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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
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白水大池公園の桜と星の館の臨時開館

　白水大池公園は春日市内のため池の中で最も大きな白水池を整備した公園

です。18種類の遊具がある「ちびっこ広場」や天然芝の多目的広場では、

サッカーやラグビー競技がおこなれています。

　そんな白水大池公園のこの時期の見どころは何といっても桜でしょう。

ヤフオクドーム８個分の広さがある公園の中に約1000本の桜が植えてありま

す。多くはソメイヨシノですが、しだれ桜や八重桜も美しく咲き誇ります。

毎週、金土日開館している星の館。桜の美しいこの時期は臨時開館を行いま

す。夜桜と星空を楽しみに星の館に遊びに来てください。

しろうずおおいけこうえん　　　かすがしない　　　　　　　いけ　　なか　 もっと　 おお　　　　しろうずいけ　　せいび　　　　　こうえん

　しゅるい　　ゆうぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひろば　　　　 てんねんしば　　　たもくてきひろば

しろうずおおいけこうえん　　 さくら　　ほし　やかた　　　りんじかいかん

  きょうぎ

おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざくら　　やえざくら　　うつく　　　　さ　　ほこ

こぶん　　 ひろ　　　　　　　　こうえん　　なか　　やく　　　　ほん 　さくら   う　

まいしゅう　きん ど にちかいかん　　　　　　　　 ほし　やかた　さくら　うつく　　　　　　　　 じ　き　　りんじかいかん　　　おこな　

 しろうずおおいけこうえん　　　　　　 じ　き　　　み　　　　　　　　なん　　　　　　　　　　さくら

よざくら　　ほしぞら　　たの　　　　　　ほし　やかた　　あそ　　　　き

　全天88星座ある中で春の星座は大きな星座上位３つがあります。うみへび座、おとめ座、

おおぐま座。春霞の空に大きな星座を探してみましょう！
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～春休みに白水大池公園 星の館にでかけよう！～
はるやす　　　　　しろうずおおいけこうえん　　ほし　 やかた

夜空に並ぶ、ひなまつり星

　３月３日のひなまつりの頃、夜空にも「ひな

まつり星」と呼ばれる星が輝いています。オリ

オン座の近くにある、ふたご座のカストルとポ

ルックスです。ポルックスがお内裏様、カスト

ルがお雛様です。

　３日には午後９時頃天頂付近に輝いて見えて

います。夜空の中でぜひ、探してみて下さい。

北極星を探してみよう

　北の空の星たちは北の方角にある北極星を

中心として回っているようにみえます。この

北極星を探すのに使う星の並びが北斗七星と

カシオペヤ座です。

　ひしゃくの形をした北斗七星とＷの形をし

たカシオペヤ座。点線の距離をそれぞれ５倍

したところに北極星はあります。夜空の中で

北極星を探してみよう！
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ブルームーンをみよう

　月齢の周期からみると、一ヶ月に満月が２回あ

ることは珍しいことなのですが、３月は満月が

２回あります。一ヶ月のうち２回目の満月を「ブ

ルームーン」と呼びます。珍しいことからブルー

ム―ンを見ると「幸せになれる」と言われていま

す。今月は３月31日がブルームーンです。

次にブルームーンが見れる日は2020年10月です。

幸せになれる月を見てみましょう。 ○

○
満月

満月

新月

下弦の月

上弦の月

日にち：３月２１日（水）～４月１日（日）

時　間：午後２時～午後９時

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18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(表面）
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　　　星の館でスタンプラリーに参加しよう

　星の館では「ほしぞらスタンプラリー」を行っています。

一年を通して星の館で案内する星を望遠鏡で見てスタンプを

集めてみませんか？スタンプがいっぱいになった頃には

星博士になっているかも！？

　参加費：無料
　対　象：どなたでも（受付は随時行っています。）
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世界に一つだけ！

自分だけの手作り望遠鏡！！
じぶん 　　　　　　 てづく　  ぼうえんきょう

せかい 　　ひと

て づく    ぼうえんきょうこうさく

ぼうえんきょう　　し く　　　　  まな　　　　　　　　 じぶん

てんたいぼうえんきょう 　つく             　　　　　ぼうえんきょう　 ばいりつ 

　　　　☆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：３月11日(日)・25日(日)

　時　間：午後３時～午後５時

　材料費：2700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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３月天文カレンダー
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 1日(木）月がレグルスに接近

 2日(金）満月○

 4日(日）水星と金星が接近

 6日(火）啓蟄（太陽黄経345度）

 7日(水）月と木星が接近

 9日(金）下弦の月　

10日(土）明け方南の空、月と火星が接近

16日(金）水星が東方最大離角

17日(土）新月●

19日(月）月と金星が接近

20日(火）水星と金星が接近

21日(水）春分（太陽黄経0度）

25日(日）上弦の月　

31日(土）満月○

月をパシャリ　

   カメラ付携帯やコンデジで月の写真を撮ろう!

