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　少しづつ暖かくなってきて、春を感じることも多くなってきたのではないでしょうか？夜空を見上げ

ると、にぎやかだった冬の星々が西へと傾き、星座たちも少しづつ冬から春に入れ替わってきています。

　春を告げる勇ましいライオンの姿や、大きな柄杓の形をした北斗七星を探してみましょう。

 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
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 5日(日) 月面Ｘが見える（午後７時）

 　　　  上弦の月

 6日(月) 水星が外合

12日(日) 満月

14日(火) 月と木星が接近（午前３時）

20日(月) 春分

21日(火) 月と土星が接近

　　　　 下弦の月

23日(木) 金星が内合　

28日(火) 新月

　　　　　  ☆手作り望遠鏡工作☆

　望遠鏡の仕組みを学びながら、世界に一つだけの

オリジナル天体望遠鏡を作りましょう。

　望遠鏡の倍率は35倍なので、ピントをしっかり合

わせれば、月のデコボコしたクレーターや土星の環

を見ることができます。

　日にち：３月12日(日)・26日(日)

　時　間：午後３時～午後４時30分

　材料費：2500円　　　

　定　員：15名　※申込先着順

　対象者：どなたでも

　　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）

　申　込：電話・FAX・メールにて受付

　　　　電話:０９２－５５８－９０９９

　　　 　FAX:０９２－５５８－９０２３

　　　　メール：starpalace@skyblue.ocn.ne.jp
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半月をパシャリ

   

　迫力あるクレーターの姿を撮影できるイベントです。

　日にち：３月３日（金）～５日（日）

双眼鏡で星空さんぽ 

    　

　望遠鏡では見られない、星たちの姿を覗いてみよう。

　日にち：３月10日（金）～12日（日）

冬の星座をみよう

    　

　冬の星座たちはまだまだ元気に輝いています。

　日にち：３月17日（金）～19日（日）

カニの泡を見ないカニ？

    　

　夜空の蟹も泡をふいているってホントかな？

　日にち：３月24日（金）～26日（日）

春の星座をみよう

    　

　待ちに待った春の星座たちがデビュー！

　日にち：３月31日（金）～４月２日（日）

星座かみしばい（おひつじ座）

※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：３月25日（土）　時間：午後３時～午後３時30分
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 星の館の開館時間は午後２時～午後９時です。

 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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一等星

二等星
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四等星

３月

１日 21時の星図

15日 20時の星図

　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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   　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。

ほし　 やかた　 まちなか       　　てんもんだい　　　　にゅうかんりょう むりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　かた　　　　 りよう

ほごしゃ　　 かた

こ さま　  あんぜん　　　　　　とく　　 やかん    　 ほごしゃ  　　どうはん　　　　ねが

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆星の館に行ってみよう！☆

いつもは毎週金曜日、土曜日、日曜日の３日間だけ開いている星の館ですが、春休みは

なんと月曜日から開いています！下の開館予定日を要チェック！

　　　　　　　　通：通常開館　　　臨：臨時開館　　　✕：閉館

春休み臨時開館のお知らせ！春休み臨時開館のお知らせ！春休み臨時開館のお知らせ！
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一番近い星は昼に見える！？一番近い星は昼に見える！？一番近い星は昼に見える！？

いちばんちか　　　　ほし　　　　ひる　　　　 み

　空を見上げると、たくさんの星々が輝いていますね。実は輝く星のほとんどは、

自分で光っています。では、私たちの住む地球から一番近い星はどこでしょうか？　

それは「太陽」なのです。星の館では、特別な望遠鏡を使って太陽を見ることが

出来ます。
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　　　　　ボランティア講習会

　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。

　星の館のボランティアに興味のある方の応募

をお待ちしています。まずはお話だけでも聞き

に来ませんか？

　日にち：３月19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）

　申　込：電話・FAX・メール(下記)

       電話:０９２－５５８－９０９９

       FAX:０９２－５５８－９０２３

       メール：starpalace@skyblue.ocn.ne.jp
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　　　　♪星空を奏でる音楽会♪

　いつもは静かに星を見たりおはなしを聞いた

りする星の館ですが、この日だけは特別にBGM

を用意します！この機会に星の館に足を運んで

みませんか？

　夜空に輝く星々も、ちょっとだけ踊っている

ように見えるかもしれません♪

　

　日にち：３月19日(日)

　時　間：午後６時30分～午後８時

　参加費：無料　　　

　対象者：どなたでも
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　冬の星座は一等星が多くきらびやかな星空

を楽しめます。冬の一等星を結び形作られる

冬の大三角はよく知られていますが、冬のダ

イヤモンド（冬の六角形）を覚えておくとさ

らに星空が楽しめます。

　オリオン座のベテルギウスを中心として、

おおいぬ座のシリウス・オリオン座のリゲル

・おうし座のアルデバラン・ぎょしゃ座のカ

ペラ・ふたご座のポルックス・こいぬ座のプ

ロキオンを結ぶとダイヤモンドの形となりま

す。

　空に大きく広がっているので、空全体を見

ながら星座早見表やほしぞら新聞で、冬のダ

イヤモンドを探してみましょう。
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平成29年　惑星はいつ見える？
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水星・・・４月上旬、８月上旬、11月下旬の日の入り後、

　　　　　それぞれ１時間ほどですが観察しやすいです。

   

金星・・・年初から３月中旬まで、西の空で輝いています。

　　　　　４月になると、日の出前に東の空で輝き始めます。

    　

火星・・・残念ながら今年は地球から最も遠ざかっています。

　　　　　来年の８月に、15年ぶりに大接近します。

    　

木星・・・４月上旬から８月下旬くらいまで観測できます。

　　　　　望遠鏡や双眼鏡で木星を周るガリレオ衛星も見てみよう。

土星・・・６月下旬から10月中旬くらいまで天の川の中にいる

　　　　　姿を観測できます。今年は環が大きく傾いているの

　　　　　で、環にある「カッシーニの隙間」が見やすいです。
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