■活動状況報告
活動
▼定例観望会
今年５月～７月までに予定していた定
例観望会については次のとおり。期間４
回予定の内、唯一開催できたのはゴー
ルデンウィーク中に開催した観望会のみ
でした。この日は一般の方も多数お出で
で盛会でした。
・2009/05/02
場所：岡山市東区瀬戸町宗堂
参加：会員 9 名、一般 22 名の計 31 名

▼会員数
2009/07 末時点の会員数は、正会員 8
名、準会員 10 名の合計 18 名で、昨年
10 月のホームページ開設以降初めて 3 ヶ
月連続して会員登録がありませんでした。

【視界：○】
東側に少し低い山がある。また、南側に
は駐車場脇の木々があり、駐車場北側に
陣取ることで高度 20 度以上程度であれ
ばそれなりの視界は確保できる。
西は写真のとおり比較的開けており、
視界の問題はあまりない。

■観望地情報

【駐車台数：◎】
特に駐車枠が書かれているわけではな
いが、南北両側（写真の左右）を使ってう
まく駐めれば４０台くらいは十分駐車でき
るスペースはある。

▼吉備中央町 21 世紀の森
岡山県吉備中央町にある広大な吉備
高原都市に隣接するとても静かな場所が
21 世紀の森である。近くには鳴滝ダムが
あり、夜間はほぼ車両の通行のない道路
沿いに、この施設の第一駐車場があり、
ここが今回紹介する観望地である。
この観望地は、これまでも何度か観望
会場として利用しており、広さ的には全く
問題はない場所である。

【アクセス：○】
岡山市内からは 1 時間弱必要であるが、
吉備新線を使えば快走できるので、非常
に楽である。また岡山市西部や倉敷・総
社方面からのアクセスも良く、交通面から
言うとポジション的に比較的良い場所で
あると言える。

▲雲天の中での 5/2 観望会の様子

【トイレ：○】
簡易型の水洗トイレが駐車場脇に完備
されている。
夜間、照明は点灯していない。

・2009/05/30 天候不順により中止
・2009/06/27 天候不順により中止
・2009/07/25 天候不順により中止

【座標：WGS84】
北緯 34 度 49 分 42 秒
東経 133 度 45 分 57 秒

その他の報告
過去 3 ヶ月（2009/05～2009/07）の件数
等の報告
▼ホームページ
・サイト全体の Page View
12378 PV
（各月内訳）
・2009/05 5382 PV
・2009/06 3808 PV
・2009/07 3188 PV
▼問い合わせ・入会等
・3 件 ※HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・457 件

現地へは岡山市内から岡山空港へ向
かう吉備新線をひたすら走り、吉備高原
都市に入って最初の信号をさらに直進し
て数百メートル先を右に入ると容易にた
どり着くことができる。※右に曲がるポイン
トは岡山向け上り道路沿いに数台の自動
販売機が並んでいる脇を入る。
【星空：○】
南東側～南にかけて市街地の光害が
ある。北・東・西・天頂付近はなかなかよ
い。ただ、季節によっては霧や湿気がくる
ことが多いのが難。
これらの条件次第だが、夏の天の川な
どは十分に見ることができる。

近々の観望会等予定日
８月２２日（土） 定例観望会
赤磐市是里
月齢 2.1 19:29 入
９月２６日（土） 定例観望会
瀬戸町宗堂
月齢 7.7 22:55 入
１０月１１日（日） 合宿観望会
アストロコテージガリレオ
１０月１７日（土） 定例観望会
瀬戸町宗堂
月齢 0.0 16:25 入
１１月２１日（土） 定例観望会
瀬戸町宗堂
月齢 4.7 20:28 入

■連載記事
季節の星空
第４回 「秋の星空」
日食フィーバー(死語？）に沸き、天候
不順ににたたられ晴れ間そのものが少な
かった夏も過ぎ、朝晩に涼しさを感じ始
める頃、夜空では華々しい夏の星座が西
に傾いて落ち着いた光を放つ秋の星座
が東の空に登場してきます。今回はこの
秋の星空と見ものをご案内します。
華やかな夏の空に比べ、秋の空には一
等星が一つしかありません。「南の一つ
星」みなみのうお座フォーマルハウトです。
その落ち着いた白い光が秋の空によく似
合うとは思いませんか？名前の意味はア
ラビア語で『魚の口』とそのままです。
フォーマルハウトから真上の空を見上
げると、二等星４コでかたちづくられるペ
ガスス座の四辺形を見つけることができ
ると思います。この四角形は天馬ペガサ
スの胴体に当たり、正確にはペガスス座
の星は三つで東北角の二等星はアンド
ロメダ座のアルファ星です。この四辺形
は秋の星座を見つける目印になります。
南北の辺をのばしていけば北極星、南に
のばせばフォーマルハウトとくじら座 β デ
ネブカイトス、東へは四辺形の東北の星
から 2 等星 3 つで作られるアンドロメダ座