　日にち：３月２日(金)～４日(日)

双眼鏡で星空さんぽ

    双眼鏡で星空を楽しもう。

　日にち：３月９日(金)～11日(日)
　　　　　　　23日(金)～25日(日)
　

カニの泡をみないカニ？

    かに座のカニの口元にある、泡を吹いたような星の集まりをみよう。

　日にち：３月16日(金)～18日(日)

春休み臨時開館

    暖かくなって星を楽しめる時間が長くなってきました！ 

　日にち：３月21日(水)・22日(木)・26日(月)～29日(木)

春の星座をみよう

    大きな星座が多い春の星座をみよう。 

　日にち：３月30日(金)～４月１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24日(土)　時間：午後２時30分～午後３時
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星の館キャラクター
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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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 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。
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　冬の星座が西の空に輝くこの時期は、寒さが和らぎ、星の観察がしやすくなってきます。肉眼で明る

い星が多く見えますが、双眼鏡の視野いっぱいに散らばる散開星団も多くみえます。今月、星の館では

双眼鏡を使って夜空の散開星団を案内します。
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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
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に転送されます
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ルームーン」と呼びます。珍しいことからブルー

ム―ンを見ると「幸せになれる」と言われていま

す。今月は３月31日がブルームーンです。

次にブルームーンが見れる日は2020年10月です。

幸せになれる月を見てみましょう。 ○

○
満月

満月

新月

下弦の月

上弦の月

日にち：３月２１日（水）～４月１日（日）

時　間：午後２時～午後９時

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18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(表面）

こうしゅうかい

しろうずおおいけこうえんほし　　やかた　　　　　ほしぞらかんぼうかい  きょうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずいじ ぼしゅう

 ほし　 やかた　　　　　　　　　　　　　　　きょうみ　　　　　　かた　　 おうぼ　　　　　ま はなし　

き　　　　  き

よぞら　　　　なら　　　　　　　　　　　　　　　ぼし ほっきょくせい　　さが

きた　　そら　　ほし　　　　　　きた　　ほうがく　　　　　　ほっきょくせい

ちゅうしん　　　　　まわ　　　

ほっきょくせい　さが　　　　　　つか　　ほし　　なら　　　　ほくとしちせい

ざ

かたち　　　　　　ほくとしちせい　だぶりゅー かたち

ざ　　　てんせん　 きょり　　　　　　　　　　　　　ばい

ほっきょくせい　　　　　　　　　　 よぞら　　　なか

ほっきょくせい　さが

げつれい　 しゅうき　　　　　　　　　　　　いっかげつ　　　 まんげつ　　　　かい

めずら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　まんげつ

かい　　　　　　　　　　いっかげつ　　　　　　　　　かいめ　　まんげつ

よ　　　　　　　　めずら

み　　　　　　しあわ　　　　　　　　　　　　　　い

こんげつ　　　　がつ　　にち

つぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　ひ　　　　　　ねん　　がつ

しあわ　　　　　　　　　つき　　  み

　　　星の館でスタンプラリーに参加しよう

　星の館では「ほしぞらスタンプラリー」を行っています。

一年を通して星の館で案内する星を望遠鏡で見てスタンプを

集めてみませんか？スタンプがいっぱいになった頃には

星博士になっているかも！？

　参加費：無料
　対　象：どなたでも（受付は随時行っています。）

ほし　　　やかた 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         さんか

ほし　　やかた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おこな

いちねん　　とお　　　　ほし　 やかた   あんない　　　　ほし　 ぼうえんきょう　　み

あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ころ　　　　 

ほしはかせ

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

東

北

東

南

西

世界に一つだけ！

自分だけの手作り望遠鏡！！
じぶん 　　　　　　 てづく　  ぼうえんきょう

せかい 　　ひと

て づく    ぼうえんきょうこうさく

ぼうえんきょう　　し く　　　　  まな　　　　　　　　 じぶん

てんたいぼうえんきょう 　つく             　　　　　ぼうえんきょう　 ばいりつ 

　　　　☆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：３月11日(日)・25日(日)

