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新年のご挨拶
伊藤 洋一

　明けましておめでとうございます。旧年中は
「西はりま天文台」の活動にご支援賜り、あり
がとうございました。西はりま天文台が兵庫県
立大学の一組織となった 2012 年以降、私た
ちは様々な改革を行ってきました。昨年は、そ
れまでに設計・制定した制度のいくつかを実行
に移すことができた年でした。

　まず、兵庫県立大学大学院物質理学研究科の
協力講座として「光学赤外線天文学研究室」を
西はりま天文台に立ち上げました。これによ
り、2013 年度から西はりま天文台で研究に励
んでいる博士後期課程の蔡 承亨君に加え、理
学部の卒業研究生として細谷 謙介君と冨田 堅
太郎君が西はりま天文台で天文学を学ぶことに
なりました。二人は光都にある県立大の学生寮
から原付バイクや自転車で天文台まで通ってい
ます。自動車でも 30 分以上かかる道のりを通
うなんて．．．若者の気力体力はすばらしいです
ね。
　研究面では、「公募観測」という制度を本格
的に始めました。これは、天文台外部の研究者
に「なゆた望遠鏡」を使ってもらうことで、西
はりま天文台の研究活動の幅を広げようとする
ものです。年間で 40 夜を外部研究者に割り当
て「なゆた望遠鏡」の持つ性能を極限まで追求
してもらいます。もちろん、天文台に常駐する
研究者も「なゆた望遠鏡」を使った研究を進め
ていますが、外部研究者が準備した観測提案書
を読むと「こういう使い方もあるのか」と我々

が勉強になることが多々あります。
　西はりま天文台には、毎年多くの高校生が観
測体験のためにやってきます。若者が天文学に
興味を持ってくれることは、とてもうれしいこ
とです。そこで、西はりま天文台では「天文メ
ニュー」を作成し、受け入れ体制を整えること
にしました。その結果、西はりま天文台を利用
する高校が大幅に増えています。昨年の夏休み
に限っても 20 校近くの高校が天文台で天文学
を学びました。また、引率する先生がいないよ
うな高校生に対しては、日本学術振興会の「ひ
らめき☆ときめきサイエンス」という制度を
使って、高校生の観測実習を行いました。

　兵庫県立大学は、文部科学省が設定した「地
( 知 ) の拠点整備事業」に選ばれています。大
学では「どのように地域に関わるか」をテーマ
に活動を続けています。西はりま天文台では医
療・介護施設での出前観望会を実施しました。
まだまだ小規模ではありますが、こうした「地
域に出向いて出前観望会を実施する」という活
動は発展させていきたいと考えています。
　この他に、今までも行ってきた事業について
は大半を継続して実施しています。本年も昨年
までと変わらないご支援をお願い致します。

（いとう よういち・センター長）

2015 年を迎えて
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はじめに
　新年というと、この１年の抱負を考えたり、
これから先のことを一度考えてみるといったこ
とがよく行われます。そこで、今回のこの稿で
は、筆者の専門分野とは違っていますが、天文
学でこれから進みそうなことと、私たち地球や
太陽系に近いうちに起こりそうなことの二題に
ついて、最近の研究からご紹介しましょう。

その１　ダークマター探し
　私たちの天の川銀河を含めた円盤銀河の回転
速度が、中心から遠ざかるとどのように変わっ
ていくかを再現するためには、光を出している
天体から推定されるよりもかなり多くの質量が
必要になるということは以前から指摘されてい
ました。これを光を出さない物質があると考え
ダークマターと呼んでいます。その後、1990
年代後半に宇宙の膨張が加速されていることが
発見されて、さらにダークエネルギーが加わっ
てしまい、最新の推定では、私たちが比較的良
く知っている通常の物質は 4.9% のみとされて
います。残りの 95.1% のうち、ダークマター
が 26.8%、ダークエネルギーが 68.3% とのこ
とです。
　このうち、ダークマターの方は、加速器で直
接検出しようという試みの他、消滅するときに
放出されるＸ線などから間接的に検出しようと