があり、アンドロメダ座と北極星との間に
は秋の代表的な星座カシオペア座が、ま
た暗い星々がＶ字をえがくうお座を通っ
てすばるに至ります。西へはペガススの
頭と足が天の川に向かって伸び、ペガス
スの鼻先にこうま座が小さくまとまってい
ます。
秋の星座はアンドロメダ座、カシオペア
座、ペルセウス座などエチオピア王家関
係の星座が数多くあります。また、やぎ座、
みずがめ座、うお座など水にまつわる星
座もたくさんあります。神話を読んでこれ
らの星座に思いをはせるのも興味深いで
しょう。

ろでは肉眼でも見えるほど明るく、その細
長いぼんやりとした姿を見ることが出来る
でしょう。双眼鏡や望遠鏡で見るとアンド
ロメダ大星雲のそばに小さな星雲二つが
くっついているのが見えてさらに興味深
いと思います。また、アンドロメダ大星雲
の近くにはメシエ 33 という星雲もあります。
こちらは双眼鏡以上でなくては見ることが
出来ません。アンドロメダ大星雲が横向き
の姿を見せているのに対し、こちらは正
面からの姿を見せています。機会があれ
ば大きな望遠鏡でのぞいてみるとよいで
しょう。

まずはなんと言ってもアンドロメダ座の
アンドロメダ大星雲でしょう。

今度はアンドロメダ座の γ 星アルマクに
望遠鏡を向けてみましょう。この星は青色
と金色の秋のイチオシ二重星です。望遠
鏡の対象ではありますが、秋のアルビレ
オとでも言うような色の対比がキレイな二
重星です。

この星雲は我々の銀河系から 250 万光
年離れた隣の銀河系です。空のよいとこ

北隣のペルセウス座に目を向けると、
秋の天の川が濃くなったようなところにペ
ルセウス座の二重星団があります。これ
は５０００光年離れた実際に二つがくっつ
いている散開星団です。肉眼でも星のよ
うに見え、そのためｈ（えいち）χ（かい）と
いう学名をつけられているので別名エイ
チカイともいわれています。双眼鏡で見
ると星々の集団というのが分かりだし、望
遠鏡で見ると視野一杯にたくさんの星々
が瞬いてとてもきれいな光景を見ることが

大まかに秋の星座を紹介したところで
秋の見所をたどってみましょう。

さて、長々と続けてきましたがいかがでし
たか。秋の空は夏や冬の空ほどスター級
の星座はありませんが、味わい深い星座
や天体がそこここに散らばっています。
星座のロマンを追うのもよし、星雲星団を
見るのもよし、空気も澄んで来るこの秋、
ちょっとお出かけして夜空を見上げてみ
てはいかがでしょうか。
それでは今宵の空でお会いしましょう。
（執筆：T#）

※本記事中の写真は執筆者が撮影したもの
です。なお、掲載の都合上一部にトリミングな
ど単純な加工をさせていただいています。

▲ペルセウス座の二重星団 ｈ χ

出来るでしょう。この星団はどの大きさの
望遠鏡で見ても見栄えがしますので機会
があったら是非一度見られてはいかがで
しょうか。ペルセウス座やカシオペア座は
秋の天の川の中にありますので双眼鏡
や望遠鏡で見ると星団があちこちにあっ
てきれいです。
ところで、惑星の中で地球より外側に位
置する惑星を外惑星と呼びますが、この
秋には木星、天王星、海王星が見やすく
なっています。木星と海王星はやぎ座、
天王星はうお座に位置し、木星は肉眼で、
天王・海王星は６等星と８等星なので双
眼鏡で見ることができます。
望遠鏡では木星の２本の縞や四大衛
星や、天王星や海王星が恒星と違って
天王星はほぼ白色、海王星は少し青い
色の恒星と違った少し大きさを持った星
というのがわかるはずです。星図を頼りに
探してみるのも面白いかもしれません。な
お、火星は明け方で来年の小接近に向
けて明るくなりつつあり、土星は太陽の近
くですが、年に一度の環消失を起こした
直後で、１０月中旬の明け方糸のように
細い環を見ることができるでしょう。
また、１０月３日は中秋の名月です。こ
れは旧暦８月１５日の月を鑑賞する風習
から来ているものといわれ、秋の収穫物
を供える習慣だったものが団子をお供え
するようになったといわれています。十五
夜といっても満月では無いことが多いの
ですが、ふだん星を見る邪魔者扱いの月
ですが、この日はゆっくり鑑賞してみては
いかがでしょう。

