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星図で星空を見るときは、頭の上にかざ

して見ます。そのため地上の地図と

違い、東と西が左右逆に

なります。
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 白水大池公園　星の館 
　開館日：金曜～日曜
　午後２時～午後９時
(６月１日～９月15日　30分延長）

  福岡県春日市大字下白水209番地171　　ＨＰ：http://www.hoshinoyakata.com
 　　　TEL:０９２－５５８－９０９９
　　　 FAX:０９２－５５８－９０２３
　　　メール：starpalace@skyblue.ocn.ne.jp

開館日以外は「天文ハウスTOMITA」
に転送されます

ゆうがた　　にし　　そら　　　　きんせい　　　　　　とうきゅう　　あか　　　　　　よい　みようじょう　　　　かがや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あか　　　かがや

み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがし　そら　　　　　　ふゆ　　だいひょうてき　 せいざ　　　　　　　　　　　 ざ　　のぼ

ざ　　　み　　　　　ふゆ　　　　　　　　　 さむ　　　　　ま　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　 あたた　　　 かっこう　　ほしぞらかんさつ　　　　

たの　

開館・イベント

すばるを見よう 
    　

　たくさんの星が集まる天体「すばる」を見よう。

　日にち：12月２日（金）～４日（日）
　　　　　12月９日（金）～11日（日）

ふたご座流星群観望会（特別開館）
    　

　三大流星群の一つで、ふたご座を中心に流星が放射状に流れます。

　日にち：12月13日（火）
　時　間：午後９時～午後11時
　　　　　　※予約制。詳細は裏へ　

オリオン座のヒミツ
   

　人気の星座、オリオン座のヒミツを案内します。

　日にち：12月16日（金）～18日（日）

クリスマスツリーのてっぺんの星
   

　クリスマスツリーの一番上に飾る星は何の星でしょう？
　
  日にち：12月23日（金）～25日（日）

星座かみしばい（やぎ座）
※毎月第４土曜日開催

　手作り紙芝居で誕生星座の神話を紹介します。

　日にち：12月24日（土）　時間：午後３時～午後３時半
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 3日(土) 下弦の月

 5日(月) 大雪(太陽黄経255°)

 7日(水) 明け方東の空に月と金星が接近

11日(日) 新月●

13日(火) ふたご座流星群が極大

14日(水) 上弦の月

21日(水) 冬至(太陽黄経270°)

22日(木) 満月○

29日(木) 水星が東方最大離角

12月天文カレンダー

○

 イベントの天体が見える時間帯は午後７時頃からです。
てんたい　 み　　　　じかんたい　 ご　ご　　じころ

星の館キャラクター

スコープくん

星の館ブログ

　星の館でのイベントの様子や

開館時間の出来事などを更新しています。

コメントを残してくれると嬉しいです。
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ブログ　http://blog.goo.ne.jp/hoshinoyakata2

星の館facebook

facebook  https://www.facebook.com/hoshinoyakata
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　　　　　  ランプシェード工作

画用紙で作るランプシェード。用紙を上手に貼り

付けてかわいいランプを作ってみよう。

　日にち：12月11日(日)・25日(日)
　時　間：午後３時～午後５時
　材料費：500円
　対　象：どなたでも
（小学３年生以下は保護者同伴）
　定　員：20名　※申込先着順
　申　込：電話・FAX・メールにて
　　　　（左面に記載）
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　夕方の西の空には金星が -4.2 等級の明るさで宵の明星として輝いています。ひときわ明るく輝いて

いるのですぐに見つけることができるでしょう。東の空からは冬の代表的な星座、オリオン座が昇って

きます。オリオン座を見ると冬がきたと、寒さが増したようにも感じます。暖かい恰好で星空観察をお

楽しみください。

火星



＝流星を観察する時の注意＝

○１時間に40個の流れ星、と言っても流星にも明るいものと暗いものがあります。１～２分空を見上

　げて「見えなかった」ではなく、30分ほど根気強く観察しましょう。

○ふたご座流星群の特徴は『明るい・痕を残す』です。サッと流れてしまいますが、痕が 

  残っていることがあります。数人で空全体を観察してみましょう。

○空を見上げて観察すると数分で首が疲れてしまいます。レジャーシートに寝転んで楽な体勢で楽し

　みましょう。　

冬休み特集!!冬休み特集!!冬休み特集!!

