命名者となっ
た、太陽系外惑星を持つ恒星、おおぐま座のイ

変えて、その「数」についてのお話しです。
これまでご紹介したとおり、星の呼び名は国や
地域の文化によって異なっていて様々です。
2015 年以降、国際機関である国際天文学連合
（IAU）では、恒星の固有名を正式承認したも

ンテルクルースも含まれています。
336 個の一覧を見ていると、全天 21 個ある
一等星には全て名前がありますが、二等星とな
ると、おおかみ座α星など固有名のないものも

のから順に公表しています。つまり、つい最近
になって正式で国際的に標準化した名前を定義

いくつか見られます。

しているのです。
執筆時点で承認された固有名の付いた恒星の
数は 336 個となっています。

全ての星の名前を、その位置も含めて憶えて
いる人はほぼいないと思いますが、星空を楽し
むなら、一等星や各星座で目印となる星の名前
などはある程度憶えておくとよいですよ。
たとえば、二等星より明るいしし座の星の名３
つ。オリオン座の恒星名できるだけ。北斗七星
に並ぶ星の名前・・などなど、憶え方もいろい
ろかもですね。
恒星の固有名一覧 Naming Stars / IAU
https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/
＜執筆：Sirius ＞

投稿
星見と利き目の悩み
右手利きと左手利きがいるように、右眼利
きと左眼利きがいる。私は強度の左眼利き。
たまたま見つけた羽目板の節穴から向こう側
を覗くときも、
（例えが古い？）、必ず左眼。
もちろん、右眼でも見えないことはないが、
箸を左手で持って食べるウドンのように、か
なりの精神的ストレスを感じる。（私の手は右

利きです。）おまけに、視力も若いときから、
左の方が 1 ～ 2 ランク高性能。さて、そうい
う私が、天文ファンとして辛い思いをしている
のが、カメラとニュートン式望遠鏡。
カメラのファインダーを左眼で覗こうとする
と、そんなに高くもない鼻なのに、カメラ本体
に当たって、
すごく邪魔になる。右眼利きなら、
鼻はカメラの左側の空間になんとか逃げ出せる
のに。もっとも、最近は、液晶モニターだけで、
光学ファインダーがないカメラも増えてきた。
そのかぎりでは、マル！
次に、ドブソニアンなど、最もポピュラー

な反射望
遠 鏡 の

少なくともヨーロッパでは左眼利きの人の方
がかなりの多数派なので、現地で売られている
ドブソニアンはどれも左眼利き用だとか。
（か

ニュート
）なんだ、世界全体をみ
ン 式 は、 つての同社 HP 参照。
相 当 に ス ると、左眼利きの方が多いのか。ウーム、次に

トレス大。 買うときは、ヨーロッパから直輸入しなけれ
・・・
対 象 天 体 ば、
を導入し
てしまえ
ば、 特 に
不便はない
が、ファインダーでの星探しでは、右眼使用を
強いられて、どうしようもないイライラを感じ

ブツブツと不満をほざいてきたが、思わぬ僥
倖もないことはない。双眼鏡。これは、日本製
でも、左眼側がメインのピント調整機構で、右
眼側はメイン・ピントを合わせた後での補足
ピント
機構に
なって

る。きっと、日頃から要注意の血圧まで上昇 (*
*) つまり、鏡筒の接眼部で確認しながら、ファ
インダーを左眼で覗こうとすると、それほどデ

いるの
で、快
適！
カくもない顔面が、主鏡筒とファインダーの間
さすが
に収まらない。というか、鏡筒の向こう側まで
に、日
顔を乗り出さねばならない。（単なる導入訓練
本 の
不足だと言わないでくだされ。）なお、シュミ
メ ー
カセや RC、そして屈折望遠鏡は、鏡筒回転機
カ ー
能があるなら（！）、90 度＋αぐらい回して対
も、光学部分の左右付け替えはかなりの手間と
応できる。外観が少し不格好になるけど。
「世界戦略商品」で統一して
実は、OAC にも、極く少数、同じ悩みを抱 金がかかるので、
えたメンバーがいるらしい。左眼利きの S 氏は、 いるのか？
＜執筆：チーム N（男子）＞
接眼部とファインダーを鏡筒の 180 度反対側
に移設した特注のドブソニアンをお持ちだと
か。 な
に げ

イベント案内

に、 達
人！
しか
し、 あ
る と
き、 私
を元気
づける記事に出くわした。日本で売っている仕
様の接眼部・ファインダー配置のニュートン式
は、世界的にはむしろ少数派だという。某ト
レーディングのなぜかノウトリアスな社長さ
んは、かつて、イタリア製だかドイツ製だかの
ドブソニアンを日本に輸入・販売するにあたっ
て、接眼部・ファインダーの 180 度付け替え
をメーカーに要求したという。欧米というか、

公開観望会「太陽観望会」

（人と科学の未来館サイピア・岡山市北区）
2018 年２月 23 日（土） 午前 10 時から
催行状況は、OAC ホームページにてご確認下
さい。
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発行日：平成 30 年 12 月 28 日
次号発行予定：平成 31 年 3 月
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編集後記
今年は大きな天文現象はいまいち見えず、日本
全国では「災」が発生しました。来年は年初の
日食以外あまりトピックがない年のようです
が、楽しく星が見える穏やかな一年になってほ
しいと思います。

