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よみもの
で加熱するもので、ヒーター部はカメラや望
遠鏡に巻きやすいように、ベルト状になって

第 15 回
初歩のアストロ電子工作 第１５回は、天
文工作の定番である「夜露防止ヒーター」を
作ってみます。
今は秋口ですが、これから冬にかけて天体
観測してると、カメラのレンズは望遠鏡のレ
ンズが曇ることがありますよね。観望地がコ
ンクリート敷きなら、湿気もあまり上がって
こないのですが、地面が未舗装の場所だと、
まあ望遠鏡のレンズが曇ること曇ること・・・
昨今は、未舗装の場所で観望というのもあ
まりすることはないかも知れませんが、それ
でも冬場は、レンズに「夜露防止ヒーター」
をつけておかないと、せっかくの撮影中にレ
ンズが曇って、撮影が台無しになります。今
回はこうした被害を未然防止するための、カ
メラレンズや望遠鏡レンズにつけるヒーター
を製作していきます。

１．理論編

「夜露防止ヒーター」の構造は簡単です。

ヒーターとなるニクロム線に、電源をつない

います。
この写真は、ヒーターコントローラーで有
名な KENDRICK 社のものですが、昔はこんな
感じで、電源に 12V のカーバッテリー等を
使って、ヒーターに加える電圧はコントロー
ラーで可変できるようにして、ヒーター出力
を制御できるものが多かったものです。12V
の電圧があれば、ヒーターを高出力にすれば
割と短時間で結露をとることができ、霜が付
いてない状態ならヒーター出力を落として、
バッテリーの消耗を抑えて…ということがで
きました。
しかし、昨今は、電源として USB モバイル
バッテリー等が普及してきたので、夜露防止
ヒーターも、モバイルバッテリーの 5V 電源
出力を使うものが増えてきました。出力電圧
が 5V なのでヒーター出力制御はできないの
ですが、USB モバイルバッテリーは小型で安
価なので、コンパクトなシステムが組めるの
がメリットです。
こうした USB モバイルバッテリー直結型の
ヒーターは、インターネットで自作記事も多
いのですが、今回はそうした記事も参考に、
自分のカメラや望遠鏡にぴったり合ったヒー
ターを製作する方法を説明したいと思います。

ヒーターの製作には、はじめに考えねばなら
ない要素がいくつかあり、特に、ヒーターに使

消費電力（発熱量）となっています。発熱量
何 W のものを作るかは自由に決められるので

うニクロム線の選定は特に重要で、基本的には
以下のように検討していきます。

すが、今回はとりあえず自作例でもよくみかけ
る 2(W) としてみましょう。

【ヒーターの大きさや、ヒーターに使うニ
クロム線の選定方法】
（１） 取り付けたいレンズの大きさを測り、
必要なヒーターの長さを決める。
まずはじめに、ヒーターを取り付けたいレン
ズの大きさを測ります。
たとえば、カメラレンズでしたら、以下のよ
うに取り付けたい場所のレンズの直径を測りま
す。
私のカメラでしたら、以下のようにレンズの
直径は約 68.5mm でした。

必要な発熱量をいくらにするかを決めたら、
以下の式で、必要なニクロム線の抵抗値を算出
していきます。

●ヒーター抵抗 ( Ω )
＝ （電源電圧 (V) ２）／ 発熱量 (W)
たとえば、先のカメラレンズヒーターの場合
は、発熱量を 2(W)、電源電圧を 5(V) とします
ので、必要なヒーター抵抗は
ヒーターはレンズの周りに巻きますから、 ヒーター抵抗（Ω）= (5 × 5) ／ 2 ＝ 12.5 Ω
ヒーターの１周の長さは、直径×円周率（3.1415 となります。
…）なので、約 215mm となります。
そして、このヒーター抵抗値 12.5 Ωは、長さ
ニクロム線の長さは１周分の 217mm しても
良いですし、レンズ周りに２周くらい巻くとし 430mm のヒーターとしたときに必要な抵抗値
ですので、これが、1m のニクロム線だと、
て、２倍の 430mm としても良いでしょう。
ここでは、ヒーターをレンズに２周巻くとし

