平成26年 6月20日

年会費 2,000円

振替口座 00560-8-66982

きらきら通信
しなの星空散歩会きらきら
会
長 高野 勝人
（事務局）長野市小島田町1414 長野市立博物館内
TEL 026-284-9011

うっとうしい梅雨が始まりました。きらきらの活動が滞る季節になりますが、暑
い夏に向けて準備を進めましょう。

定例会を開催します！！
今年の総会で決定した定例会開催について、今後三ヶ月に
一回のペースで開催することになりました。
今年度最初の定例会を下記の通り開催いたします。 ご都合を付け
ていただき多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記
日 時
会 場
テーマ
講 師

7 月 5 日(土) 19：00～
長野市立博物館
集合：プラネタリュウム入口
天体望遠鏡の取り扱いについて
高野勝人 (きらきら会長)

当日現地へ直接お越しください

当日 「望遠鏡を作って月を見よう」も開催！！
当日博物館で「自然観察会 望遠鏡をつくって月をみよう」が当会会
長の高野さん講師により１７：００～１８：３０の時間帯で開催しま
す。 都合のつく方は子供達の望遠鏡作成サポートのお手伝いをお願
いします。
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いきなり観望会を開催！！
天気の良さそうな日をねらって、突然観望会を行うのが「いきなり観望会」で
す。事前に予定はせず、星を見に行けそうだと思ったら、１～２日前にメーリ
ングリストにて案内を出します。今のところ、開催の案内を出すのは会長の高
野さんと副会長の嶋田が担当する予定です。

今年度の実施日程は次の様に計画をいたします。
開催場所：戸隠スキー場駐車場を予定（アスファルト舗装、トイ
レ・休憩所付き） (下記の地図を参考にしてください)
開催時間：日没後２時間～午後２３時まで
開催予定日：上記の時間に月が出ていないこと（月齢２２～月齢
３ぐらい）
・６月１８日～６月３０日ごろ (6/20— 6/21、6/27— 6/28)
・７月１８日～７月３１日ごろ (7/18— 7/19、7/25— 7/26)
・８月１７日～８月３０日ごろ (8/22— 8/23、8/29— 8/30)
・９月１６日～９月２７日ごろ (9/19— 9/20、9/26— 9/27)
・１０月１５日～１０月２６日ごろ (10/17— 10/18、10/24— 10/25)
上記期間の週末（金・土）開催を考えています。
なお、開催の案内が出た場合、当日までの問い合わせは高野または嶋田までお願
いします。
高野（携帯） 090-9146-3160
嶋田（携帯） 090-4015-3374

戸隠スキー場地図
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なお、「観望会の案内はあったものの参加者が現地に行ったら他に誰も来てなかっ
た」という状況は避けたいので、主催者（高野・嶋田）がどちらも出席できない場合
は、観望会の案内は致しません。観望会の機会を少しでも増やすために、観望会を主
催してくれる人が他にもいるとありがたいです。「今日は天気が良いから星を見に出
かけようかな」と思ったら、きらきらの会員にも声をかけてみませんか。ご協力いた
だける方にはメーリングリストの使い方をご案内しますので、岩田さんまでご連絡く
ださい。

★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆

‘

会報５８号の原稿を募集中です！！
今年度の会報５８号を７月末発行予定で準備を進めて６月１日締め切りで原稿
募集をしましたが全然集まっておりません。
昨年度はパンスターズ彗星、アイソン彗星、ペルセウス座流星群、スピカ食など
が長野市において観測できました。また、オーストラリアで金環日食やアフリカで
金環皆既日食が見られました。このため皆さんの会報用ネタも多くあると思います
ので、天文関連以外も合わせて、ふるって投稿をお願いいたします。原稿は原稿用
紙、e-メールなど手近な方法で連絡をお願いいたします。
原稿締切り ７月１日(火)までに
原稿連絡アドレス（担当：岩田） iwata@mx2.avis.ne.jp
原稿郵便宛先
〒381-2221 長野市川中島町御厨 195-22
または 長野市立博物館友の会 しなの星空散歩会きらきら宛に
〒381-2212 長野市小島田町 1414

‘★★☆★★

博物館の行事 ★★☆★★☆★★☆★★☆

ほ し ぞ ら 観 察 会
今年度からはプラネタリウムでの星空解説後に 40cm 反射望遠鏡で天体観察を行
います。また、参加費が大人 250 円、高校生 120 円、中学生以下無料となります。
友の会会員の方は会員証を提示することで無料となります。
月

日

テ ー マ

開 催 時 刻

６月 ２８日(土) 「火星、土星、子持ち銀河」

１９：００ ～ ２０：３０

７月 ２６日(土) 「織姫と彦星」

１９：００ ～ ２０：３０

８月 ２３日(土) 「夏の星座とリング星雲」

１９：００ ～ ２０：３０

９月 ２７日(土) 「夏の大三角形と二重星アルビレオ」

１９：００ ～ ２０：３０

１０月 ２５日(土) 「海王星と秋の星座」

１７：３０ ～ １９：００

１１月 ２２日(土) 「海王星とガーネットスター」

１７：３０ ～ １９：００

１２月 ２７日(土) 「月とすばる」

１７：３０ ～ １９：００

１月 ２４日(土) 「月とオリオン座」
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１７：３０ ～ １９：００

２月 ２８日(土) 「月と金星」

１７：３０ ～ １９：００

３月 ２８日(土) 「月と木星」

１９：００ ～ ２０：３０

季節の星座と天文トピックス
プラネタリウム入場料２５０円が必要となります
月

日

毎回 16 時より

テ ー マ

６月 ２２日(日) 「天の川と銀河」
７月 ２７日(日) 「夏の星座とペルセウス座流星群」
８月 ２４日(日) 「お月様のおはなし」
９月 ２８日(日) 「皆既月食直前講座」
１０月 ２６日(日) 「秋の星座と星雲星団」
１１月 ２３日(日) 「系外惑星最前線」
１２月 ２８日(日) 「２０１５年の天文現象」
１月 ２５日(日) 「冬の星座でめぐる星の一生」
２月 ２２日(日) 「不思議なブラックホール」
３月 ２２日(日) 「世界の星空めぐり」

リラックス プラネタリウム
プラネタリウム入場料２５０円が必要となります
月
６月

日

毎回 16 時より

テ ー マ

８日（日） 「カーペンターズ特集」

７月 １３日（日） 「久石譲特集」
８月 １０日（日） 「南国音楽特集」(予定)

キャンドルナイト コンサート開催
日 時
場 所
プログラム

参加費

７月４日(金) １９時～２０時３０分
TOiGO 広場 (長野市新田町交差点)
・コンサート ゲスト：美咲、ラフダイヤモンズ
・キャンドルライトアップ
・星に願いを！ (七夕飾り)
・星空散歩 (天体望遠鏡による星空観察)
無料

しなの星空散歩会きらきら【事務局】幹事

岩田重一

長野市小島田町 1414 長野市立博物館内 TEL 026-284-9011 FAX 026-284-9012
e-mail: nagamuse@bz01.plala.or.jp または iwata@mx2.avis.ne.jp(件名にきらきらと明記)

博物館ホームページ http://www.city.nagano.nagano.jp/museum/index.html
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