いう試みも、いろいろと行われています。その
うちいくつかは、ダークマターの正体ではない
かと言われているものから放出された可能性が
あるものを検出したという報告が出ています。
　そのうち昨年発表されたものは、別々の２つ
のグループが同じものを見つけたということ
で、他の候補より一歩先に出たと言えるかもし
れません。いずれも銀河団からのＸ線の中で見
つけられました。
　一つはアメリカ・ハーバード大学のバルバル
(E. Bulbul) らのグループで、73 個の銀河団か

石田 俊人

これから二題

図 1：カシオペヤ座を中心にした秋の天の川。アンドロ
メダ銀河が写っている。圓谷講師が撮影。

図 2：ペルセウス座銀河団中心の巨大銀河 NGC1275 のＸ
線画像とダークマター候補による可能性のあるＸ線の超過。

（画像提供：NASA/CXC/SAO/E.Bulbul, et al.）
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らのＸ線を重ねあわせた結果、3.5keV * 付近
にこれまでに知られていなかったＸ線の超過
があるというものです。もう一つはオランダ・
ライデン大学のボヤルスキー (A.Boyarsky) ら
のグループで、アンドロメダ銀河とペルセウ
ス銀河団の長時間に渡るＸ線観測で、やはり
3.5keV 付近にこれまでに知られていなかった
弱いＸ線の輝線を見つけたというものです。後
者では、中心に近く、ダークマターが多いはず
のところでは強くなる傾向があるとも報告され
ており、全体としてダークマターから出たＸ線
に合うとのことです。これは、ダークマターの
種類としては WIMP と呼ばれている候補のう
ちの一つでステライルニュートリノからのもの
かもしれないとのことです。ニュートリノは、
元々通常の物質とはごくまれにしか反応しない
のですが、このステライルニュートリノは通常
の物質とは重力以外ではまったく反応しないと
いう仮説上の粒子です。
　ダークマターの正体は、一種類の粒子である
必要は必ずしもなく、現在、証拠かもしれない
とされている観測は、全部正しいという可能性
もありますし、いずれかが違っているいとう可
能性もあります。いずれにせよ、２つの “ ダー
ク ” のうち、ダークマターの方は、だんだんと

手がかりが見つかりつつあるようです。

その２　他の恒星との遭遇
　「これからのこと」を考える上で、将来、私
たちの地球や、太陽系がどうなっていくかとい
うことも、いくつかの面から調べられています。
たとえば、太陽がどのように進化していき、そ
のときに地球はどのようになるかといったこと
も調べられています。その他に、他の天体から、
どのような影響があるかということも、調べら
れています。
　他の恒星が私たちの太陽系の近くを通りがか
ると、それほど近づかなくても、太陽系の外の
方にあると考えられているオールトの雲から多
数の彗星が地球の近くへやってくるようになる
きっかけとなるかもしれません。また、ある程
度近くにやってくると、その通りがかった星か
らの光が、私たちの地球の環境に影響すること
も考えられます。太陽よりも強い紫外線を出す
星は、地球の上層大気を大きく変えてしまう可
能性がありますし、近くにいる間に超新星爆発
を起こしたりしたら、さらに多大な影響を及ぼ
すでしょう。
　マックスプランク研究所のバイラージョーン
ズ (C.A.L. Bailer-Jones) は、5 万個以上の恒
星について、今後の距離などの変化の様子を

図 3：ペルセウス座銀河団中心の巨大銀河 NGC1275
のハッブル望遠鏡による可視画像。周辺でぼんやり
と写っているのが銀河団の他の銀河。（画像：NASA, 
ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/
AURA)）