12.5 × (1000/430) = 29.06 Ωになります。

て、430mm のヒータ長とすることとします。
（２） 必要な発熱量を求め、最適な太さのニ
クロム線を選ぶ。
では次に、
必要な発熱量を求めます。インター
ネットの自作記事を参考にすると、だいたいカ
メラレンズの場合は 2(W)（W は「ワット」と
いう発熱量の単位です。）程度で作られている
ものが多いですね。
メーカー製のビクセン 360III は、約 3(W) の

ニクロム線の 1m 当たりの抵抗値は、ニクロ
ム線の太さによって決まっていて、よく使われ
るものでしたら次頁のような表になります。

う。
私の望遠鏡の場合は、レンズセルの直径は、
以下のように 171mm でした。ですので、ヒー
ター１周の長さは、約 537mm になります。レ
ンズをセルに２周巻くとしたら、必要なヒー
ター長さは約 1074mm となります。

この図からわかるように、今回のカメラレンズ
用ヒーター（1m 長なら 29.09 Ω）なら、もっ
とも近い抵抗値のニクロム線は、直径 0.23mm
になります。ですので、直径 0.23mm のニク
ロム線が手に入ればそれを購入します。が、直
径 0.23mm のニクロム線がなかなか売ってお
らず、よく売ってるのが 0.2mm か、0.25mm
だったりします。
どちらのサイズを選ぶか悩ましいのですが、

では次に、発熱量を決めますが、レンズセル
の場合は、
カメラレンズよりは大きいですから、
必要な発熱量は 2W では足らないと思いますの
で、発熱量を 5(W) として考えてみます。
この発熱量をいくらにするかは悩ましく、私
の望遠鏡の場合は、レンズ径が 15cm と大き
いので 5(W) としましたが、もう少し小さな
10cm 径のレンズだと、4(W) 程度でも良いか
も知れません。
こういう時は、以下のような考え方で選びます。
このあたりは最終的には、一度作ってみて、
●ニクロム線の直径が大きくなると、抵抗値が 発熱量が足りなければ、設計をやり直して再度
下がり、発熱量が増える。
製作することになります。
●逆に、ニクロム線の直径が小さくなると、抵
続いて、ニクロム線の抵抗値を決めていきま
抗値は上がり、発熱量が減る。
す。電源電圧はやはりモバイルバッテリー (5V)
つまり、0.2mm を選ぶと、2W よりも発熱量
が減る方向で、0.25mm を選ぶと 2(W) よりも
発熱量は増える方向になります。
発熱量がどれくらい必要かは悩ましいのです
が、ここでは、メーカー製のヒーターは 3(W)
のものもあることから、2(W) より下がると発
熱量が不足するかと思いますので、0.25mm 直
径のニクロム線を選ぶことにします。
（３）もうひとつの設計例
もうひとつの設計例として、望遠鏡のレンズ
セルやフードに巻くヒーターも考えてみましょ

を用いるとすれば
ヒーター抵抗（Ω）= (5 × 5) ／ 5

＝5Ω

となり、これが 1074mm の長さの抵抗値に
なるわけですから、1m 長さでは
1m 長 さ の 抵 抗 = 5.0 Ω × 1000(mm) ／
1074(mm) ＝ 4.65 Ω／ m
のニクロム線が必要になります。
これにもっとも近いのは、直径 0.55mm の
ニクロム線ですが、これまた 0.55mm という
のは売ってるお店が少なく、よく売られてるの
は 0.5mm か 0.6mm です。どちらを選ぶかで
すが、私は夜露がびっしりつく場所で使うこと

