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『古代エチオピア王家物語の星座をみつけよう』
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秋の星座たち

2022
12月
★秋の星座たちが主役の物語

★古代エチオピア王家の物語

　暦の上では冬ですが夜空には秋の星座が今なお主役です。秋の星座には明る
い星が少なく寂しい印象を受けるかもしれません。しかし物語を一つ覚えてい
るだけで、とても華々しく見えてくるはずです。

　現在のエジプトからイスラエルの辺りに、その昔エチオピアという
国がありました。国を治めるケフェウス王は人柄がよく王妃カシオペ
ヤ共々、国民にたいへん好かれていました。その娘アンドロメダは母
に似て美しく育ち、「私の娘アンドロメダの美しさの前には、あのポ
セイドンの孫たちだって頭を下げるわ」と自慢するほど。
　その噂は海の神ポセイドンの耳にまで届きます。愛する孫を悪く
言われたことに怒ったポセイドンは化けくじらを放ち街をめちゃ
くちゃにしました。どうすれば止めてくれるのかと神様に聞くと
『娘をいけにえに差し出せ』と言われました。アンドロメダは
「それで国を救えるなら」と、いけにえになることを決断します。
　岩壁に縛り付けられたアンドロメダを化けくじらが食べよう
としたその時、天馬ペガサスに乗った勇者ペルセウスが現れま
した。ペルセウスは怪物の前に出るとメドゥーサの首を見せます。
メデューサと目を合わせた怪物は石となり海の底へと沈んでいき
ました。
　怪物を倒し、娘を救ってくれた英雄を王と王妃は快く迎えます。
一目で恋に落ちたペルセウスとアンドロメダは結婚しエチオピア
で暮らすことになります。その後エチオピアは豊かな国として長く
語り継がれました。
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火星が地球に最接近
大雪（太陽黄経 255 度）　
〇満月
火星が衝
ふたご座流星群が見ごろ
　下弦の月
冬至（太陽黄経 270 度）
水星が東方最大離角
●新月
　上弦の月

◆今月の天文現象

火星が地球に最接近PICK UP★天文現象

　火星は地球の外側を公転する惑星です。約 365 日で 1周する地球に対して火星は約
687 日で 1周します。そのため 2つの惑星は約 2年 2ヶ月に一度最接近します。今回の
火星と地球の最接近は 12 月 1日 11 時頃です。このときの火星と地球の間の距離は約
8145 万キロメートルです。これは最接近としては中くらいの距離でこの時の視直径は、
「大接近」と呼ばれた 2018 年 7月 31 日の最接近時と比べると 7割程度にあたります。
　最接近の頃の火星の明るさはマイナス 1.9 等です。ただ衝の前後である 12 月 6日か
ら 9日頃の方が若干明るく、マイナス 2.0 等に達します。なお、11 月中旬から 12 月下
旬にかけてマイナス 1.5 等以上の明るさを保つので、比較的長い期間夜空で目立って見
えるます。
　最接近の頃の火星は、夕方空が暗くなり始めた頃に東北東の低い空に見え始めます。
時間とともに空の高い位置に昇っていき、真夜中の頃に南の高い空で南中します。その
後は時間とともに西の空に移って高度を下げ、西北西の低い空で夜明けを迎え、ほぼ一
晩中観察することができます。

【予告】1月のテーマは「日本の星」の予定です。お楽しみに！

・・・お知らせ・・・
★天文祭 2022　12/10( 土 )19:00 ～ 21:00（受付は 20:30 まで）
　○あつまれ！望遠鏡～大・観望会～アマチュア天文家こだわりの望遠鏡が勢ぞろい！
　整理券の配布はありませんが参加前に受付をお願いします。
　 マスクの着用・ソーシャルディスタンスにご協力の上ご参加ください。
　会場：第二駐車場　天候不良時は中止となります。
★爆笑！星兄のプラネタリウムショー 2022   12/11( 日 )①11:00 ～、②14:00 ～
　「星兄」こと田端英樹さんが再びやってくる！ 47 都道府県爆笑星空解説ツアーでは
　満席続出！ユーモアあふれる星空解説は子どもから大人まで楽しめます！
　対象は 4歳以上、各回定員 150 名、要プラネタリウム観覧料、各種割引適用外
※イベントは新型コロナウィルス感染状況により変更となる場合があります

★今年度も実施！武雄市図書館観望会（詳細は武雄市図書館まで）
　2016 年 2 月まで、武雄市図書館玄関付近にて、月 1 回開催予定です。お楽しみに！
　●天体観望会 12/15( 火 )18:00 ～ 20:00 ごろ　※天候不良時は中止です。
★2015 年 12 月 27 日（日）16:00~17:30 サイエンスカフェを開催します
　講師：佐賀大学大学院工学系研究科准教授　高橋 智氏
　対象：小学生以上　参加費：無料（ただし常設展示観覧料が必要）
　事前申込み、お問合せは、佐賀県新産業・基礎科学課 ( 電話：0952-25-7129）まで。
★2016 年 年始の天体観望会について
　2016 年 1月 2日（土）のサタデーナイトプラネタリウムと天体観望会は、
　都合によりお休みいたします。ご了承ください。

◆2023 年 1月 1日　初日の出時刻◆

・武雄市＠佐賀県　　           7 時 22 分ごろ
・納沙布岬 ＠北海道
　（日本本土で最も東）               6 時 49 分ごろ
・犬吠埼 ＠千葉県
　（初日の出が最も早い平地）6時 46 分ごろ
・富士山山頂 
　（日本で一番高いところ）      6 時 42 分ごろ
・与那国島 ＠沖縄県　
　（日本で最も西）　　　　　  7 時 32 分ごろ

★  3日・・・月（月齢6.8）、木星（縞模様の観察）、土星（環がわかるかな？）　など  
★10日・・・天文祭 
★17日・・・木星、火星（12月1日が最接近でした）　など
★24日・・・木星、火星　など
★31日・・・休館日

◆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

◆今月の見ごろの天体

＊観望天体は、天候・混雑状況などにより、変更になることがあります。

◆ 天体観望会
＋時間： 10 月～ 2月  19 時～ 20 時 30 分　/　3 月～ 9月  20 時～ 21 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
　12 月　古代エチオピア王家物語の星座をみつけよう   / 1 月　おうし座すばるをみつけよう

◆ 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　12月の星空を楽しもう～古代エチオピア王家の物語の星座～（12月 3、17、24 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。

＊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。
＊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）


