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           令和４年 4月30日             年会費 1,500円        振替口座 00560-8-66982 

きらきら通信 

 

  創立３０周年！ 

  長野県は宇宙県 
 

 きらきらの総会が終わり、いよいよ新年度の活動が開始しました。楽しい５月連休

が始まりました。 

 

 

 令和4年度 光害調査が始まってます！！  
 

 今年度も光害(夜空の明るさ)調査を行っていますので、 

                ご協力をお願いします。 
 

  本調査   ４月 20 日(水) ～ ５月 2 日(火) 午後 9時 00 分～10 時 00分 

  補充調査  ５月 19 日(木) ～ ６月 1 日(水) 午後 9時 00 分～10 時 00分 
 

 ※調査は、昨年と同様にスカイクオリティメータ

ーというたいへん簡単で便利な道具を使います

ので、調査も一地点あたり、３０秒以内で終了

します。 

  測定は、頭の真上（天頂）に向けて、ボタンを

押すだけで瞬時に夜空の明るさが表示されま

す。同一地点で３回計測します。 

 

  調査が終わりましたら、結果を光害調査事務局の市立博物館内  

   陶山(ｽﾔﾏ)さんまでデータファイルまたは紙でお送りください。 

 

 

 

  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 ５月２８日(土) １８時から 
★ 場 所 長野市立博物館 プラネタリウム 
    当日定例会終了後は１９時から一般向け星空観察会に参加、サポートをお

願いします。 多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

★ テーマ 陶山さんから光害調査（または宇宙県関連？）の話題でお話して

いただく予定です。  

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 

スカイクオリティメーター 
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  きらきら令和３年度総会報告   
 

 ・令和３年度総会は、４月９日(土)に長野市立博物館の会議室で１７時より１８時

まで、委任状も含めて１１名の参加者で開催しました。忙しい中ご参加いただ

きありがとうございました。 

 ・令和３年度活動報告、令和３年度会計報告、令和４年度活動計画、令和４年度予

算案は原案通り承認可決されました。(原案の概要は下記の通りです) 

 ・きらきら役員の改選については、全役員が再任されて新しい役員は次のように決

まりました。 

 令和４年度役員 

  会長：      是枝 敦子 (再任) 

  副会長：     宮下 正樹 (再任) 

  監事：      塚田 好文 (再任)、村石 令子 (再任) 

  幹事：      岩田 重一 (再任) 

  友の会運営委員： 是枝 敦子 (再任)、岩田 重一 (再任) 

 ・「長野県は宇宙県」と「長野県天文愛好者連絡会」への参加については昨年度と同

様に、当面情報収集を兼ねて有志による個人参加で継続しながら、その都度役

員により検討して活動にも参加することで了承されました。 

 ・昨年と同様に光害調査時などの事故やケガ対応としてボランティア保険への加入

が決まりました。(対象期間が年度単位の為、令和３年度会員で申請) 

 ・メーリングリストの登録状況報告を行い、了承をいただきました 

 ・２０２２年２月に３０周年を迎えました。コロナ過もあり記念誌の発行に注力し

て進めることで了承されました。記念誌以外のイベントはコロナ感染の状況を見

て役員で検討し再提案をしたい。 

   (1) 記念誌を夏休みまでに発行したい (７月末原稿締切) 

   (2) 記念誌・会報を図書館などに贈呈していきたいので  

      原稿作成時に個人情報に留意してほしいとの意見がありました  

     目的はきらきらの活動を一般市民に広める一つにしたい。 

 

 
  令和３年度活動報告            令和４年度活動計画 

 １．会員数                １．行事内容 

         ２３名          ・定例会/博物館観察会      4/23 

 ２．行事内容               ・光害調査              5月 

  ・令和 2年度総会            3/27 ・光害補充調査            6月 

  ・例会(長野県美術館観望会実施)  4/27 ・定例会/博物館観察会      5/28 

  ・光害調査         4/31 ～ 5/14 ・定例会/博物館観察会      6/25 

  ・長野県美術館観望会中止    5/4 ・大岡公民館観察会        7/16 

  ・皆既月食観察会        5/26 ・定例会/博物館観察会      7/23 

  ・光害補充調査       5/29 ～ 6/12 ・鬼無里で観察会          7/30 

  ・FMぜんこうじで「星空と光害」6/5,6/12 ・定例会/博物館観察会      8/27 

  ・例会(星座早見盤試作)       6/26 ・博物館まつり            9/23 

  ・大岡公民館で星空観察会      7/17 ・定例会/博物館観察会       9/24 

  ・奥裾花自然園で星空観察会     8/8 ・定例会/博物館観察会      10/22 

  ・例会(きらきらホームページ)    8/28 ・ﾘﾚｰ・ﾌｫｰ・ﾗｲﾌ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ参加    10月 