もあるので、ここは 0.6mm を購入することに
しました。

２．製作編

では先ほど設計したヒーターを製作してい
きます。以下ではカメラレンズヒーターの製
作例を示します。
はじめに、設計したサイズのニクロム線（直
径 0.25 ｍｍ）と、ニクロム線の絶縁のために
被せる熱収縮チューブを購入します。
熱収縮チューブというのは、ライターの火
等の熱であぶると、直径が小さくなって収縮
するチューブです。熱収縮チューブはいろい
ろなサイズがあるのですが、今回は、ニクロ
ム線が 0.25mm と細いので、熱収縮チューブ
も直径 0.6mm という極細の熱収縮チューブを
購入しました。

次に、ニクロム線の端子部に、USB ケーブ
ルを接続します。USB ケーブルはたとえば以
下のような充電ケーブルを使用します。
ここで大事な点ですが、USB ケーブルを選
ぶには、「なるべく大電流の流せるケーブルを
選ぶ」ことが重要です。というのも、大電流

次に、ニクロム線を、設計した長さである
430 ｍｍ（コードとの接続部分もあるので、
少し長めの 450mm くらいでカットしても良
いです）にカットして、ニクロム線に熱収縮
チューブをかぶせて、熱で収縮させます。こ
こでは、ライターの炎のかわりに、ハンダゴ
テを使いました。

が流せないケーブル（＝細いケーブルで、ケー
ブルの抵抗値が大きい）だと、ヒーターにで電
流を流した時に、USB ケーブルで電圧が落ちて
しまい、ヒーターに十分な電力が供給されなく
なるためです。
私の買ったものは百均ショップで買ったの
ですが、3(A) の電流を流せると書いています。
まあ、本当に 3(A) 流せるかは怪しいものがあ
るのですが、いずれにしろ購入する際には、必
ずこの写真のような「●● A とか記載してい
る大電流を流せるケーブル（最低でも 2A 以上
くらいのもの）」を購入するようにしましょう。
そして、USB ケーブルのコネクタ部分をカッ
トして、ケーブルの端子を取り出します。
だいたいのケーブルは、以下の写真のように、
赤／黒／白／緑の４色の線があるはずです。こ
のうち、
「赤が＋ 5V」「黒が GND (0V)」になり
ますので、この 2 つの線をニクロム線につな
いで、白と緑は使用しないでおき

ニクロム線と、USB ケーブルの接続は、以下
のようなスリーブ型の圧着端子を用いて行いま
す。
これは、ニクロム線はハンダ付けができないの
で、このような方法をとります。

最後に、接続した端子部分は、ビニールテー
プを巻く等して保護して、ヒーターをカメラレ
ンズに巻きます。巻いたヒーターは、ほどけな
いように、
ビニールテープ等で巻けば完成です。
完成したら、USB ケーブルをモバイルバッテ
リーに差してみましょう。ヒーターがほんのり
と温かくなるのがわかるでしょう。

３．おわりに

どうですか？モバイルバッテリーで使用でき
る夜露防止ヒーターが完成しました。今はまだ
秋口ですが、天体写真を撮られる方は、これか

いので、よろしければぜひ１台作ってみてくだ
さい。
最後に、今回購入した部品の購入先を挙げてお
きます。

らの季節に備えて、自分の機材用に１台作成し
ておくと安心です。
【ニクロム線、熱収縮チューブ等の購入先】
夜露防止ヒーターの効果は、実際には野外で ● 共 立 エ レ シ ョ ッ プ （0.2mm ／ 0.32mm 等
撮影しながら確かめることになりますが、もし のニクロム線や、φ 1mm 以上の直径の熱収縮
製作したヒーターの発熱量が足りずに、夜露が
取り切れない時は、ニクロム線の直径を一段太
くして（ニクロム線の抵抗値が下がる、発熱量