　夕方西の空にひときわ明るく輝く金星。この金星

は晴れていれば昼間の青空の中に肉眼で探すことが

できます。腕をまっすぐ伸ばし、親指を立ててグー

を作るこの長さが15度。12月は太陽と金星が45度離

れているため、右の図のように太陽から南側に親指

立てたグー３つ分のところに金星を探すことができ

ます。星の館にきて一緒に金星さがしをやってみま

しょう。

　また、金星は望遠鏡で見ると、満ち欠けをしてい

ることが分かります。今日の金星はどんな形をして

いるかな？星の館で観察してみよう。

ふゆやす　　とくし
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青空の中の金星さがし！
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☆ボランティア勉強会

　白水大池公園星の館では、星空観望会などに

協力いただけるボランティアを随時募集してい

ます。勉強会はボランティアに登録している方

や登録を希望する方のための会です。望遠鏡の

操作方法なども学びます。

　星・宇宙・天体観測などに興味のある方の応

募をお待ちしています。

　日にち：１月21日(土)

　時　間：午前10時～正午

　参加費：無料　　　

　対象者：高校生以上　※要申込

　　　　　（18歳未満は保護者の同意が必要）
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☆水星を見よう

　太陽に近い水星は望遠鏡を使ってもめったに

見ることができません。そんな水星が夕方見や

すくなるのが東方最大離角といって地球からの

見かけ上、太陽と離れて見える日です。

　星の館では下記の期間、水星を案内します。

短い時間ですが、貴重な水星を観察してみまし

ょう！

　日にち：

　　　12月９日(金)～11日(日)

　　　　　16日(金)～18日(日)

　時　間：午後５時半～午後６時半
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～イベント申込先 星の館～

　TEL:092-558-9099

　FAX:092-558-9023

　ﾒｰﾙ:starpalace@skyblue.ocn.ne.jp

 そうさ ほうほう　　　　　　まな

～冬休みに白水大池公園 星の館にでかけよう！～
ふゆやす　　　　　しろうずおおいけこうえん　　ほし　 やかた

ほし　　かんさつ　　　　　　 ばしょ　　　　　　　　　　　　 よる　 　じ　　　　かいかん

   　保護者の方へ・・・

 星の館は街中にある天文台で、入館料が無料ということもあり、多くの方にご利用

いただいています。「星を観察できる場所」であるため夜９時まで開館していますが、

お子様の安全のため特に夜間は保護者の同伴をお願いしています。
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　　　　　　一年で一番、身長が伸びる日？？

　冬至は一年のうちで最も夜が長くなる日です。日本を含む北半球ではこの日、昼間の太陽の南中

高度（太陽が真南にある時間の高さ）が最も低い日なのです。つまり、影が一番長くなる日。

夏至の太陽の南中高度のとき、身長162センチの星の館スタッフの

影は27センチでしたが冬至の太陽の南中高度のときは、スタッフの

影は246センチになりました。

（地域によって影の長さは変わってきます。）

この時期の昼の時間、皆さんも外に出て自分の影の長さを

チェックしてみてくださいね。
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ふたご座流星群を見よう

　三大流星群である12月の『ふたご座流星群』。流星群は肉眼で観察

できるので、観望会当日星の館に来られない人も、位置を確認してい

れば、自宅からでも流星を見ることができます(観望会でも望遠鏡は

使いません)。

　ふたご座はオリオン座の近くにあります。オリオン座を目印に、ふ

たご座を探すと見つけやすいでしょう。今年の流星のピークは14日の

午前９時頃と予想されています。そのため13日から14日にかけての夜

が見やすくなるでしょう。今年は14日が満月のため観察条件はよくあ

りませんが、月灯りを目に入れないように観察してみましょう。

星の館でも流星群観望会を行います。
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日にち：12月13日（火）

時　間：午後９時～午後11時

対象者：どなたでも

　　　（高校生以下は保護者同伴）

定  員：50名

        応募多数の場合は抽選となります。

申込方法：右のように往復ハガキで

　　　　　お申し込みください。(後日、結果を通知します)

申込締切：12月２日(金)必着
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金星

青空の中の金星さがしをしよう！
あおぞら　　 　 なか　　　きんせい

　夕方５時を過ぎると太陽も沈み、空は段々と暗くなっていきます。冬の星空は明るい星が多

いので、星が一つ見つかると次々に星を探すことができるでしょう。明るい星から冬の星座を

たどってみてください。
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