図 4：アンドロメダ銀河。最近、ダークマター候補によ
る可能性のあるＸ線が検出された天体の一つ。（画像提
供：友の会 岸本 良さん）

* keV（キロ・エレクトロン・ボルト）：エネルギーの単位。X 線では電磁波の波長の代わりに使う。
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計算しました。こういった計算をするために
は、それぞれの恒星の位置と動きを正確に知る
必要があります。位置と位置の変化について
は、Hipparcos 衛星による観測のデータを使
い、さらに、私たちから見たときの速度につい
ての最近のデータを加えています。また、天の
川銀河の中でどのような力がそれぞれの恒星に
働くかについては、天の川銀河のモデルに基づ
くものを使用しています。計算は、未来に向かっ
ての他に、過去に向けても行われており、以前
に接近した可能性がある恒星も求められていま
す。
　今回の結果では、以前に考えられていたより
も近くを通る可能性のある恒星が見つかりまし
た。それは HIP 85605 という番号のついてい
る表面温度 3000 〜 5000 度くらいの恒星で、
33 万年後前後に、おそらくオールトの雲より
も内側に入ってきそうとのことです。ただ、こ
の恒星については観測データが十分ではないの
で、今後、Hipparcos 衛星のような、恒星の
位置を正確に測定する観測衛星のさらなるデー
タが必要とのことです。
　位置観測が不正確な HIP 85605 をのぞく
と、最も近づくのは、以前の研究でも出ていた
星で HIP 89825（グリーゼ 710）という番号
のついた星で、最接近は 140 万年後ぐらいと
のことです。また、重い星の方が、近づいた時

の影響が大きいわけですが、そういったものと
しては、けんびきょう座のγ星があります。こ
の星は太陽の 2.5 倍ぐらいの重さがある星な
のですが、390 万年ほど前に最も近づいたと
考えられています。その前後には、現在の金星
よりも明るく見えたはずとのことです。
　さて、過去に近づいたものについては、近づ
いた頃に何か現在まで跡が残るような事件がな
かったか調べてみることが可能です。彗星がた
くさん地球の近くを通ったとすれば、一部は地
球と衝突して大規模なクレータを残している可
能性があります。ただ、そもそも、見つかって
いるクレータと今回の計算のどちらも不完全な
こと、オールトの雲を乱すものは他にもあると
考えられていること、乱されてから彗星がたく
さんやってくるまでに時間差があると考えられ
ること、クレータの多くは彗星ではなく小惑星
によると考えられていること、などがあり、あ
まりはっきりしたことはわかりません。
　これらの星ほどではありませんが、ある程度
接近した大質量の星の中に、筆者の専門のセ
ファイド変光星が一つあるようです。それはさ
そり座 RY という星で、変光周期は 20 日あま
りの星ですが、どれぐらいまで近づいたかは不
確定要素が大きいようです。ただ推定されてい
るうち最も遠くて現在のベガぐらいの距離です
ので、接近時に観測できていればセファイドに
ついていろいろなことがわかったのではないか
と思われます。うーん、残念・・・。
　他の星が近づくと悪影響もあるわけですが、
SF 的な発想をするならば、宇宙移民のチャン
スとも思えます。「将来のためにも、最も近づ
く可能性のある HIP 85605 は詳細に観測して
おく方が良いのではないかしらん」など、いろ
いろと想像できそうです。さらなる想像は、み
なさまにお任せして、この文章はここらでおし
まいにさせていただきます。

（いしだ としひと・副センター長）

図 5：さそり座。しっぽの先にあたるところの周辺に、以前
太陽系に接近した可能性のあるさそり座 RY がある。
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　ティボル・へゲドューシュ博士。ハンガリー
の郡立バヤ天文台の台長さんです。この 10 月
に西はりま天文台においでになりました。実は、
ヘゲドューシュ博士は、1998 年 9 月に一度、
西はりま天文台に来られています（98 年 10
月号参照）。バヤ天文台は、食連星の研究が盛
んなところで、私は学生時代からヘゲドュー
シュ博士と連絡をとっておりました。98 年の
来日以降は共同研究もしました。
　さて、今回の来台では、16 年前には影も形
もなかったなゆた望遠鏡を見学してエキサイト