　時　間：午後３時～午後５時

　材料費：2700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）

あ 　　　　　　　　つき

どせい　　　わ　　　み　 

ばい

３月天文カレンダー

○

○

 1日(木）月がレグルスに接近

 2日(金）満月○

 4日(日）水星と金星が接近

 6日(火）啓蟄（太陽黄経345度）

 7日(水）月と木星が接近

 9日(金）下弦の月　

10日(土）明け方南の空、月と火星が接近

16日(金）水星が東方最大離角

17日(土）新月●

19日(月）月と金星が接近

20日(火）水星と金星が接近

21日(水）春分（太陽黄経0度）

25日(日）上弦の月　

31日(土）満月○

月をパシャリ　

   カメラ付携帯やコンデジで月の写真を撮ろう!

　日にち：３月２日(金)～４日(日)

双眼鏡で星空さんぽ

    双眼鏡で星空を楽しもう。

　日にち：３月９日(金)～11日(日)
　　　　　　　23日(金)～25日(日)
　

カニの泡をみないカニ？

    かに座のカニの口元にある、泡を吹いたような星の集まりをみよう。

　日にち：３月16日(金)～18日(日)

春休み臨時開館

    暖かくなって星を楽しめる時間が長くなってきました！ 

　日にち：３月21日(水)・22日(木)・26日(月)～29日(木)

春の星座をみよう

    大きな星座が多い春の星座をみよう。 

　日にち：３月30日(金)～４月１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24日(土)　時間：午後２時30分～午後３時

そうがんきょう　ほしぞら　　たの

ざ　　　　　　　　 くちもと　　　　　　　　あわ　　ふ　　　　　　　　　　 ほし　　あつ

あわ

つきけいたい　　　　　　　　　　　　つき　　しゃしん　　 と

開館・イベント
かいかん

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。

ほし　　やかた　　 　　　　　　　　　　　ようす

かいかんじかん　　　できごと      　　　　こうしん

のこ　　　　　　　　　　　　うれ

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

星の館facebook

facebook  https://www.facebook.com/hoshinoyakata

あたた　　　　　　　　　ほし　　たの　　　　　　 じかん　　 なが

はるやす　　 りんじかいかん

そうがんきょう　　　ほしぞら

ほし やかた　かいかんじかん 　 ご　ご　　じ　　 ご ご　 　じ

 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

つき

はる　　せいざ

おお　　　　 せいざ　　 おお　　はる　　 せいざ

せいざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざ

て　づく　　かみしばい　　たんじょうせいざ　　　しんわ　　しょうかい

　冬の星座が西の空に輝くこの時期は、寒さが和らぎ、星の観察がしやすくなってきます。肉眼で明る

い星が多く見えますが、双眼鏡の視野いっぱいに散らばる散開星団も多くみえます。今月、星の館では

双眼鏡を使って夜空の散開星団を案内します。

ふゆ　　 せいざ　　 にし　　そら　かがや　　　　　　 じ　き　　　　さむ　　　　 やわ　　　　　　ほし　　かんさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にくがん　　あか

ほし　　おお　　 み　　　　　　　　　　そうがんきょう　　し　や　　　　　　　　　　 ち　　　　　　　さんかいせいだん　　おお　　　　　　　　　　　 こんげつ　 　ほし   やかた

そうがんきょう　 つか　　　　よぞら　　　さんかいせいだん　　あんない

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。

せいず　　ほしぞら　　み　　　 　　　　　あたま　うえ

み　　　　　　　　　　　　 ちじょう　  ち　ず

ちが　　　ひがし　にし　 さゆうぎゃく

北斗七星

レグルス

カストル

リゲル

カペラ

すばる

北極星

こぐま座

おひつじ座

エリダヌス座

うさぎ座

おおぐま座

しし座

うみへび座

かに座

おうし座

オリオン座

こいぬ座

カシオペヤ座

ペルセウス座

ぎょしゃ座

ポルックス

ふたご座

アルデバラン

ベテルギウス
プロキオン

おおいぬ座
シリウス

東 西

北

南

M44

冬の大三角 M42

一等星
二等星
三等星
四等星

３月
１日 21時の星図
15日 20時の星図

145番星

 白水大池公園　星の館 
　開館日：金曜～日曜
　午後２時～午後９時

  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

ほしぞら新聞白水大池公園

 星の館３月

2018年 春
日
市


