
　　　　  太陽メガネ工作

　太陽を安全にみるための特殊なメガネ工作。

日食観測はもちろん、日の出や日の入り、太陽

の表面を観察しよう！

　日にち：３月14日(日)・28日(日)

　時　間：午後３時～午後４時

　材料費：200円

　対象者：どなたでも　

　申　込：電話・メール

               (表面に記載)

　定　員：16名（申込先着順）

　　　　　※付き添いを含む人数です

　　　　　※付き添いは1名まででお願いします

　当日体調が優れない方はご遠慮ください。

　必ずマスク着用でご参加ください。
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３月天文カレンダー
4日(木)   火星とすばるが最接近

5日(金)   啓蟄(太陽黄経345°)

6日(土)　 下弦

 　　水星が西方最大離角

10日(水)　明け方細い月と土星が接近

13日(土)　新月

19日(金)　月と火星が接近

20日(土)　春分(太陽黄経0°)

21日(日)　上弦

24日(水)　金星が外合

27日(土)　木星の衛星エウロパの影に

          衛星イオが入る

　　　　　（部分食・午前5時24分）

29日(月)　満月
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すばるをみよう

 1000年前から楽しまれている天体を見てみよう！
   

  日にち：３月５日（金）～３月７日（日）

冬の星団・星雲をみよう

 冬の空にはちょっと変わった天体たちが見えています。
   

  日にち：３月12日（金）～14日（日）

おうし座に月と火星がやってきた

    おうし座の星と月、火星が近くに見える贅沢な週です。  
 

　日にち：３月19日（金）～21日（日）

星空は冬から春へ

    西に沈む冬の星と東から昇る春の星を同時にみよう♪ 

   

   日にち：３月26日（水）～28日（水）

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27日（土）　時間：午後２時30分～午後３時

ボランティア講習会

    星の館では星空観望会のボランティアを募集しています。  

   日にち：３月21日（日）　時間：午前10時～正午　　定　員：16名　
　対象者：高校生以上　※18歳未満は保護者の同意が必要　
　申　込：電話・メール(表面に記載)　※要申込
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　今年は 3月 17 日～ 23 日までが春の彼岸です。彼岸はお昼の時間と夜の時間が同じくらいになる、季

節の境目です。この時期は気温が高くなり、昼間は太陽の光がとても気持ち良いですが、夜はまだまだ

油断禁物。防寒着を準備して、暖かい格好で星空を観察しましょう。
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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８時(３月７日まで)
　午後２時～午後８時(３月７日まで)

  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：info@hoshinoyakata.com

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
春
日
市３月

2021年

 みなさま
に愛されて 10 年目に突入します !!
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　今日は何の日？ ”3月27日”

　３月２７日はヴィルヘルム・コンラート・レントゲンの誕生日です。

誰？と思った人は、名前の最後に注目してみましょう。そう、健康診断

などで行われる「レントゲン検査」に名前が残っている人です。レント

ゲンは検査に使われる「エックス線」を発見し、ノーベル物理学賞を受

賞しました。

　さてこのエックス線、実は宇宙からも飛んできています。それを研究

するのが“エックス線天文学”です。これまでの研究により、エックス

線を出しているのはブラックホールなどのちょっと変わった天体である

ことが分かっています。

　もっと知りたい人は、星の館に来て調べてみよう！
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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・宇宙・天体観測に興味のある人はまずは気軽に参加してみませんか？

　日にち：３月21日(日)

　時　間：午前10時～午前11時

　定　員：16名　　　

　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・メール(表面に記載）
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白水大池公園の桜と星の館

　春日市内の溜池の中で最も大きな白水池を含む総合公園「白水大池公園」

は、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。３月後半になると、ちらほらと咲き始め、散

歩する人たちを楽しませています。

　さて、桜の季節が近づくと、天気予報で桜前線と言う言葉を聞くようにな

ります。暖かい南から少しずつ桜が開花して、北へと進んでいく様子を天気

図のようにあらわしたものです。

　白水大池公園に咲く桜も、早く咲く桜と遅く咲く桜があります。どんな場

所が早いのか、どんな順番で咲いていくのかなど、白水大池公園版桜前線マ

ップ作りに挑戦してみても面白いかもしれませんね。

　星空と夜桜を眺めにぜひお越しください。
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白水大池公園『星の館』誕生

　2011年４月、街なかにある学べる天文台として新たなスター

トを切りました。アクセスしやすい公園内にあり気軽に星空を

堪能できる当施設には多くの市民の方々が訪れ、開館から４ヶ

月足らずで来館者１万人を突破しました。

　

　小惑星hoshinoyakataの命名

2016年、小惑星にhoshinoyakataの名前を付けていた

だきました。宇宙にも星の館が誕生しました。

　 星空案内ボランティアの活躍

　年間10,000人を超える来館者が訪れる星の館では多く

のボランティアが星空案内をしています。最初から星に

詳しかった人ばかりではなく半数以上は星の館で活動を

しているうちに星に魅せられハマっていった人達です。

2019年末にはボランティアの精力的な活動が称えられ、

春日市より感謝状をいただきました。

　

来館者１０万人突破

　活気のある楽しい天文台として春日市内外の方々にも知れ

渡るようになり2017年４月に来館者10万人を突破しました。

今年は年間を通してプチイベントを開催します。

秋にはちょっと大きな１０周年イベントも企画中です☆彡

これからも星の館に楽しく学びに来てくださいっ♪
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