ヘゲドューシュ博士、再来
鳴沢 真也

されていました。21日には、講演していただき、
バヤ天文台の研究、教育、革新について紹介し
てもらいました。バヤでは、現在、変光星ばか
りではなく、流星、小惑星、系外惑星と幅広く
観測をしているようです。また、一般市民への
普及教育も熱心に行なっています。限られた機
材をフル活用して、できる限りのことをしてい
るという印象を受けました。
　これをきっかけにハンガリーと日本の天文学
交流が再燃することを願います。

（なるさわ しんや・天文科学専門員）

左から、へゲドューシュ博士のご子息バリント君、ティ
ボル・へゲドューシュ博士、筆者、この日観測に来てい
た木曽観測所の前原裕之さん。

バヤ天文台の活動について講演するへゲドューシュ博士。

2014 年もやりました
星の都のキャンドルナイト
　　　with   KiRiKo 二胡 ミニコンサート

12 月 23 日 16 時。受付で
は、ほしまるくんがお出迎
え。

京都大学 柴田 一成先生の講演会。荒ぶる
太陽活動の動画の迫力が印象的でした。

今回の目玉、KiRiKo（中西 桐子）さんの
二胡コンサート。ファンも混じって大盛況。
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鳴沢 真也
後期トライやる

　今年２回目のトライやるウィークが 11 月
10 日から５日間ありました。「勤務」したのは、
兵庫県立大学附属中学校の堂本剛秀君と播磨高
原東中学校の平野徳也君です。二人ともまじめ
なので、小型望遠鏡操作、60cm での観望体験、
なゆた望遠鏡での観測見学、天文工作など熱心
に取り組みました。
　メインの活動は、最終日のなゆた観望会で
す。参加者に見てもらう星を自分たちで選びま
した。事前に調べたそれらの天体について、参
加者に解説しないといけません。とうぜん暗い

部屋のなかでやるので、メモを見ることは難し
くなります。これに気がついた二人が自主的に
とった選択は、解説文を暗記することです。こ
れには、指導する私の方もびっくりです。そし
て、本番では、これを無事にやってのけました。
　５日間でしたが、科学する心、接客の心構え
などを学んでくれたと思います。近い将来は共
同研究者として、学会の会場などで会えたらい
いな、と勝手に想像しております。

（なるさわ しんや・天文科学専門員）

60cm 望遠鏡を操作。

2014 年もやりました
星の都のキャンドルナイト
　　　with   KiRiKo 二胡 ミニコンサート

なゆた望遠鏡での観測の見学。説明しているのは森鼻研
究員。

2014 年は月もなく天気も晴れて、キャ
ンドルと星の灯りの対比がとても奇麗で
した。
2015 年の暮れもよろしくお願いします。

圓谷 文明
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高橋 隼

　日本天文学会欧文研究報告 (PASJ) の最新号
66 巻 5 号（2014 年 10 月発行）に、西はり
ま天文台が関係する 2 本の論文が掲載されま
した。

1. おうし座の若い星が持つ円盤がなくなるま
での時間を求めた
　高木研究員らの研究により、おうし座にあ
る若い星が持つ円盤がなくなるまでの時間が
300-400 万年程度であると求まりました。生
まれたての星は円盤に取り囲まれています。「大
人の星」に近づくにつれて、円盤は失われてい
きます。しかし、どのようなメカニズムで円盤
がなくなるのかはよく分かっていません。解決
の鍵を握るのは「時間変化」です。研究グルー
プは、独自の年齢決定法を用いて、おうし座星
形成領域にある様々な進化段階の星（分厚い円
盤を持つ星から円盤がなくなりかけている星ま
で）の年齢を求め、今回の結果を得ました。今後、
ほかの領域でも同様の研究を行うことで、若い
星とその円盤の進化についての理解が深まるこ
とが期待されます。

