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           令和元年10月15日             年会費 2,000円        振替口座 00560-8-66982 

きらきら通信 

 

  創立２７周年！ 

  長野県は宇宙県 
 

 台風19号の被害を受けられました皆さまには心からお見舞い申し上げます。よう

やく秋本番を迎えた時期ですが、引き続き警戒が必要のようです。皆さまもご注意を

お願いいたします。 

 

  第二回 定例会を開催します！！   
 

  今年度第二回目の定例会を下記の日程で開催します。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。 

 

★ 日 時 １０月２６日(土) １６時から 
★ 場 所 長野市立博物館 教室(休憩室) 
    当日は 17 時 30 分から博物館で星空観察会「土星と秋の星座たち」があり

ますので、そのまま移行します。 

    当日、現地へ直接お越し下さい。 

    多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

★ テーマ 「天文現象で振り返る平成３０年」 
    マニアックに平成の天文現象を振り返りましょう‼️      

    お手持ちの天体写真やデータもお持ちくださいね❗ 

    懐かしく、振り返りましょう‼️懐かしい話題が満載です❗覚えていない人も

楽しい内容ですので、お誘い合わせの上、是非ご参加くださいませ‼️      

    きらきらも今年は創立２７周年！、活動を一緒に思い出しましょう！！ 

★ 講 師 大蔵 満さん (きらきら会員) 
 

 

  博物館まつりが終わりました   
 

  ９月２３日(月 祝)に博物館で博物館まつりが行われて、例年通りきらきらも

「青空観望会」を行いました。当日は昼過ぎまで強風と曇天の悪天候により当初予定

の前庭開催でなく博物館内の入り口付近において、望遠鏡１台による土星(写真)を

観望することになりました。博物館への来館者数は例年並みでしたが博物館内のた

め、ながはくパートナーさんときらきら会員はいつもより大変だったと思いますが

ありがとうございました。 

 

 

しなの星空散歩会きらきら        

会  長  是枝 敦子 
（事務局）長野市小島田町1414 長野市立博物館内 

TEL 026-284-9011 
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  中秋の名月のお月見会を行いました   
 

  ９月１３日(金) １８時より長野駅東口近くの東口公園で行いました。当日は北

風が吹き予想以上に寒さがきつい日となりましたが、多くの方に月や木星・土星

などを雲間から見ていただきました。寒さのため早めに切り上げましたが参加者

の皆様お疲れ様でした。 

 

 

  ﾘﾚｰ・ﾌｫｰ・ﾗｲﾌ・ｼﾞｬﾊﾟﾝは中止としました   
 

  ９月１４日(土)に篠ノ井中央公園で行われた「リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン」ですが、当日の天候が曇天で星空の空間が望めそうもないため、残念ですが２０

時に現地にて中止を決定しました。当日集まった皆様ありがとうございました。 

 

 

  今年最後 部分日食が見られます   
 

長野市では１２月２６日(木) 夕方に欠けたまま山並に沈んでいきます。 

 部分食始め：１４時２６分４４秒  高度：１９° 

 部分食最大：１５時３２分３３秒  高度：１０° 

                食分：０．３５６ 

 部分食終り：１６時３１分１７秒  高度： １° 

   日の入は１６時４１分 

 

  博物館では観望会を開催予定です。 

きらきらでは平日のため特に観望会開催の計画は 

ありませんが、希望者が多い場合は博物館南側にある 

古戦場公園の丘の上を検討しています。 

 

 

  会報６２号 原稿大募集します   
 

  今年度のきらきら会報６２号を新年２月頃発行に向けて原稿を大募集いたしま

す前号を発行して約１年となりますので写真もたくさん撮りためておられる方

もいると思います。令和になった初めの年なので、できれば多くの皆様の声を記

事にしたいと思います。 今から準備をおねがいいたします。 

  原稿の締め切りは１２月３１日頃  

  原稿は写真、思い出などの紀行文など 

  送り先は長野市立博物館 しなの星空散歩会きらきら事務局あて 

      またはe-mailでiwata@mx2.avis.ne.jp (幹事 岩田宛) 