「天高く馬肥ゆる秋」の言葉どおり、秋
は空の透明度も上がり澄んだ星空を見る
ことが出来ます。夏の空には及びません
が、流れ星も見やすい時期です。オリオ
ン群やおうし群などの流星群も活動して
いるのいくらかは見ることが出来るでしょう。
今回は久しぶりに見ることが出来るかもし
れない獅子座流星群をご紹介しましょう。
この流星群は、昔から約 33 年に一度
活発に流れることが知られており、前世
紀には、1930～32 年、1966 年の頃にそ
れぞれ活発な活動が記録されており、21
世紀になったばかりの 2001 年にも大出
現した事は記憶に新しいところです。
さて、今年も 2001 年ほどではありませ
んが 11 月 18 日の未明にある程度（一説
には一時間 100 個程度）出現する予測
がなされています。しし座は夜半頃上っ
てくるのでそれ以降見上げていればしし
座流星群を見ることが出来るでしょう。た
だし、流星の出現数は必ずこの数が流れ
るというものではありませんので念のため。

岡山アストロクラブでは、一緒に活動
してくださる方を随時募集しています。
毎月行う定例観望会（一般参加あり）
のほか、天気のよい日などには観望・
撮影のために月に数回程度集まって
楽しくやっています。
これから機材を購入して天体の趣味
を始めようとお考えの方や他のメンバー
との交流をもってドンドンやりたい方な
ど、大歓迎です。
会員登録のお申し込みは以下のイン
ターネットのホームページでのみ受付
しておりますので、アクセスの上、入
会手続きを行ってください。

http://oac.d2.r-cms.jp/

うんちくあれこれ
第４回 ～現代の浦島太郎考～

ここに一冊の本があります。今から約 30
年余前に出版されたこの本は，当時の天
文ファンの間ではバイブル的な存在であ
りました。(少なくとも私はそう思っていまし
た。)
「星雲・星団ガイドブック」(誠文堂新光社
発行)
この本には，天文ファン憧れの星雲や
星団の写真が掲載されており，当時の写
真撮影の最先端の技術が駆使されてい
ました。なかでも，反射望遠鏡の直焦点
で撮影された M31 や M42 の写真を憧れ
をもって眺めていたものでした。古田俊
正氏が反射直焦点 12cmF5.8 mm を決し
て大きくない赤道儀に載せて，手動ガイ
ドでの撮影。さらに相反則不規だったと
記憶していますが，銀塩フィルムの弱点
である長時間露出による感度低下を最小
限に防ぐためのドライアイス冷却装置(今
も CCD は冷却が効果的というのは時代
を超えた一致でしょうか・・)等，当時の最
先端の技術でした。

▲12cmF5.6 反射直焦点
露出 10 分 古田俊正氏撮影

12cmF5.6 反射直焦点
露出 10 分 古田俊正氏撮影

▲M51 りょうけん座の子持ち銀河
20cm1200mm 直焦点オートガイド

▲12cmF5.6 反射直焦点
露出 10 分 古田俊正氏撮影

古田氏をはじめ，当時のトップアマチュ
アの方々に敬意を表するとともに，今から
３０年後の浦島太郎は，どんな写真を撮っ
ているのだろうか，楽しみです。

当時，高校の地学部の部長だった私は，
この本を教科書にして 200mm の望遠レ
ンズを空のあちこちに向けて写真を写し
ていました。

※掲載のモノクロ写真は「星雲星団ガイドブッ

当時はまだまだモノクロフィルムが全盛
でした。カラーフィルムの性能が今一，価
格が高価，さらに自分で現像からプリント
までの一連の処理にはかなりの設備が必
要・・・等で，カラーフィルムの使用率はか
なり低かったのです。

