Stargazing Summer Triangle
Tonight, we have a good time of stargazing by using a planetarium which is able to project
more than 2.2 million stars. This blackout dome is made of a material that is easy to break and
is sensitive to heat. So, be careful not to get hooked and break.
The front of everyone sitting is south. The direction on the left hand side is east and the
direction on the right hand side is west. The planet climbs to the sky from the east, climbs to
the highest altitude at south, tilts to the west and sinks. Every star the same. On the other side,
when you face to north, all starts rotate anti-clockwise which is called as “diurnal motion.“ I’ll
show you later.
Summer triangle
Well, start with summer triangle which is consist of three first-magnitude starts, Deneb, Vega
and Altair.
Deneb is there, pointing by the red beam. One of the truly great stars of our Galaxy, a class A
(A2) supergiant, Deneb serves a three-fold role among the constellations. Its very name tells
the first. “Deneb” is from an Arabic word meaning “tail,” as this first magnitude (1.25) star, the
19th brightest as it appears in our sky, represents the tail of Cygnus the Swan, a classical
figure seen flying perpetually to the south along the route of the Milky Way. As the
constellation’s luminary, the star is also Alpha Cygni.

The reversal of Cygnus makes the asterism of the Northern Cross, with Deneb now at
the top, the cross seen rising on its side in early northern summer evenings, standing
upright in the west in early northern winter after sunset. Deneb also makes the western
apex of the famed Summer Triangle, which also incorporates Vega and Altair. These
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three white class A stars have roughly similar surface temperatures, Vega at 9500
Kelvin, Altair at 7550, Deneb in the middle, radiating at 8500.

The classic of the summer observation party is Albireo. Albireo is a Star Strait β star, located at
the head of a swan, so in English it is sometimes called a beak star or "beak star". Cygnus β
star is one of the stars that make up the north cross. It is one of the most famous double stars
in all skies. Albireo is a double star familiar to Astronomical fans, not a binary star. When you
observe with the 500mm astronomical telescope, you can see the beautiful appearance of
yellowish 3.0 stars etc. (star B 1st star) and bluish 5.1 iso stars (cajamas β2 stars) lined by
about 35 seconds.
In the fairy tales of Kenji Miyazawa "The Galaxy Railroad Night", "Two globular balls of blue
jewels (sapphire) and yellow beads (topaz), which looks awesome, also quietly circles and turns
quietly" Appears as an observatory to measure the flow velocity of the Milky Way.
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Next is Vega. One of the most famed stars of the sky, Vega is the luminary of the exquisite
constellation Lyra, the Lyre, which represents the harp of the great mythical musician Orpheus.
Its name derives from an Arabic phrase that means “the swooping eagle.” Vega is one of three
brilliant stars that divide the northern heavens into rough thirds, the others Arcturus and
Capella, and with Altair and Deneb forms the great Summer Triangle, lying at its northwestern
apex. At magnitude zero (0.03), it is the sky’s fifth brightest star, falling just behind Arcturus and
just ahead of Capella. It is also one of the closer stars to the Earth, lying just 25.0 light years
away.

First magnitude Altair, the 13th brightest star in the sky and the Alpha star of Aquila the
Eagle, is also the southern anchor of the famed Summer Triangle, which it makes with
Vega and Deneb. The Arabic name “Altair,” reflective of the constellation itself, comes
from a phrase meaning “the flying eagle.” Though the constellation does not look much
like its name, Altair itself is flanked by a pair of stars (the Beta and Gamma stars Alshain
and Tarazed) that really do remind the sky-gazer of a bird with outstretched wings. The
trio of stars has in fact been taken for an airplane with wing lights slowly flying across
the sky.
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Constellations in the center direction of the galaxy
Well, let’s look at the south horizon. You can find a red magnitude star that is called
Antares. A brilliant jewel set within the Milky Way, Antares guides us to one of the great
constellations of the sky, the Zodiac’s Scorpius (or Scorpio), the celestial scorpion, one
of the few constellations that actually looks like what it represents. Antares, a class M
(M1.5) red supergiant gleaming redly at the scorpion’s heart, has a color similar to Mars.
Since it is found within the Zodiac, which contains the apparent path of the Sun and
planets, it is commonly mistaken for the red planet, a fact shown by its name, Antares,
or “Ant-Ares,” which means “like Mars,” “Ares” being the Greek name for the god of war.
This magnificent first magnitude (typically 0.96) star, shining opposite Betelgeuse, its
counterpart in Orion, is ranked the 15th brightest in the sky. It is, however, a semiregular variable that can change by several tenths of magnitude over a period of years.
Its great distance of 550 light years (second Hipparcos reduction) reveals that it is truly
luminous, to the eye almost 10,000 times brighter than the Sun. Because it is cool, only
about 3600 degrees Kelvin at its surface, it radiates a considerable amount of its light in
the invisible infrared. When that is taken into account, the star becomes some 60,000
times brighter than the Sun (with considerable uncertainty).
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In 2018, Mars will appear brightest from July 27 to July 30 2018. Its closest approach to
Earth is July 31. That is the point in Mars' orbit when it comes closest to Earth. Mars will
be at a distance of 35.8 million miles (57.6 million kilometers). In addition, we’ll find
Jupiter in Scorpius. on Aug 1, 2019.
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Northern sky

Undoubtedly the most familiar star pattern in the entire sky is the seven stars that make
up the shape popularly termed the Plough or Big Dipper, part of the constellation Ursa
Major, the Great Bear. The seven stars form the rump and tail of the bear, while the rest
of the animal is comprised of fainter stars. Ursa Major is the third-largest constellation.