チューブが購入可能）
https://eleshop.jp
●ソウテン （0.25mm ／ 0.3mm 等の少し変

が増える）対応しましょう。また逆に、発熱し
すぎてバッテリーの消耗が激しいという時に

わったサイズのニクロム線や、φ 0.6mm の極
細サイズの熱収縮チューブが購入可能）

は、ニクロム線の直径を一段細くする ( ニクロ
ム線の抵抗値が上がり、発熱量が減る ) ことで

https://store.shopping.yahoo.co.jp/soten/
●札幌貿易 （φ 0.6mm の極細サイズの熱収

対応できます。「理論編」に書いたような設計
をすれば、自分の機材にぴったりな夜露防止
ヒーターを製作することができて、簡単に製作

縮チューブが購入可能）
https://www.rakuten.co. jp/sapp oro boueki/

できますし、部品代もそれほど高いものではな

執筆：ｈａｗｋ

番外編～神に逆らった人々 後編
さて今回は罰当たりの中でも選りすぐりの三人
をご紹介します。彼等は「神様など何するものぞ」
と言わんばかりのキングオブ罰当たりの三巨頭と
言えるでしょう。この三人はやり過ぎたせいで地
獄での刑罰が名所扱いされるに至っているという
筋金入りの連中です。
まずはコリントスのシーシュポス王。彼は古代
ギリシャにおける名門中の名門アイオロスの子。
アトラスの娘メローペ（プレアデス星団の中のあ
の星の名前にもなってますね）を娶り、一子グラ
ウコスを儲けます。
このシーシュポスは知恵者として有名で、お使
い神・ヘルメスの息子アウトリュコスとのバトル
で知られていました。
アウトリュコスは父であるヘルメスから牛の姿
を自由に変える術を教わっていました。それを悪
用してギリシャ中から牛を盗んでは模様や角の有
無を変えて自分の物にしていました。神様の息子
にしては小悪党ですね。
とにかく盗まれたと言っても姿かたちが違うの
で証拠も無くなってしまうのです。そしてとうと
うシーシュポスの牛まで盗むに至りました。幾ら
神様の息子とはいえ王様の物を盗むとはやり過ぎ
です。一計を案じたシーシュポスは牛の蹄の間に
「アウトリュコスが盗んだ」と刻んだ鉛の板を挟
み込み、その牛が盗まれてからアウトリュコスを
訪ね、「ほれ見てみぃ、これが証拠や！」と突き
付けて凹ませ、互いの実力を認め合い親友の契り
を交わしたといわれています。
ここまでなら「河原でバトって認め合うヤン
キー」のような展開で済んだのですが、もしかす
るとこれがきっかけで神様を甘く見る事になった
のかもしれません。
ここからシーシュポスのやらかしが始まりま
す。この内容が幾つも伝わっている上に時系列も
バラバラなのですが、なんとかまとめてみます。
まずゼウスが河の神アーソーポスの娘アイギー
ナをかどわかした時。娘を探すアーソーポスに
「ワシ見たんや！ ゼウス様が攫って行ったんや
で！」とチクったのです。つまりゼウス様の「一
時の恋」を潰してしまったが為に怒りを買って早
い死を迎えてしまったのです。
その為か死にざまさえも「特別扱い」でした。
本来なら死者の魂をハーデスのもとに案内するの

