
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 
 (１) 緑友ハーモニー運営体制 
　　　幹事長: 小林 力 (5回生)　　　  
　　　幹事楽譜係: 上田啓子 (15回生)、幹事会計係: 油井千津子 (15回生) 
　　　パートリーダー: 矢島多恵子 (ソプラノ)、山下ユミコ (アルト) 
　　　　　　　　　　  河野通久 (テナー)、上田昌紀 (バス) 

　(２) 新型コロナウィルス感染予防のため練習日程大幅変更 
　ご承知のように、2月末から10月第2週までの全ての練習、軽井沢合宿、老
人ホーム慰問も中止となりました。練習日程表には、記録のためにすべての
キャンセル分も載せています。 
　目黒区では10月13日以降施設の利用条件が緩和され、緑友ハーモニーも10
月23日に8ヶ月ぶりに練習が再開されました。椅子の間を1m以上空けてマス
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ク着用のまま歌うという窮屈な練習ですが、みんなと歌える喜びはひとしお
です。 
　コロナの影響で今年はクリスマス祝会は中止になりましたが、12月11日は
通常の練習日として、クリスマスの歌を歌うことになりました。 

　(３) 今後の練習日程 
　11月以降の練習会場は次のテーブル記載のとおりです。2021年1月の練習会
場がなかなか取れず、ようやく8日は目黒本町社教館を、22日は東山社会教育
館(田園都市線池尻大橋から徒歩6分)という新しい会場を押さえしました。東
山社会教育館に関しては来年1月初めにメールで詳しくご案内します。なお、
練習日程は緑友ハーモニーのホームページでも見ることができます。 

2月28日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

3月6日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

3月13日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

4月10日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

4月17日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

4月24日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

5月8日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

5月22日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

5月23日 (土) 緑友同窓会 中止

6月12日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

6月26日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

7月10日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

7月24日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

8月14日 (金) 18:00 ～ 20:00 夏休み

8月28日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

9月10日～11日 軽井沢合宿は新型コロナ感染予防のため中止

9月11日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

9月25日 (金) 10:00 ～ 12:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止



　(４) １２月号のひまつぶし 

　　First Light (その４) Deep Sky Observation                    小林　力


11月に入って何日か快晴の日がやってきた。そこで、eVscopeを持ち出して
何度か千葉県の印旛沼へ出かけた。印旛沼の周辺には県立の「印旛沼公園」
と、多分印西市が作ったと思われる「かっぱ公園」というのがある。前者は

県立だけあって、敷地面積も広く駐車場も完
備されている。展望台付近はかなり暗く、天
体観測に適しているが、駐車場から400m程の
距離がある。一方「かっぱ公園」というのは
印旛沼のすぐ脇のせいぜい幅10m、長さ100m
くらいの細長い小さな広場だ。ここは6、7体
の河童の像が置かれている奇妙な公園だ。た
だこの公園の利点は車で乗り入れて、車のす
ぐ脇に望遠鏡を設置できることだ。暗い天体
を長時間露光する間、車の中で暖かくして
待っていられる。左の写真が入口だ。左の土
手の向こうに印旛沼がある。