2. 小惑星ベスタが「衝効果」で明るくなる原
因を突き止めた
　JAXA の長谷川 直氏らは、小惑星ベスタが
急激に明るくなる現象「衝効果」をはっきりと
とらえることに成功し、その原因を突き止めま
した。西はりま天文台のなゆた望遠鏡や 60cm
望遠鏡に同架された 7.6cm 望遠鏡も観測の一
翼を担いました。「衝効果」とは観測者から見

注目の話題を解説！

FOCUSAstro 

て天体が太陽の反対側に来るとき（「衝」の と
き）に、天体が急に明るくなる現象のことです。
この現象の原因を探るには、太陽、観測天体、
観測者のなす角（位相角）がなるべく小さい（一
直線に並ぶ）ときのデータが重要になります。
2006 年 1 月に位相角が 0.1 度にまで小さく
なるという、およそ 100 年に一度の好条件が
訪れ、集中的に観測が行われました。その観測
データを解析した結果、「干渉性後方散乱」が
明るくなる原因であると分かりました。

（たかはし じゅん・天文科学研究員）

参考文献（画像引用）

JAXA 宇宙科学研究所 ウェブサイト

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2014/1024_

vesta.shtml

日本天文学会の学術誌に、西はりま
天文台から 2 つの論文が掲載

JAXA 相模原キャンパスにて、6.4cm 望遠鏡で観測した
画像。視野角は 72×72 分角。中央の緑丸がベスタ。
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本田 敏志スタッフ活動日記　 12 月
★ 1 日（月）元研究員の新井 彰氏来台、観測
装置の調整などいろんなことを手伝ってもら
う。高木研究員は県立大学で講義。この日から
急に寒くなり、荒れた天気のため観測はできず、
明け方には氷点下まで下がった。
★ 2 日（火）昼には素晴らしい虹が見えるも、
夜は車のフロントガラスも凍るようになった。
いよいよ本格的な冬になってしまったようだ。
★ 3 日（水）加藤専門員のアイデアで、はや
ぶさ 2 打ち上げの中継を行い、みんなで無事
発射される様子を見守る。小惑星到着は 2018
年、地球への帰還は 2020 年の予定らしい、
何を持って帰ってきてくれるのか楽しみ。その
後なゆたの鏡を掃除、森鼻研究員、高橋研究員
が慣れた手つきできれいにしてくれた。観望会
は県立大副理事が参加されるも
曇りのため何も見えず。
★ 5 日（金）午前中、圓谷講
師取材の対応。本田は夕方から
石田副センター長と附属中学で
観望会、とても寒くて生徒らも
耐えられず。
★ 6 日（土）伊藤センター長、
岡山大学で集中講義。
★ 7 日（日）サイエンスツアーで高橋研究員
案内を行う。
★ 8 日（月）休園日。大学間連携事業で埼玉
大の学生が来台し、なゆたで観測とデータの解
析などを学ぶ。
★ 9 日（火）トライやるの発表会で鳴沢専門
員附属中学へ。石田副センター長取材の対応。
★ 12 日（金）鳴沢専門員、講演で名古屋へ。
★ 13 日（土）友の会観測デー。良く晴れて、
ふたご座流星群も見えた、しかしすごく寒い。
★ 15 日（月）公募観測のため国立天文台岡山
の前原氏来台、しかし曇りで観測できず。
★ 16 日（火）伊藤センター長、高木研究員、

望遠鏡について業者と打ち合わせ。夜になって
雪が本格的に降りだす。
★ 17 日（水）朝は真っ白な天文台。昼間は館
内の大掃除。森鼻研究員、高木研究員が、なゆ
たの観測装置交換を行う。ゼミに研究室を志望
する県立大の学生が参加。
★ 18 日（木）この日もずっと雪。観測どころ
ではなく、明け方恐る恐る下山。
★ 21 日（日）ペルー天体望遠鏡贈呈式に伊藤
センター長、石田副センター長出席。多くの方
の支援で望遠鏡が贈られました。夜は雲が多く、
雪も舞うが、久しぶりに少しだけ観望できた。
★ 22 日（月）高橋研究員、緊急観測をするも
雪雲に阻まれる。60cm で行う高校生の観望
会もだめだった。

