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★夏の大三角

　こと座のベガ、わし座のアルタイル、
はくちょう座のデネブでできる三角形が
夏の大三角です。夏の間は頭の上の方で輝い
ています。
　夏の大三角は、二等辺三角形のような星の
並びが特徴です。3つの星のうち、最も明る
いのがこと座のベガです。三角形の中で、南
側の星がわし座のアルタイル、最も北よりに
あるのがはくちょう座のデネブです。
　わし座とはくちょう座はともにギリシャ神
話の全能の神ゼウスが変身した姿だといわれ
ています。こと座は、伝令の神ヘルメスが作
り太陽の神アポロンが息子のオルフェウスに
与えた竪琴だとされる星座です。
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★七夕の星々

　ベガは七夕の「おりひめ星」、アルタイルは「ひこ星」と日本で
は呼ばれています。七夕は年に一度、おりひめ星とひこ星が天の川
をわたって会うことを許された特別な日とされています。二人は天
の川を船で渡ろうとしますが、その日に雨が降ってしまうと天の川
の水かさが増し船を出すことができません。そんな時はどこからか
たくさんのカササギが飛んできて川の上に橋を架けてくれます。そ
の橋を渡って二人は会うことができるのです。カササギは佐賀県で
はカチガラスと呼ばれ親しまれています。
　7月 7日は現在の暦では梅雨のまっただ中。月の満ち欠けを基に
した昔の暦 ( 太陰太陽暦、旧暦 ) では今年の 7月 7日は 8月 14 日。
旧暦の七夕は近年「伝統的七夕」と呼ばれお祭りなどはこの日に行
われることが多いようです。梅雨も明け晴れた夜空で夏の大三角、
七夕の星々を探してみてください。

カササギ（カチガラス）
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水星が外合
土星が衝
立秋（太陽黄経 135 度） 
●新月
ペルセウス座流星群が極大のころ
伝統的七夕（旧暦 7月 7日）
　上弦の月
木星が衝
〇満月
処暑（太陽黄経 150 度）
　下弦の月
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◆今月の天文現象

PICK UP★天文現象 ペルセウス座流星群を見よう

　「衝」というのは地球の外側を公
転する外惑星が、地球から見て太陽
の反対側に来ることです。衝のころ
の惑星は日の入りと共に東から昇っ
てきて、真夜中に南中し、日の出と
同時に西へ沈んでいきます。一晩中
惑星を観察することができるのがこ
のころなのです。

　今年のペルセウス座流星群の活
動は、8月 13 日 4時頃に極大とな
り、前後数時間にわたってとても
活発な状況となることが予想され
ます。8月 12 日の夜半頃から 13
日の明け方にかけて、たいへん多
くの流星が見られそうです。また、
8月 8日が新月で、12 日頃はほと
んど月明かりの影響がなく、とて
も良い条件で流星を観察すること
ができます。
　流星は、放射点を中心に放射状
に出現します。流星は放射点の方
向だけに現れるのではなく、空全
体に現れます。いつどこに出現す
るかは分かりませんので、なるべ

く空の広い範囲を見渡すようにしましょう。また、目が屋外の暗さに慣れるまで、最
低でも 15 分ほどは観察を続けると良いでしょう。レジャーシートを敷いて地面に寝転
ぶなどすると楽に観察できます。事故に遭わないよう大人と一緒に十分注意し、マナー
を守って観察をしてください。

◆土曜の夜は星をみよう 毎週土曜日夜、プラネタリウム投映と天体観望会を開催

◆今月の観望天体（予定）

＊観望天体や月の撮影は、天候・混雑状況などにより、変更になることがあります。
＊水色の文字の天体は、「星みたよ！スタンプラリー」の対象天体です！

★  7日・・・アークトゥルス（うしかい座一等星）、アンタレス（さそり座一等星）　など
★14日・・・月（月齢5.5）、アンタレス　など
★21日・・・アルビレオ（はくちょう座二重星）、ベガ（こと座一等星）　など
★28日・・・アルビレオ、ベガ　など

◆ 天体観望会
＋時間： 3 月～ 9月  20 時～ 21 時 30 分 　/　10 月～ 2月  19 時～ 20 時 30 分
＋観望会は無料。受付は終了時刻の 30 分前まで。天候不良の場合は中止。
＋天体観望会のテーマ　　　　　　＊今後の状況により変更となる場合があります
　8月　夏の大三角をみつけよう　/　9月　土星と木星をみつけよう

◆ サタデーナイトプラネタリウム
　30 分間の生解説でお送りします。天体観望会の前に星空を予習したい！
という方におすすめです。＊今後の状況により変更となる場合があります
＋毎週土曜日 18 時～ 30 分間（途中入場不可）。要プラネタリウム観覧料（17時 55 分 販売終了）。

も～っと星空散歩　8月の星空を楽しもう～夏の大三角を見つけよう～（8月 7、14、21、28 日）

季節の星座や見ごろの天体をたっぷり紹介します。
天体観望会で観望予定の天体も紹介するので予習できます。
また、そのときどきの天文現象や宇宙の話題もお届けします。

＊受付で先着 15グループに整理券を配布します。4名以上は 2グループに分かれて受付をしてください。
　1グループが望遠鏡で天体を見られる時間はおよそ 5 分間、グループごとの完全入替制です。
　新型コロナウィルス感染対策のため、望遠鏡にアイピースカバーを装着してご覧いただきます。
＊天体観望会開始時に天候不良の場合は工作ワークショップを行います。（要材料費）

＊実施の可否は当日 18時に判断しHPや Twitter、facebook でお知らせします。
　また天候不良により途中で中止となる場合もあります。

・・・お知らせ・・・
★『初めてのプラネタリウム』9月 1日 ( 水 )10 時～ 10 時 30 分
　途中で赤ちゃんが泣きだしたり、おしゃべりしてもお互いさま。子どもと一緒に
　プラネタリウムを楽しみたいご家族のための、気がねなく楽しめる投映です。
★字幕付きプラネタリウム『夏の星空を楽しもう』
　9月 4 日 ( 土 )・5 日 ( 日 )　12 時 ～ 12 時 30 分
　より多くの方にプラネタリウムを楽しんでいただけるよう、字幕付きプラネタリウ    
　ムの投映を行います。音声による星空解説とともに、解説内容の一部を字幕として
　投映します。　　　　　　　　　　　　　   各回定員 100 名　要プラネタリウム観覧料
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