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星空おでかけ情報星空おでかけ情報

流れ星を見つけよう！流れ星を見つけよう！

観望会のご案内観望会のご案内

　みなさんは流れ星を実際に見たことはありますか？じつは真っ暗な
場所では１時間に数個の流れ星が現れます。そして年に何回か、いつ
もより多くの流れ星が出現する天文現象（流星群）があります。8月
12日前後には、ペルセウス座流星群の活動がピークを迎えます。明る
い月が沈んだあと、
夜半～夜明けまでが
見えやすいチャンス
の時間。すこし夜更
かしをして、流れ星
探しにチャレンジし
てみませんか。

問い合わせ：011-892-5004（科学館天文係）

札幌市青少年科学館

昼間の星をみよう
日　　程 土曜日　14:30～15:00

（受け付け13:30～１階エントランス）
場　　所 科学館屋上天文台
観望対象 金星やカペラ、アークトゥルス
定　　員 先着１５名

問い合わせ：011-511-9624（札幌市天文台）

札幌市天文台

昼間公開
日　　程 火曜日

10:00～12:00
水曜日～日曜日
10:00～12:00、14:00～16:00

観望対象 太陽

夜間公開
日　　程
●7月　20：00～22：00
　①8日（金）9日（土）10日（日）
　②29日（金）30日（土）31日（日）

●8月　20：00～22：00
　①5日（金）6日（土）7日（日）

　②19日（金）20日（土）21日（日）
観望対象 火星、土星、夏の星座

観望対象 火星、土星、春から夏の星座

観望対象 夏から秋の星座

科学館天体観望会
日　　程 8月6日（土）20：00～21：30
場　　所 科学館駐車場
観望対象 火星、土星、夏の星座

さっぽろ星まつり
日　　程 9月3日（土）、4日（日）16：00～21：00
場　　所 さっぽろさとらんど

1年に1度の星のおまつり！
望遠鏡で星を見たり、天文ゲームに

参加しましょう！

●プラネタリウム入場時刻（7・8月）

（「おばけのマ～ル」・「ほしをつかまえたおうじ」は、計 30分間）
職員による星空の生解説と、ドーム全体に広がる映像作品をお楽しみください。
※夏の特別展期間（7月23日～8月21日）は、土日祝スケジュールとなります。

7
月

平　日

土・日・祝

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回

8
月

平　日

土・日・祝

『僕らもみんな宇宙人！？』
新機器ケイロンⅢの化身
とサイエンジャーが、宇宙
を大冒険！星の一生や宇
宙の広がり…宇宙の秘密
にせまる！！

対象：一般

『おばけのマ～ルと  
  ゆめのとびら』
「おばけのマ～ル」がプラ
ネタリウムにやってきた！
マ～ルが星のお勉強…。
と思いきや！カワイイ冒
険のはじまり！

対象：小学生以上

対象：ファミリー

『ほしをつかまえたおうじ』
「ほしにねがいをいえばゆ
めがかなう」おうじはほし
をつかまえて、なにをおね
がいするのでしょう。札幌
在住の絵本作家そらさん原作のおはなし。

対象：ファミリー

プラネタリウム番組プラネタリウム番組

今回の表紙写真は
「はくちょう座

サドル周辺の散光星雲」

プラネタリウムの内容は、 の計50分間です。+職員による星空生解説 プラネタリウム番組

PICK UP！PICK UP！

対象：一般

『今日の星空』
全編職員による生解説。当日の星空や旬の
話題をたっぷりお届けします。職員によっ
てお話の内容が変わります。約 2ヶ月毎に
変わる「テーマ解説」として、この時期に注
目される流れ星についても紹介します。

※投影の中止または内容が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。
※開演の5分前に発券を終了いたします。開演後は入場できません。（各回定員200名）
※Tモード付き補聴器で、音声を拾うことができます。

『ダークユニバース』
見えないけれど確実にそこ
にある、ダークマターとダー
クエネルギー。宇宙の姿を
形作り、これからの宇宙の
運命を握っている謎の存在
であるこれらにスポットを
あて、宇宙の謎に迫る！

対象：小学生以上

『ワク・ドキ！探検☆大宇宙
 -ガリレオとめぐる太陽系の旅-』
はじめて望遠鏡を使って星
の世界を観察したガリレオ
・ガリレイ。彼が案内役とな
り、太陽や８つの惑星、小惑
星、オールトの雲など太陽
系をめぐる旅に出発します。

空全体を
見てみてね！

※（　）は、65歳以上、身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を
提示の方。

9：00～17：00
9：30～16：30

9：10
（団体専用）

※内容は団体の希望による

10：25
（団体優先）

ほしをつかまえたおうじ

11：40
（団体専用）

※内容は団体の希望による
13：00

ほしをつかまえたおうじ
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僕らもみんな宇宙人！？
15：30
今日の星空
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2016年7・8月の空

南を向いている場合

北を向いている場合東を向いている場合 西を向いている場合

①星図は空に
　かざして
　使います。

②空にかざしたら、
　自分の向いている方角
　と星図の方角とを合わ
　せて星を探しましょう。

　この時季、空の高い所には、明るい 3つの
星を見つけることができます。最も明るい星
はこと座のベガ。その次に明るい星はわし座
のアルタイル。3 つの中では一番暗い星がは
くちょう座のデネブです。この 3 つの星を
つないでできる大きな三角形を「夏の大三
角」といいます。他にも、南の空低い所には夏
を代表する星座のさそり座を見つけること
ができます。赤く輝く星は一等星のアンタレ
スでさそり座の心臓部分にあります。

7/1
23時ごろ

8/1
21時ごろ

星図の使い方

　日本の伝統行事「七夕」。七夕伝説の登場人物は、夏の大三
角をつくる星たちが関係しています。こと座のベガが「織姫」、わし座
のアルタイルが「彦星」、そしてはくちょう座は2人の中をとりもつ
「カササギ」として語り継がれています。

　ちなみに彦星は牛飼
いの仕事をしていたた
め、アルタイルの両隣
に輝く星は、彦星がつ
れていた牛の姿だと言
われています。星探し
の目印にもなりますね！

〈さそり座のおはなし〉
　狩人オリオン（オリオン座は冬が見頃）をこらしめるために、女神ヘラ
が放ったとされているのがこのさそり。心臓の部分では、赤いアンタレス
が輝いており、日本では、「酒酔い星」や「梅星（干し）」と呼ばれることも
あったのだとか。2016年は、火星と土星がアンタレスの近くで輝きます。
特に 8月 24日は、火星がアンタレスに近づきますので、どちらの方がよ
り赤く見えるか、比べてみてはいかがでしょうか。

〈みつけかた〉
　赤く明るい星、アンタレスを見つけ
たら、さらに周りの星を結んで、アル
ファベットの「J」のような形をつくり
ましょう。

満月　7/20、8/18
新月　7/4、8/3

下弦　7/27、8/25
上弦　7/12、8/11

さそり座

七 夕

せいざの
　おはなし

西
南北

東

7 月…21：00ごろ　南の空
8月…20：00ごろ　南～南西の空

彦星
アルタイル

織姫
ベガはくちょう座

わし座

こと座


