平成28年 3月15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
TEL 026-284-9011

長野市立博物館内

菜虫化蝶(なむしちょうとなる)候となり間もなく春分を迎えます。先日の部分日食は長
野市ではみぞれが降る天候となり残念ながら見ることはできませんでした。

平成27年度総会を開催します！
新年度のきらきら活動を決める大切な総会です。きらきらでそれぞれ何
をしたいか、各自分の思いや希望を提案できる絶好の機会です。
また、多くの会員が集まる数少ない機会ですので、総会終了後に行う懇
親会も親睦を深めるチャンスです。是非、皆さん出席のご予定でお願いし
ます。
★ 日
★ 場

★ 会

時

４月２日(土)

１７時３０分

集合(昨年より少し早くなります)

総会終了後より懇親会となります。
所
スナック ベニス （℡026-2３５-３０９４）
（サンマルタンコーポ ２階） 地図 後ページ参照
なお、当日は貸し切りで使用できる予定です。
費

￥３，０００円～￥４，０００円の予定です

なお 当日新年度のきらきら年会費および友の会年会費も合わせて納入可
能です。会員証を後日発行し皆様にお送りすることで領収書代わりとい
たします。

出欠はがきは３月２９日（火）までに！！（必着）
※必ず全員お返事ください！よろしくお願いします！

平成 28 年度会費納入のお願い!!
平成28年度の会員継続手続きのため、振替用紙を同封いたしましたので年会費(\2,000)
の納入をお願いします。なお、既にご入金されている方は悪しからずご了承下さい。
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きらきら会報 59 号の原稿を募集します
今年度は皆既月食、ペルセウス座流星群、カタリーナ彗星、まちかど観望会などのイベ
ントがありました。また、先日急逝した宮嵜勉さんの思い出など追悼原稿もふるって投稿
をお願いいたします。
現在５名の方より１４ページ分の原稿をいただいていますが、原稿締切りを再度１ヶ月
伸ばしてより多くの皆様からの原稿をお待ちしております。
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 ４月１５日(金)までに
原稿連絡アドレス（事務局：岩田） iwata@mx2.avis.ne.jp
(件名に「きらきら」と明記願います)
原稿郵便宛先
〒381-2221 長野市川中島町御厨 195-22 岩田重一宛
又は 〒381-2212 長野市小島田町 1414 長野市立博物館内
しなの星空散歩会きらきら事務局宛

直 近 の 天 文 現 象
【３月２３日(水)

半影月食】

３月２３日(水)に食分が約８割の半影月食がみられる。
半影食始め：１８時３７．０分
高度：
８°
半影食最大：２０時４７．２分
高度： ３２°
食分：０．８０１
半影食終り：２２時５７．４分
高度：
５０°

【４月１８日(月)

水星の東方最大離角】

４月９日から２７日までは高度１５°を超
えて １８、１９日は今年最高の１８．９°
で西の空に０．１等で輝いています。

【５月８日(日)

アルデバランの食】

おうし座のアルデバランが月に隠される星食が
今年は５回ありますが、長野で見やすいものを次
にあげます。 アルデバランは０．９等星
長野市での予想時刻は
５月８日(日) 月齢：１．６
高度
潜入： １８時 ３３分 ４１．２秒 18°
出現： １９時 ２８分 ４５．４秒 8°
(月の入：２０時 １８分)

きらきらメーリングリストへ登録のお願い
新しい「きらきらメーリングリスト」の運用が平成２６年４月末より始まりました。
現在は昨年度きらきら会員数３５名の内２５名の方が登録終了し、他に長野市立博物
館およびパートナー天文グループの連絡担当の方も登録しています。
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(1)このメーリングリストは、きらきら会員専用となっていますので会員に向けてのコミ
ュニケーションツールとしてご利用いただけます。(ｐｄｆファイルの利用が前提と
なります)
(2) メ ーリ ング リ ストへ の 登 録申 し込 みは、 きら きら 幹事 （岩田 ）の アド レス 、
「iwata@mx2.avis.ne.jp」 宛に、登録を希望するアドレスを明記して連絡ください。
(件名にきらきらと明記してください 空白は不可)

きらきらのブログ紹介
『「しなの星空散歩会きらきら」の話』のブログは「しなの星空散歩会きらきら」の非
公式ブログですが、天文関係の話題以外にもサッカーや山登りなどいろいろな内容が随
時更新されています。次のアドレスを参考にして皆さんのアクセスをお願いいたします。
ブログアドレスは「http://skyquest.cocolog-nifty.com/blog/」です。

★☆★★博物館の行事★★☆★★☆★★☆

夜のプラネタリウムと星空観察
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

３月 ２６日(土) 「木星と冬のダイヤモンド」

１９：００ ～ ２０：３０

４月 ２３日(土) 「月と木星」

１９：００ ～ ２０：３０

５月 ２８日(土) 「火星をみよう！」

１９：００ ～ ２０：３０

６月 ２５日(土) 「火星と土星」

１９：００ ～ ２０：３０

７月 ２３日(土) 「おり姫とひこ星」

１９：００ ～ ２０：３０

８月 ２７日(土) 「土星と夏の星座たち」

１９：００ ～ ２０：３０

９月 ２４日(土) 「天上の宝石 アルビレオ」

１９：００ ～ ２０：３０

１０月 ２２日(土) 「海王星と秋の星座たち」

１７：３０ ～ １９：００

１１月 ２６日(土) 「天王星と海王星とガーネットスター」 １７：３０ ～ １９：００
１２月 ２４日(土) 「冬のダイヤモンド」

１７：３０ ～ １９：００

１月 ２８日(土) 「金星と冬の星座たち」

１７：３０ ～ １９：００

２月 ２５日(土) 「冬の大三角形」

１７：３０ ～ １９：００

３月 ２５日(土) 「冬の一等星とすばる」

１９：００ ～ ２０：３０

サポート可能な方のご協力をお願いいたします。
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プラネタリウムで世界旅行
日本だけでなく、世界中の星空・星座をご紹介します。各地域の名所などもあわせて
ご紹介します。参加費は大人 250 円、高校生 120 円、小中学生 50 円となります。
月

日

テ ー マ

開 催 時 刻

５月 ２２日(日) 「南米への旅」

１６：００ ～ １６：４０

８月 ２８日(日) 「ハワイへの旅」

１６：００ ～ １６：４０

１１月 ２７日(日) 「アフリカへの旅」

１６：００ ～ １６：４０

２月 ２６日(日) 「ヨーロッパ（北欧）への旅」

１６：００ ～ １６：４０

★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆
きらきら総会会場

地図

長野市大字鶴賀上千歳町１３４７－４
電話：０２６－２３５－３０９４
スナック ベニス
サンマルタンコーポ
２階
階段を上って右側にあります
当日場所が不明の場合連絡をお願いいたします
きらきら 幹事
岩田重一
090-9838-6760

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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