  ・例会(木星観望会)         9/25 ・皆既月食観望会         11/8 

  ・旧鬼無里中で星空観察会     10/10 ・定例会/博物館観察会      11/26 

  ・例会(写真鑑賞会)        10/23 ・定例会/博物館観察会      12/24 
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  ・部分月食観察会           11/19 ・定例会/博物館観察会      1/28 

  ・大岡公民館で星空観察会     12/4 ・定例会/博物館観察会      2/25 

  ・オンライン忘年会        12/17 ・定例会/博物館観察会      3/25 

  ・オンライン新年会           1/22 ・令和３年度総会          3月 

  ・例会(体写真談義)         3/12 ・いきなり(ゲリラ)観望会  4月～10月 

  ・令和３年度総会           4/9 ・黒点観察会          4月～10月 

  ・                   ・３０周年記念誌の発行       ８月 

  ・きらきら通信、会報、冊子の発行  6回 ・きらきら通信、会報、冊子の発行 

 

 

  令和３年度決算報告            令和４年度予算計画 

 １．一般会計 収入総額    99,609円 １．一般会計  収入総額     68,306円 

        支出総額    74,803円         支出総額     68,306円 

        次年度繰越金   24,806円 

 

 ２．一般会計 収入内訳 

      (1)前年度繰越金  22,255円 ２．収入内訳  (1)前年度繰越金  24,806円 

      (2)会費      34,850円         (2)会費      37,500円 

      (3)友の会補助金   6,000円         (3)友の会補助金   6,000円 

      (4)特別会計より  20,004円         (4)特別会計より       0円 

      (5)雑収入     16,500円         (5)雑収入         0円 

 

 ３．一般会計 支出内訳 

      (1)通信費      8,034円 ３．支出内訳  (1)通信費     15,000円 

      (2)事務費     38,420円         (2)事務費     30,000円 

      (3)運営費     10,250円         (3)運営費     15,000円 

      (4)雑費      18,099円         (4)雑費       8,306円 

 

 ４．特別会計  収入総額  292,266円 ４．特別会計  収入総額    272,262円 

          支出総額   20,004円         支出総額    270,000円 

       次年度繰越金  272,262円      次年度繰越見込         2,262円 

 

 

 

 ３０周年記念誌 原稿大募集中です！！   
 

  ３０周年を迎えて記念誌を８月頃発行に向けて原稿を大募集中です。皆さんそ

れぞれの３０年の思い出でもいいですし、自己紹介、近況報告、写真等、組み合

わせていただいてももちろんいいので、どうぞ原稿準備お願いします。 

  原稿の締め切りは７月３１日(日)までですので、ふるって応募をお願いいたし

ます。 

  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 

      〒381-2212 長野市小島田町 1414 

      またはe-mailでiwata@mx2.avis.ne.jp  

          (幹事 岩田宛 件名に「きらきら」を明記してください) 

  

mailto:またはe-mailでiwata@mx2.avis.ne.jp
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  夜にさそり座δ星の星食が観れる   
 

  ７月１０日(日) 夜にさそり座δ星(ジュバ)が月により隠されるのが観える。 

 

 光度は２．３等 

 月齢は１１．４. 

 

 長野市での予報は次の通りです。 

 

潜入：２２時０８分３４．９秒 

         (地平高度２７°) 

 

出現：明るいため観察は難しい 

 

 

 

 

 

  深夜に火星食が観られるかも？   
 

  ７月２１日(木) 深夜に火星食が北日本中心に起こるが、月の出直後の現象のた

め低空が開けた場所での観測が必要です。長野市では出現のみで低空ですが観察で

きる可能性があります。 

 

 火星は０．３等 

 月齢は２２．５です。 

 

 長野市での予想は次の通りです。 

 

月の出  ２３時４１分 

火星の出 ２３時４５分 

潜入   見られません 

     (23h35m47.4s) 

 

出現   ００時１８分２７．３秒 

      地平高度 ６° 

     (22日午前 0 時 18分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

きらきらホームページ http://nagano-kirakira.ml/index.html 