★ 23 日（火）昼間、森鼻研究
員が高校生に講義を行う。夜は
キャンドルナイト、講演会は京
都大学の柴田一成氏、太陽の活
動とその影響についての講演。
今年は二胡奏者桐子さんによる
二胡のミニコンサートも行わ
れ、多くの方が参加されたよう

だ。この日は夕方より快晴となり、キャンドル
に灯がともると、幻想的な景色と共にとても美
しい星を見ることができた。取りまとめの圓谷
講師、お手伝いしてくれた学生の皆さんもお疲
れ様でした。本田は講演会講師の柴田氏と久し
ぶりに直接会うことができ、共同研究について
打ち合わせを行うことができた。
★ 24 日（水）公募観測で理研の野田氏来台、
森鼻研究員が対応を行うも天気が悪い。
★ 25 日（木）冬休みに入って高校生の来台が
増えるも、なかなか晴れてくれない。高木研究
員が望遠鏡の案内などを行う。
★ 27 日（土）今年最後の観望会は良く晴れま
した、来年はもっと晴れますように。

はやぶさ 2 の打ち上げを中継
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　宇宙 NOW 編集部では友の会会員様からの投稿記事と投
稿画像を募集中です。

募集の対象となるコーナーは次の４つです。

・パーセク
　星や自然、友の会のことなどを綴るエッセイ
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・from 西はりま
　友の会行事や個人活動の報告や紹介
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・Come on ! 西はりま
　会員企画の会合や参画イベントの宣伝
　［文字数 400 字程度。関連する画像、イラストなど１枚］

・投稿画像
　天体写真や当施設を含む風景写真など
　［JPEG。文字数 400 字以内のコメントと撮影データ］

投稿要件：
　原稿は「テキストファイル」を電子メールに添付してく
ださい。字数制限厳守でお願いします。
　画像やイラストは 1000×1000 ピクセル以上の JPEG。
電子メールにファイルを添付してご投稿ください。
　掲載号にご希望がある場合は、その旨をメールにお書き
添えの上、掲載希望月の１ヶ月前の 15 日までにご投稿願い
ます。ただし記事の掲載に際しては必ずしもご希望に添え
ない場合もございます。原稿の訂正やページレイアウトは
メールにて投稿者に送付し事前に確認をしていただきます。

＃採用された原稿は宇宙 NOW への掲載１回のみ使用いた
します。
＃バックナンバーは PDF 化され Web 上で公開されます。
＃採用された方には記念品を贈呈します。

投稿は「氏名（よみがな）、会員番号」をお書き添えの上、
下記のアドレスまでお願いいたします。
　宇宙 NOW 編集部（メール）　now@nhao.jp
　電話によるお問い合わせ　　  0790-82-3886（圓谷）

宇宙 NOW では友の会会員からの投稿記事を募集中です！

2 月 8 日の天文講演会は　
「太陽系外惑星のいろは」

　太陽以外の恒星を公転する惑星 “ 太陽系外惑星 ” は 1950 年代から
探されてきましたが、1995 年まで 1 個も見つかりませんでした。し
かし、その後わずか 20 年のうちに、その発見数は 2000 個に迫りま
す。本講演では、太陽系外惑星の探し方から、今なお新発見が続く太
陽系外惑星の世界を解説します。

【日時】
　2 月 8 日（日）　16：30 〜 18：00　
　申し込み：不要　参加費：無料

【場所】
　天文台南館スタディルーム

画像引用：PHL（Planetary 
Habitability Laboratory ）
http://phl.upr.edu/outreach

講師：加藤 則行（西はりま
天文台 天文科学専門員）
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3/14

