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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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ちが　　　ひがし　にし　 さゆうぎゃく

 白水大池公園　星の館 
　開館日：金曜～日曜
　午後２時～午後９時３０分
(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
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開館・イベント

七夕観望会 
    　

　７月７日は七夕。星の館では10日まで笹飾りを飾ります。

　日にち：７月１日（金）～３日（日）
　　　　　７月８日（金）～10日（日）

七夕観望会（特別開館）
    　

　七夕の日、織姫と彦星に会いに行こう。

　日にち：７月７日（木）　

さよなら！木星観望会
   

　しし座の足元で輝く木星の案内は今月までです。

　日にち：７月15日（金）～17日（日）

さそり座をさがそう
   

　南の空に横たわるさそり座をさがそう。
　
  日にち：７月22日（金）～24日（日）

夏の星座と土星を見よう
   

　夏の天の川付近で輝く土星を見よう！
　
  日にち：７月29日（金）～31日（日）

星座かみしばい（しし座）
※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：７月23日（土）　時間：午後３時～３時半

かいかん
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 4日（月）新月

 5日（火）地球が遠日点通過　

　　　　　　1億5210万3775ｋｍ

 7日（木）七夕  小暑(太陽黄経105°)

 9日（土）月と木星が西の空で大接近

12日（火）上弦の月

15日（金）月が火星の北を通る

16日（土）月と土星が接近

20日（水）満月

22日（金）大暑(太陽黄経120°)

27日（水）下弦の月

28日（木）みずがめ座δ南流星群が極大

30日（土）やぎ座α流星群が極大の頃

７月天文カレンダー

○

ほし やかた　かいかんじかん    　がつ　　　がつ　　にち　　　ご　ご　　じ　　　　じはん

 星の館の開館時間は６月～９月15日まで午後２時～９時半

です。イベントの天体が見える時間帯は午後７時半頃から

です。

てんたい　 み　　　　じかんたい　 ご　ご　　じはんころ

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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のこ　　　　　　　　　　　　うれ

ブログ　http://blog.goo.ne.jp/hoshinoyakata2

星の館facebook

facebook  https://www.facebook.com/hoshinoyakata
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　たなばたかんぼうかい　　　 とくべつかいかん

もくせいかんぼうかい
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☆太陽スライム工作

　太陽を観察し、太陽の特徴や太陽が地球

にもたらす影響を学ぼう。

　後半は太陽の光によって色が変わるスラ

イム工作を行います。

　日にち：７月10日(日)・24日(日)

　時　間：午後３時～午後５時

　材料費：150円

　対象者：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・メールにて受付

　　　　　（表面に記載）　
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　西の空には木星がしし座の足元で -1.8 等級の明るさで輝いています。南の空には火星がてんびん座

の近くで -1.1 等級、  土星がさそり座の近くで 0.1 等級の明るさで輝いています。東の空からは夏の大

三角が昇ってきて、夜空全体が賑やかになります。7月 9日には月と木星が大接近します。肉眼でも近

くにあることが分かり楽しめるでしょう。人気惑星と夏の星座をぜひ探してみてください。



＝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。

○ペルセウス座流星群の特徴は『速い・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。　

夏休み特集!!夏休み特集!!夏休み特集!!

　さそり座の一等星の名前はアンタレス。この名前には「火星に対抗するもの」という意味がありま

す。その名の通り、火星と赤さを競い合っているかのようです。夏休み後半に火星はアンタレスの近

くで輝きます。さて、みんなにはどっちが赤く輝いて見えるかな？
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火星とアンタレスの赤さ対決
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世界に一つだけ！

自分だけの手作り望遠鏡！！
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☆手作り望遠鏡工作

　望遠鏡の仕組みを学びながら自分だけの

天体望遠鏡を作りましょう。望遠鏡の倍率は35倍

です。ピントを合わせると月のクレーター

（デコボコ）や土星の環も見ることができます。

　日にち：８月14日(日)・28日(日)

　時　間：午後３時～午後５時

　材料費：2500円

　対象者：どなたでも

         (小学３年生以下は保護者同伴)

　定　員：15名（要申込）
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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：８月21日(日)

　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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　天体観測においての夏の風物詩といえば、ペルセウス座流星群。

１月のしぶんぎ座流星群と12月のふたご座流星群と並ぶ、三大流星群

の一つです。今年のペルセウス座流星群はピークが12日の午後９時頃

で、出現数は１時間で約40個と予想されています。12日夜～13日の明

け方が見頃です。月は半月で西の空にあるため、北東の空を見上げな

がら観察しましょう。

　晴れたら、長く伸びた印象に残る流れ星が観察できるでしょう。

当日は星の館でも特別観望会を行います。
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日にち：８月12日（金）

時　間：午後９時30分～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：７月27日(水)必着
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　  ひと　　　　　　　　ことし　　　　　　　　　　　　　 ざりゅうせいぐん　       　　　　　　　 にち    ご　ご　　　じ　ごろ

　　がた　　みごろ　　　　　 　つき　  はんげつ　  にし　　そら　　　　　　　　　　　　ほくとう　　そら　　 み　あ

ペルセウス座流星群観望会

なつやす　　 きかん　　まいしゅうどにち　　　ひるま　　とくべつ

☆夏休み特別おはなし会

　毎週土曜の午後７時半から行われている

「おはなし会」は多くの方に好評いただいて

います。夏休み期間の毎週土日の昼間、特別

おはなし会を行います。簡単な工作などを取

り入れたおはなし会です。

　ぜひ、ご参加ください。

　日にち：

　　　７月30日(土)・31日(日)

　　　８月６日(土)・７日(日)・13日(土)

　　　　　20日(土)・21日(日)

　時　間：午後３時～午後４時

　参加費：無料

　対象者：どなたでも　

　定　員：20名（先着順）

　　※各回の内容はお問合せください。　　
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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

～夏休みに白水大池公園 星の館にでかけよう！～
なつやす　　　　　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　 　じはん　　　　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時半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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　　　　小惑星に星の館の名前が命名されました

　今年２月に王貞治さんの名前が小惑星に命名され、ニュースになりました。火星と木星の間にあ

るたくさんの小惑星。今回、その小惑星の一つが「星の館」と命名されました。

　星の館には市民ボランティアが約40名登録し、年間約１万５千人の来館者が訪れています。多く

の方から愛される天文台を広く紹介するために、小惑星に名前をつけてみてはどうだろうか、と提

案があり、命名していただきました。星の館の望遠鏡では見ることができない大きさですが、広い

宇宙に「星の館」という名前の星があると思うとワクワクしますね。

　今後とも星の館をよろしくお願いします！

　　　　　　　　　小惑星17567【Hoshinoyakata】
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☆太陽のスケッチをしてみよう

　太陽は数日連続で観察すると、黒点が移動

し、太陽が自転していることが分かります。

今日はどんな黒点が出ているかな？明日はど

うかな？

　星の館の太陽望遠鏡で観察し、スケッチし

てみよう。

日にち：毎週 金・土・日
時　間：午後２時～午後４時（太陽）
        ※筆記用具を持ってきてください
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