会員紹介

コダックのトライ X で撮影し，パンドール
での増感現像。それも ASA3200～
ASA6400・・当時は ASA 表示）というかな
りの増感処理が一般的でした。そして，4
号，5 号というハイコントラストの印画紙へ
のプリントで，ガチガチの写真を作ってい
ました。
それから 30 年，現在の天文環境はまさ
に故郷に帰ってきた「浦島太郎」そのもの。
日本昔話であったら「・・・そして浦島太郎
は白い煙とともにおじいさんになってしま
いました・・・」
しかし，現在の浦島太郎はインターネット
という玉手箱を手に入れました。ガイドソ
フト，オートガイド，ダーク減算にコンポジッ
ト・・等，次々に検索しました。この 30 年
の技術の進歩には目を見張るものがあり
ます。30 年前には天文台でしか撮影で
きなかったような写真がアマチュアにも取
れるようになっています。

▲M17 オメガ星雲（白鳥星雲）
20cm1200mm 直焦点オートガイド

ク」誠文堂新光社刊から抜粋。カラー写真は
執筆者が撮影したもの。

（執筆：mizutani）

「Morte」
岡山アストロクラブ４人目の会員紹介は、
初代副会長という肩書きを貰ってます私
の番でした。今回からハンドルネームとい
う事で＜Morte＞とさせて頂きます。
私は１９６４年佐賀県生まれのオヤジで
す。大学進学で岡山に来て以来ですヵら
もうこちらでの生活の方が長いですね。
家族はというと、嫁・娘・ジジ・ババが各１
人づつの５人家族です。
この趣味を始めたのは一昨年の秋です
から、もうすぐ２年になりますね。
当時うちの可愛い娘（笑）が小学４年生
でして、小４といえば理科で星座を初め
て習う頃です。
その娘に星を見せたいと思い、近くの
天文台を調べてみると、自宅からそう遠く
ない所に竜天天文台というのがあるでは
ありませんか。そこでは月に一度、無料
で観望会と星空講座に行っているとの事。
これに行かない手はありません。何度か
通ってドームの大きな望遠鏡で色んな星
を見せてもらい、楽しい星座や神話、月
のクレーターの話など子供が飽きない様
ユーモアたっぷりの星空講座などなど。
気がつけばそこには子供以上にワクワク
しながら真剣に聞き入っている自分がい
ました。
そんなある日、娘はそこの売店で売って
いた星の手帳社の「１０分で完成！組み
立て望遠鏡」が欲しいみたいでした。しか
し、その頃は望遠鏡の良し悪しなど判る
はずもありません。値段が値段(1,580 円）
だし見た目がおもちゃっぽいから「どうせ
子供だましだろう」と高をくくり、もう少し調

べてみる事にしました。
「どーせならいい物をプレゼントしたい」
それからは娘と一緒に「自分達の望遠
鏡」で星を見る事を夢見ながらインターネッ
トで望遠鏡について調べる毎日。見る事
聞くことすべてが知らなかった事ばかりで
迷いは増すばかり・・・そんな中ある初心
者向けのショップに出会い、少しづつで
すがいろんな事が判ってきました。先に
見送った１０分望遠鏡がいいものである
事、よくネット上やホームセンターで見か
ける「倍率５００倍！」などと謳っている望
遠鏡のほとんどが粗悪品であるという事。
もうこの辺まで来るとすでに星の世界へ
片足を突っ込んでるのでしょうね。(笑）

話に思いを馳せるのもいいでしょう。楽し
み方も色々です。

生観を変えたいとは思わないが感動は大
好きだ。そうだ感動しに行こう。

ひとつ言えるのは、リアルにタイムトラベ
ルが出来るという事。星の光は長い時間
をかけてこの地球に届きます。

日本国内で見ることができるという事と
か、今世紀最大の皆既時間だという事も
きっかけの一つだったかもしれないけど、
ただ、感動的な光景、それだけを見に行
くために私の皆既日食はスタートした。

もし今夜晴れていたら夜空を見上げて
みてください。そこには数十年、数百年、
数万年もの過去が広がっているはずで
す。
私達と一緒に過去を覗いてみませんか？
岡山アストロクラブがそのお手伝いができ
ればと思っています。
（執筆：Morte）