はヘルメスの仕事ですが、格下のタナトスに行か
せたのです。ここで素直に死んでおけば彼も有名
にはならなかった事でしょう。
シーシュポスはタナトスを口先三寸で騙し、鉄
の鎖で縛り上げて押し込んでしまい蘇ったので
す。タナトスはヘルメスに助けてもらい、ほうほ
うの態で逃げてしまいます。情けない神様ですね
……。
しかしタナトスは再度彼の元を訪れます。ゼウ
スの命令では仕方ありません。胃が痛くなってい
たかもしれませんが。とにかく用心して赴いたタ
ナトス。が、シーシュポスは別の手を打っていま
した。妻に命じて本来行うべきだった葬式も行わ
ず、お決まりのお供えもさせなかったのです。
その上でハーデスとその妻ペルセポネーに訴え
たのです。弁舌も爽やかに。
「ワシがここに来たんは何かの間違いや！ ホン
マに死んだなら葬式くらい出すやろ！ つーかど
ないなっとんねん！」
「ホンマに寿命？ なら妻に言うてちゃんと葬式
出すわ！ その間だけ帰らせてんか！」
こんな言い訳を信じる方がどうかしてますが、
ペルセポネーは信じてしまったのです。お嬢様育
ちだからでしょうか。
こうして再び蘇ったシーシュポス。当然の様に
現世に留まり続けます。こんな奴が約束を守るわ
けもありませんね。
こうして高齢に達した彼は三度目の死を迎えま
す。厳戒態勢の中でハーデスの前に引っ立てられ
た彼に用意されていたのは地獄のスペシャルメ
ニュー。それは巨大な岩と急峻な山のセット。こ
こでシーシュポスは岩を頂上まで押し上げ（或い
は担いで登り）
、転がり落ちた岩をまた押し上げ
る――を永遠に繰り返すのです。
お次はテッサリアのイクシオーン王。テッサリ
アの王様は前回も出ましたね。エリュシクトーン
王が。テッサリアはバカな王様が出やすい土地柄
なんでしょうか。
さてこの人は求婚する時に「山ほどの贈り物を
するから」という条件で相手方の父親の許しを得
ました。
が。華燭の典の後、その父を炭火で一杯にした
穴に突き落としてＳＡＴＳＵＧＡＩするのです。
いきなりキツイ展開ですね……。
誓約に背くわ義父ＳＡＴＳＵＧＡＩだわで誰一
人として彼と付き合う者も罪を浄めてやろうやろ
うという者も現れません。当たり前ですね。こん
な奴と付き合っていたら命が幾つあっても足りま
せん。そんな中、ゼウスだけが彼の罪を浄めてや
り、咎から来る乱心も癒してやるのです。
おお、たまにはいい事もしますねゼウス。
ところがこのイクシオーン王の忘恩ぶりは筋金

入り。ゼウスに感謝するどころかゼウスの妃であ
るヘラ様に懸想し、その寵愛が自分の上にあるな
どと言いふらして歩くのです。
別の伝ではゼウスを所謂「寝取られ男」にして
やろうとヘラの誘拐を企んだとされていますが、
さすがにこれは無謀極まりない展開です。少々苦
しいバージョンですね。
とにかくここまで悪意を持ってやらかす奴も珍
しいくらいです。当然ながらゼウスはお見通し。
手の込んだ仕返しというか天罰を用意します。
雲を集めて低次元の魂を吹き込んでネペレーと
いう女性を作り上げました。姿かたちはヘラ様
そっくり。そうとは知らぬイクシオーン王はこの
ネペレーを攫って行くのです。或いはゼウスが与
えたとされています。後者の方が自然な展開で
しょうか。
イクシオーン王はネペレーを相手に思いを遂げ
ます。これで生まれたのがケンタウロイ。彼等が
神々を敬わず礼儀を弁えないのは父親の血のせい
だとされています。
一方イクシオーン王はこの後ゼウスが放った雷
撃に打たれて敢え無く昇天します。無論これだけ
で終わる筈も無く、ゼウスがハーデスに命じて用
意させたスペシャルメニューを味わう事になりま
す。
それは燃え盛る巨大な回転車。イクシオーン王
はこれに縛り付けられ、ぐるぐると回されながら
鬼達に鞭打たれ続けるのです。永遠に……。
さて、いよいよ真打登場です。これまで登場し
た連中も大概ですが、このタンタロスこそが番外
編のラストを締めくくるに相応しいクズ中のクズ
なのです。
この男はトロイア戦争のアガメムノーン王の祖
先とも言われる人物で、ゼウスの息子とも言われ
ています。その為か人間の身でありながら神々の
仲間入りを許されていました。
と言っても別に 不 老 不 死 と い う 訳 で は なく、
神々の宴席に出られるというくらいのものだった
ようです。それでも十分過ぎる程の扱いですね。
その特別待遇に驕ったのか、或いは元々性格が
悪かったのか、神々の飲み物ネクタルや神々の食
べ物アンブロシアを盗み出して人間界で売り飛ば
していました。無茶しますね。またオリュンポス
の宴席で聞いた神々の秘密や噂話にある事ない事
を尾鰭をつけて触れ回り騒ぎを拡大させていきま
した。
彼の目的はただ一つ。ありとあらゆる手段で父
親ゼウスを困らせ怒らせる事でした。彼はそれこ
そが自分の務めだと信じていたのです。
何でそうなるのか訳が分かりませんね。不良息
子なんてレベルじゃありません。