10月9日 (金) 18:00 ～ 20:00 新型コロナウィルス感染予防のため中止

10月23日 (金) 10:00 ～ 12:00 緑が丘文化会館・ 第11研修室（別館2階）

11月13日 (金) 18:00 ～ 20:00 緑が丘文化会館・ 第1レクホール（本館3階）

11月27日 (金) 10:00 ～ 12:00 緑が丘文化会館・ 第1レクホール（本館3階）

12月11日 (金) 10:00 ～ 12:00 緑ヶ丘文化会館・第11研修室（別館2階）

1月8日 (金) 18:00 ～ 20:00 目黒本町社教館・レクリエーションホール

1月22日 (金) 10:00 ～ 12:00 東山社会教育館・レクリエーションホール

2月12日 (金) 18:00 ～ 20:00 緑ヶ丘文化会館・第11研修室（別館2階）

2月26日 (金) 10:00 ～ 12:00 緑ヶ丘文化会館・第11研修室（別館2階）



さて、然るべきところに望遠鏡を設置して観測開始だ。まずは名刺代わりに
ポピュラーなオリオン星
雲を観測。左の写真がそ
れだ。これはオリオン座
の三つ星の下の方に、肉
眼でもボ～ッと見える
M42だ。太陽系からの距
離は1,300光年。ここには
多くの星間物質が集まっ
ていて、盛んに新しい星
が誕生している。新しく
生まれた星々に照らされ
て星間物質が輝いている
のだ。その左側に小さな
明るい部分があるが、こ
れも星雲 (M43)である。


次に「Dumbbell (亜鈴状) 星雲」を見てみ
よう。左の映像だ。太陽系に比較的近い
1,235光年の距離にある。これは双眼鏡で
も容易に見ることができ、アマチュア天
文ファンの観測対象として非常に人気が
ある。そのためこの星雲は惑星状星雲と
して最初に見つかった天体である。太陽
のような恒星が末期を迎えて外殻の吹き
飛ばされた水素などが中心星の紫外線に
よって輝いているのだ。


次は北半球で最も明るい球状星団M13
だ。眼の良い人なら空が暗ければ肉眼で
ボッと見えるというが、私には全く見え
なかった。この星団は地球からの距離は
約22,200光年で、数十万個の星からな
る。年齢は117億年で最古の球状星団の一



つと考えられている。1974年にプエルトリコのアレシボ電波望遠鏡からこの
星団に向けてメッセージ（電波）が送信されたことは前にも書いたとおり
だ。この星団の中に知的生命を育む惑星が存在していたら、2万数千年後に
地球からのメッセージを受け取り、メッセージを送り返すかもしれない。４
万数千年後の人類はそれを解読できるだろうか。


いよいよ遠い天体、銀河の出番だ。まず
は「Triangulum (さんかく座) 銀河 (M33)」
さんかく座銀河は、天の川銀河、アンド
ロメダ銀河とともに、ローカルグループを
構成する主要な銀河の一つである。質量
はほぼ天の川銀河程度とされ、直径は約6
万光年と推定されている。太陽系からの距
離は、約300万光年と推定されており、ア
ンドロメダ銀河とともに眼の良い人なら
肉眼でボ～っと見える最も遠い天体であ
る。アンドロメダ銀河との距離はおよそ75

万光年と比較的近い位置にある。あまり良い写真ではないが、スパイラル
アームが見て取れると思う。


次は発見者の名を冠した「Bode 銀河」M81。この銀河は約2,500億個の星を
持っていて、天の川銀河 (約4,000億個)
よりやや小ぶりだ。写真をよく見ていた
だくと、上と下にスパイラルアームがか
すかに写っているのがお分かりいただけ
ると思う。この銀河は地球から約1,170
万光年の距離にある。


実はこの銀河からわずか15万光年の距離
にもう一つの銀河M82がある。下の写真
がそれだ。その形から「Cigar (葉巻) 銀
河」と呼ばれている。両銀河はM81銀河
団と呼ばれる同一の銀河団に所属してお

り、お互いの銀河の中心は15万光年しか離れていない。そのため数千万年前



両銀河は接近遭遇し、M82は巨大なM81
の重力の影響を受けて変形させられたと
考えられている。それぞれの銀河に生息
している知的生命から互いの銀河を眺め
たら実に壮大であろう。15万光年の距
離を克服してすでに両銀河間に何らかの
交流が成立しているかもしれない。想像
に胸が膨らむ。M81の丸みを帯びた形と
M82の細長い形は対照的で、望遠鏡の設
定によっては二つの銀河を同一視野に入
れることもできる。


というわけで、待ちに待ってようやくDeep Sky Observation が可能となった
が、観測地点の暗さには満足していない。今後もeVscopeを携えて真の闇を
求めた放浪が続くことになるだろう。これで今回のFirst Lightはひとまず完結
とする。