そんな経緯を経て手元に届いた小さな
望遠鏡。その晩早速、娘と一緒に庭に出
てみました。ドキドキのファーストライトで
す。娘にいいところを見せようとあちこち
調べた木星の位置。なんだか良くみえま
せん。明るい星が見えるだけで写真で見
たような縞模様は分りませんでした。こん
なものかな？と思いながら次に月を見て
みると・・・
「うわ～！」 思わず声がでました。娘も
同様に声をだしてました。家族みんなで
代わる代わる月を見てその日は終了。月
は天文台でも見せて貰ってましたが「自
分の望遠鏡で自分で操作して覗く」って
いうのは格別な思いでした。ミイラ取りがミ
イラになった瞬間です。
しかし不思議なのは月はあれだけハッ
キリと見えたのに木星がただの光の点に
しか見えなかった事。翌日に判ったので
すが、やはり別の星を見てただけでした。
（笑）
当の木星はそのすぐ西の山かげに隠
れてしまっていたのでした。いかにも初心
者っぽい星空デビューでしょ？
それから早２年、ふとしたキッカケで知り
合った６人の星好き達と岡山アストロクラ
ブを作る事も出来ました。星空を見上げ
る度、望遠鏡を覗く度に今まで知らなかっ
た新しい発見や感動がありました。今で
はどうしてもっと早くこの世界に興味を持
てなかったのか後悔したりしますが、頼も
しいメンバー達に教わりながら少しづつ
精進しています。
こんな私ですが、メンバーの中でも一番
だと自負している事・・・ それは一人でも
多くの人達にこの星空を見上げてもらい
たいという＜気持ち＞
それこそ星の数ほどある中から自分の
お気に入りの宝石を見つけて覗くのも良
し。距離感が掴めないほどの宇宙のスケー
ルの大きさを感じたり、星座にまつわる神

▲流星群観望する Morte 氏とシャープでよく
見える望遠鏡初号機（編集人撮影）

■特別掲載記事
7 月 22 日、日本とその付近で見られた皆
既日食について、会員の方にレポートを
執筆いただいたので掲載します。

皆既日食レポート
皆既日食を見に行こう！
「皆既日食って凄いよ。実際に見た人の
多くは日食病と言われる病気にかかって、
１～２年ごとに世界のどこかで起こる皆既
日食を見に行きたくてしょうがなくなる。」
そんな話を聞いてみても、今ままでは
皆既日食の写真や記事などを天文雑誌
で見てもどこか遠い国の出来事としか考
えていなかった。皆既日食を見たら人生
観が変わるという様な話もどこか抽象的
過ぎていて、私の気持ちが熱を帯びる事
は無かった。
そんな私が今年の皆既日食を見に行こ
うと思ったのは、こんな話を聞いたから。
「皆既日食は凄いぞ。都会の刺激に慣れ
た現代人でも十分に感動できる。」
純粋に感動してみたいと思った。別に人

狭き門
さて、どこへ行けば皆既日食は見ること
ができるだろう。家族３人で出来るだけ安
く行ける方法をと検討し始めたのは今年
に入ってからだった。いろいろと調べた
結果、屋久島に行く事に決めて屋久島
へのフェリーを予約しようと思ったのだが、
これは抽選になるらしい。宿の予約とフェ
リーの予約を皆既日食屋久島町対策協
議会なるところで一括管理するという話だ
そうだ。
ところが、予約の混乱を防ぐために設け
られた皆既日食屋久島町対策協議会の
対応は酷いもので、様々な混乱を呼び起
こす。これには大いに不満をぶち上げた
いところだが、話の本筋から外れるのでこ
こでは省く。少なくとも今回の事で屋久島
という島に対する私の印象はぐっと悪くなっ
た。
とりあえず屋久島へのフェリーは 2 月の
始めに（抽選）予約をしたが、結果は落
選。
落選が決まった 4 月中頃から他の行き
先をいろいろと探したが、種子島や奄美
大島などことごとく空き無し。「日本国内
で見ることが出来る皆既日食」だったは
ずだが、それは思った以上に狭き門だっ
た。
中国へ
さて、国内での観測という狭き門をくぐり
抜けることが出来なかったため、自宅で
部分日食だけの観測をとも考えたが、か
なり昔に小学生だった頃見た部分日食
は、私の中に感動の記憶としては残って
いない。やっぱり目的は「感動」だよなぁ。
結局、行き先として選んだのは中国。
上海や、杭州、武漢、重慶などいろんな
場所へのツアーが有ったが、中でも私が
選んだのは湖州へのツアーで、太湖のほ
とりのひなびたリゾートホテルに宿泊し、
そのホテルの敷地内で観測するというも
の。
ホテル内での観測なので自分で自由に
撮影の開始・終了時間が決められる事や、
家族は暑ければ部屋に戻って休む事も
出来る事などが魅力だった。湖州は上海
や杭州ほど都会では無いため光害も少
なく、もしかしたら前日の夜に星の撮影も