そしてタンタロスは遂にとんでもない事をやら
かします。自分の息子ペプロスをＳＡＴＳＵＧＡ
Ｉし、その肉で料理を作り神々に供え食べさせよ
うとしたのです。
そこまでしますかね……そんな事するのは中国
だけです。いや中国でも酷い行いとして記録され
るレベルです。
神々は流石に見抜いて手をつけませんでした。
ただ豊穣の女神デメテールだけはハーデスに攫わ
れた娘ペルセポネーの事で心を痛めている真っ最
中だったので一口だけ食べてしまいました。ああ、
なんて事に……。
ここに至ってゼウスも激怒。この極道息子を地
獄（タルタロス）に追放します。タンタロスはす
でにアンブロシアやネクタルを食べていたので不
死になっていたのでゼウスと言えどもＳＡＴＵＧ
ＡＩはできないのです。
とはいえ永遠の罰は逃れられません。まずタン
タロスは水も食べ物も与えられず、飢えと渇きが
極限になるまで放置されました。次に綺麗な川の
中に顎まで浸されます。水を飲もうとするとあっ
という間に水が引いてしまい飲めません。頭上に
は枝もたわわに果実が実っていますが取ろうとす
れば遠のいて取れなくなってしまうのです。極限
まで欲しいものが目の前にありなが絶対に手に入
らない……キツイですね。残念ながら当然の報い
ですが。
ちなみに罪もない息子ペプロスは神々の力で生
前以上の美少年として蘇ります。ただ、デメテー
ルが食べてしまった肩の一部だけは無理なので黄
金で補修されたそうです。そのおかげがポセイド
ンの寵愛を受け、翼を持った馬二頭立ての馬車を
授かったとも言われています。

いかがだったでしょうか。ギリシャ神話はこん
な無茶な話が山ほどあります。後編の三人などは
ダンテの神曲をはじめ、様々な作品の中で地獄を
描写する際に季語や枕詞の如く出てきたりしま
す。
何かで見かけた際は「ああ、あの罰当たりか」
と気付いていただけたら、作品をより深く楽しめ
るのではないかと思います。名前が覚えにくいの
は仕方ありませんが……。
――完――
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〜カシオペア座の星々〜