＃友の会会員の特典のお知らせ
友の会の方は来園時に会員カードご提示で
　　　☆　『喫茶　カノープス』の飲食代　10％ OFF
　　　☆　ミュージアムショップ『twinkle』でのお買い物 1000 円以上で　10％ OFF
になります。ぜひご活用ください。

第 149 回 友の会例会　　※友の会会員限定
日時：3 月 14 日（土）18：30 受付開始、19：15 〜 24：00
内容：天体観望会、テーマ別観望会、クイズ、交流会など
費用：宿泊 大人 500 円、小人 300 円（グループ棟の場合）
　　※今年度は友の会から宿泊料金の助成があり、シーツ代込の料金です。

　　　朝食 500 円  ( 希望者 )
申込：申込表 ( 右表 ) を参考に、下記の方法でご連絡下さい。
　電話：0790-82-3886　FAX：0790-82-2258
　e-mail：reikai@nhao.jp（件名を「Mar」に）
締切：グループ棟泊、日帰り　3 月   7 日（土）　
　　　家族棟宿泊　　　　　　2 月 14 日（土）

直前のお申し込みや、キャンセルは控えていただくようお願いいたします。
お食事のお申し込みについては、３日前までは無料、２日前 20％、前日 50％、当日 100％のキャ
ンセル料が発生します。

例会参加申込表
会員 No.　　（　　 ）　氏名 （ ）
宿泊棟 家族棟ロッジ ／ グループ用ロッジ
 大人 小人 合計
参加人数 （　） （　） （　）
宿泊人数 （　） （　） （　）
シーツ数 （　） （　） （　）
朝食数 （　） （　） （　）
 男性 女性
部屋割り （　） （　）
グループ別観望会の希望 （　）

2/14 友の会観測デー　　※友の会会員限定

日時：2 月 14 日（土）19：00 受付
内容： 60cm 望遠鏡を使って様々な観測体験をします。技術や知識を身につけ、サイエンス
　　　ティーチャーとして活躍する方も誕生しています。天体写真を撮ることもできます。
費用：宿泊…大人 750 円 小人 250 円　シーツ代は別途 250 円　※朝食の申し込みは不可
場所：天文台北館 4 階観測室
定員：20 名
申込：申込表 ( 右表 ) を参考に、下記の方法でご連絡下さい。
　電話：0790-82-3886　FAX：0790-82-2258
　e-mail：tomoobs@nhao.jp（件名を「Feb」に）
締切：2 月 7 日（土）



宇宙 NOW No.298 2015 年 1 月 15 日発行　発行：兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 天文科学センター　定価 200 円
〒 679-5313 兵庫県佐用郡佐用町西河内 407-2 TEL:0790-82-3886( 天文台 ) 0598( 管理棟 ) FAX:82-3514 Email : harima@nhao.jp

2015 年　　　月2

2 月のみどころ 今月号の表紙
　東の空に春をつげる星座とともに木星が姿を現し
ています。これからしばらくは人気惑星を含むバラ
エティに富んだ観望会メニューが期待できます。
　大撫山の夜は強烈に寒いですし、山道も雪・凍結・
鹿と危険もありますが、それを上回る素晴らしい天
体の数々を堪能できます。天気予報を参考に、土曜・
日曜の一般観望会に是非お越し下さい。うまくする
と貸し切り状態かも・・・。

星
ほしぞら

空

「ラブジョイ彗星」
　兵庫県立大学の大学院生で、はりま宇宙講座出身
の星空案内人でもある、岸本 良さんが撮影。
望遠鏡 : Vixen R200SS（F4.0, f800mm）
カメラ : Nikon D7000（改造）
日時と露出：2015.01.10 21:36
　　　　　　20 min（120 s x10 ISO1600）
　　　　　　兵庫県佐用郡佐用町

木星