出来るかもなんて欲も出て来て、結果的
にいろいろと機材を用意して出発する事
になった。

間帯になるとあたりが真っ暗になり、隣に
居る人の顔も見えなくなってくる。未体験
の出来事に大人も子供も大興奮だった。

上海から湖州へ

日食という天体ショーは私たちから隠れ
るように雲の上で繰り広げられていたが、
雲の下でもその異様さは体感出来た。

ツアーの初日は上海観光。到着して空
港を出ると同時に灼熱の太陽が降り注ぎ、
ツアーガイドのお兄さん曰く「今日は 40
度を超えて、観測史上最高の気温になり
ますね。」背中にジリジリと陽を浴びて、
滝のような汗をかきながら重い機材の入っ
たスーツケースをツアーバスに積む。「今
日と明日は記録的に暑いですが、明後
日には曇りか雨になって涼しくなりますか
ら安心してください。」おいおい！兄ちゃ
ん。それじゃこのツアーの意味が無い
よぉ。
格安ツアーに付きもののおみやげ物屋
を連れ回されつつ上海市内を観光し、２
日目に湖州へ移動。昼間はまだ日差し
が暑かったが、夕方湖州に着いたときに
は雲が厚く、遠くで雷鳴が響いていた。ツ
アー客同士で一杯飲みながら「明日は晴
れたら良いんだけどねぇ」と空を眺めて、
早めの就寝。
ちょっとだけ期待していた郊外での星見
も出来ずじまいだった。

▲ツアー中の綺麗な夕空（執筆者撮影）

見ることは出来なかったが
ついにその日はやってきた。朝 5 時過
ぎに目覚めた時にはシトシトと雨が降っ
ていたが、皆の祈りが通じて 9 時頃に雨
が止んだので、急いで部屋を出る。すで
に太陽は欠け始めている時間だ。

5 分 48 秒間の皆既時間も一瞬で終わっ
たように感じられ、徐々に空が明るくなっ
てきた。そして明るくなると同時に土砂降
りの雨が降り出した。まるで天体ショーの
終わりを待っていたかのようだった。
ツアーが終わって
当初の目的だった「感動的な景色」が
見られたかと言えばはっきり言って駄目
だった。持って行った撮影機材もほとん
どはそのまま持ち帰りで、成果は何も無
かった。荷物が重かっただけで、昔から
苦労はなかなか報われないものと決まっ
ているらしい。
翌日はフリー日程だったのでツアーで仲
良くなった方々と一緒に観光して回った
が、どことなく皆の心の中にも残念感が
残っているようで盛り上がりに欠ける。
このツアーでは天文に疎い一般の方が
多かったが、「ダイヤモンドリング、死ぬま
でには１度で良いから見たいですね。」
「次は 26 年後ですかね。」「いやいや 3
年後はケアンズですよ。」「イースター島
はちょっと無理ですもんね。」「2017 年の
アメリカなんか見やすそうですよ、夏休み
ですし。」と、すでに皆さん日食病患者。
日食病は実際に皆既日食を見なくてもか
かるようだ。
逆に見られなかった事が余計に症状を
悪化させたかもしれない。
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（執筆：Gumbo）

クラブ WEB ページ
URL:http://oac.d2.r-cms.jp/

少しだけ期待して観測場所まで行って
みたが、太陽は薄雲越しに 2 回ほど欠け
た姿を見せて皆を喜ばせたものの、皆既
終わりの時間までずっと雲の向こう側だっ
た。なかなか思い通りには行かないもの
だ。
ただ、皆既日食を見ることは出来なかっ
たものの、体験することは出来たと思う。
皆既時間に近づいてくると徐々にあたり
が暗くなり。飛んでいたトンボがいつの間
にか居なくなり、蝉も鳴き止み、皆既時間
直前には空をコウモリが飛び始めた。
明らかに空気が変わってきて、皆既時
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▲岡山市内での部分日食（編集人撮影）