いますが、今日は二等星の３つの星の名を見て
いきます。

▼星座
秋から冬にかけて北の空に「W」を描く星々を

α星にはシェダル（Schedar）という名が付い

見ることができます。
定番の星座のひとつ「カシオペア座」です。

ています。アラビア語由来で「胸」という意味。
ちょうどカシオペア王妃の胸の位置にあたるの

日本でも古来、その形から船のいかりを連想さ
せるとして「いかりぼし」と呼ばれ、一時は教

でしょう。

科書でもそのように記載されてたとされていま
す（野尻抱影著：日本星名辞典より）
秋に現れる星座はカシオペア座、アンドロメダ

β星の名はカフ（Caph）で、カシオペア王妃の
広げた手の形を表す星として、アラビア語由来
で「染めた手」という意味を持ちます。染めた

座、ペルセウス座、ペガスス座、くじら座など

というのはマニキュアのことと解されていま
す。

とともにギリシャ神話では一連の物語として語
られる壮大な物語の星空です。物語ではカシオ
ペア座は王妃であり、アンドロメダの母として
登場します。

γ星には IAU が認めた正式な名称は付いていま
せん。
「W」の真ん中で二等星、名前のないの
が不思議に思います。

▼星々
見つけやすいカシオペア座ですが、「W」を描 さて、最後に少し番外編。
く五つの星の中に一等星はなく、二等星が３ 「W」の外にある星に、三等星のη星（Achird）
つ、三等星が２つとなっています。二等星は、 があります。この星、小型の望遠鏡でも楽しむ
W では二つ目の「V」を描く三つの星々（α、β、 ことが出来るかわいい二重星です。また、カシ
γ）です。
オペア座は天の川を背景にしているため、双眼
カシオペア座には七つの星に正式名称が付いて 鏡や小型望遠鏡では、たくさんの散開星団や繊
細な星々に美しさ
を感じることがで
きる星座の一つで
す。
機会があればカシ
オペア座の散策を
秋の夜長にぜひど
うぞ。
執筆：Sirius

フィルム時代の流星撮影では、DPE に出して
上がってくるまで写っているかどうかわからな
い、ある意味ドキドキ感があったのですが、こ
の時ばかりはいくつ写っているのだろうと別の

第 15 回

しし座流星群

ドキドキ感がありました。この写真は南天のカ
ノープス周辺を撮ったのですが、露出 15 分く

前々回 1980 年ペルセ群の写真をご紹介し
たばかりですが、今回の写真は自分の写真の

らいの間に 10 個以上の流れ星が写っています。
ちなみに撮ったフィルム全コマに流星が写って

中では比較的新しい（？）2001 年のしし座流
星群の写真です。

いたのは後にも先にもこの時だけです。
こんな一晩を経験して、流星は一生分見たの
でもう卒業！ということにはなっていなくて、

この頃からダストトレイル理論により流
星 群 の 予 報 精 度 が 上 が り、1998,99 年 よ り
2001 年はたくさん流れるといわれました。時
は一眼デジタル化前夜。フジ S2Pro を大枚は
たいて手に入れる前年の事でした。従って、
この時はフィルムにて撮影しました。
旧友 O さんや友人 A さん・自分の従弟など
何人かで邑久町いこい
の村まで見に行きまし

今もふたご群やペルセウス群など流星群を見に
行ってます。ただ、しし群の大出現は当分無く
て 2001 年並みの出現は 2094 年までお預けだ
そうです。それはともかく、難しいかもしれま
せんが、流星雨、もう一度が見てみたいですね。
執筆：T#

た。しし座が上がる夜
半前に市内を出発した
のですが、行きがけの
車内で立て続けに数個
流れた長経路の火球を
見て、来る流星雨に期
待をしたのを覚えてい
ます。到着してしし座
が上ってくると同時に
流星が飛びはじめ、夜
半を過ぎて午前になる
とさらにペースアップ。
まさに流星雨とはこの
ことか、
と感じました。ちなみに、友人より「こ
んな沢山飛ぶんならここまでくる必要無かっ
たのでは」とツッコミが。最後の頃は帰りた
いので飛ぶのやめてと不遜な願いをしたり。
写真も撮っていたのですが、流星出現が増え
た頃からシャッターを切るのがおざなりにな
り、思い出したように写真を撮る感じでした。

イベント案内
※新型コロナウイルス感染防止の観点から当
面の間公開観望会開催を見合わせております。
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編集後記
いまだやまぬコロナ禍。観望会もずっと中止
になったままです。コロナの
早期の終息は難しいようです
が、秋から冬になっても何と
か手だてを見つけて折り合い
をつけて空を眺めたり交流し
ていきたいものです。