  

mailto:またはe-mailでiwata@mx2.avis.ne.jp
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  会員名簿の公開について！！   
 

  2016 年４月開催の総会で、きらきら会員名簿の公開について提案があり審議の

結果次の様に決まりました。(継続して実施しています) 

    (1) 年一回全会員に「会員名簿」を送付する。 

    (2) 対象会員は前年度会員と当年度新入会員(公表時点における)とする。 

    (3) 公開項目は「名前」、「市町村名」とする。 

        なお市町村名の公開で変更の必要のある方は連絡により 

        翌年より変更し継続します。 

  これに基づいて今年度分の名簿を作成しましたので添付いたします。 

  取り扱いには充分注意していただくようお願いいたします。 

  なお、公開名簿の情報について変更のある方は、幹事）岩田重一宛に変更内容の

連絡をお願いいたします。 

令和元年度きらきら会員名簿
2019年 10月  1日現在

番号 会員番号 名　前 住　所 備　考
1 1 塚田 千春 長野市伊勢宮
2 2 深澤　崇 長野市三輪
3 3 大西 浩次 長野市徳間
4 4 久保 玲子 長野市吉田
5 5 小林 稔 愛知県長久手市西原山
6 6 丸山 晴男 長野市三輪
7 7 村石 令子 千曲市
8 8 宮下 正樹 長野市富竹
9 9 塚田 好文 長野市西尾張部
10 10 岩田 重一 長野市川中島町
11 11 南保 美緒 福井県吉田郡永平寺町
12 12 高寺 知香 上田市蒼久保
13 13 是枝 敦子 長野市
14 14 櫻井 俊樹 千曲市稲荷山
15 15 堀内 和之 上田市小牧
16 16 四十八願 加代子 東京都文京区小石川
17 17 大蔵 満 長野市篠ノ井
18 18 高野 勝人 上水内郡飯綱町
19 19 松下 明広 長野市稲田
20 棚田 八重子 長野市篠ノ井 H30
21 笹川 知恵 長野市 H30
22 林　良子 上田市 H30
23 越川 均 長野市稲里町 H30
24 増子 徹 千曲市雨宮 H30
25 佐々木 政彦 長野市平柴台 mailing
26 平井 利子 埼玉県ふじみ野市 mailing
27 嶋田 泰明 長野市鶴賀 mailing
28 吉原 重寿 長野市篠ノ井 mailing
29 田邊 真奈美 福井県鯖江市 mailing
30 日岐 敏明 上伊那郡箕輪町 mailing

※取り扱いには充分注意していただくようお願いいたします。
※情報について変更のある方は、幹事）岩田重一宛に連絡をお願いいたします。
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★☆★★博物館の行事★★☆★★☆★★☆★★☆ 
 

  夜のプラネタリウムと星空観察   

 

  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 

１０月 ２６日(土) 「土星と秋の星座たち」 １７：３０ ～ １９：００ 

１１月 ２３日(土) 「天王星と海王星」 １７：３０ ～ １９：００ 

１２月 ２８日(土) 「金星とガーネットスター」 １７：３０ ～ １９：００ 

 １月 ２５日(土) 「寒空に輝く星雲・星団」 １７：３０ ～ １９：００ 

 ２月 ２２日(土) 「金星と冬の大三角形」 １９：００ ～ ２０：３０ 

 ３月 ２８日(土) 「冬のダイヤモンド」 １９：００ ～ ２０：３０ 

 

 

  天文はじめてシリーズ   

 

  初心者向け天文実習講座。ながはくパートナーが天文の楽しさをお伝えします。 

  プラネタリウム入場料２５０円が必要となります   

  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。 

  予定：11月 16日(土)  

 

月  日    テ ー マ               開催時刻 

１１月 １６日（土） 「プラネタリウムで宇宙旅行」       １７：３０ ～ 

 

 

★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆★★☆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