To locate Polaris, all you have to do is to find the Big Dipper pointer stars Dubhe and Merak.
These two stars outline the outer part of the Big Dipper's bowl. Simply draw a line from Merak
through Dubhe, and go about five times the Merak/Dubhe distance to Polaris.

Not seasonal, always there in the northern nighttime sky, Polaris, the North Star, marks
the North Celestial Pole. For those in the northern hemisphere it is a navigator’s
benchmark, the elevation above the horizon closely equal to the observer’s latitude.
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Actually, Polaris is slightly off the pole and has a tiny circle around it about 1.5 degrees
across.
Well, finally, I will experience the diurnal motion in 20 seconds.

So, you enjoyed stargazing by the planetarium. almost call it a day!
Thank you.!
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Appendix

Deep Sky

M57 Ring nebula, Lyla

The astronautical interests in the center direction of the galaxy: Typical constellations
that look like summer include Scorpio, Sagittarius. These constellations are
accompanied by a lot of astronomical topics.
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真夏の観望会
今宵、私たちは220万以上の星を投影することができるプラネタリウムを使うことに
よって星を見ることの良い時間を過ごしています。この移動用天体ドームは壊れやすく、
熱に弱い素材でできています。ですから、夢中になったり壊れたりしないように注意し
てください。
前を見て座っている皆さんの正面が、南です。左側の方向は東で右側の方向は西です。
惑星は東から空に登り、南の最も高い高度に登り、西に傾いて沈みます。すべての星は
同じです。反対に、北を向くと、すべてが反時計回りに回転し始めます。これを「日周
運動」と呼びます。後で説明します。
夏の大三角形 サマートライアングル
さて、Deneb、Vega、Altairからなる3個の一等星で作るサマートライアングルから始め
ましょう。
さて、赤いレーザービームで指しているのがデネブ Denebです。私たちのギャラクシー
の本当に素晴らしい星の1つ、クラスA（A2）の巨人、Denebは星座の中で3倍の役割を
果たします。そのまさにその名前は最初のものを伝えます。 Denebはアラビア語で、
「尾」を意味しています。これは、この一等星(1.25)で、19番目に明るいこの星は、白
鳥座の白鳥座の尾を表しています。天の川のルート。星座の輝かしい星として、アルファ
シグニともいいます。
はくちょう座の逆転は北十字架のアステリズムを作り、Denebは北上の夏の夜に横に上
がり、夕方の北半球の冬の初めに西に直立します。 Denebはまた有名な夏の大三角形
の西端にもなり、そこにはベガ Vegaとアルタイル Altairも組み込まれています。これら
の3つの白いクラスAの星は、ほぼ同じ表面温度を持っています、ベガが9500Kでベガ、
アルタイルが7550K、デネブが8500Kです。
夏の観望会の定番は、アルビレオ Albireo です。アルビレオは、はくちょう座β星で、
白鳥の頭部に位置しているため、英語では beak star つまり「くちばしの星」と呼ばれ
ることがあります。はくちょう座β星は、北十字を構成する星の1つ。全天で最も有名
な二重星の1つです。
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アルビレオは天文ファンにはおなじみの二重星です、連星ではありません。天体望遠鏡
で観察すると、黄色っぽい3.0等星（はくちょう座β1星）と青みがかった5.1等星（はく
ちょう座β2星）が約35秒角離れて並ぶ美しい姿を見ることができる。
宮沢賢治の童話『銀河鉄道の夜』では、「眼もさめるような、青宝玉(サファイア)と黄
玉(トパース)の大きな二つのすきとおった球が、輪になってしずかにくるくると」回
る、天の川の流速を測る観測所として登場します。

次はベガです。最も有名な星の1つ、ベガは偉大な神話的音楽家オルフェウスのハープ
を代表する絶妙な星座ライラの発光体です。その名は「急降下したワシ」を意味するア
ラビア語のフレーズから派生しています。ベガは、アークトゥルースArcturusとカペラ
Capellaとで、北の天を大まかな三分の一に分けています。そしてアルタイルAltairとデ
ネブDenebとで、素晴らしい夏の三角を形作ります。等級ゼロ(0.03)、全天で5番目に明
るい星で、Arcturusのすぐ後ろで、Capellaの前です。また、地球に最も近い星の1つ
で、わずか25.0光年しか離れていません。
アルタイルは、全天で13番目に明るい星であり、わし座 Aquila the Eagleのアルファ星
です。1等級のアルタイルは、ベガとデネブとで、有名な夏の大三角形を作り、アルタ
イルは南側のアンカーです。星座自体を反映したアラビア語の名前 "Altair"は、 「空飛
ぶワシ」を意味するフレーズから来ています。星座はその名前のようには見えません
が、アルタイル自体は一対の星（ベータ星とガンマ星）に囲まれています。 Alshainと
Tarazed）は、実際には広げられた羽を持った鳥の空を眺める人を思い出させます。星
のトリオは実際にはゆっくりと空を横切って飛んでいる翼灯の飛行機のために撮影され
ました。
なお、星座図は、西洋と日本とで違っています。例えば、おとめ座の左右が逆転してい
たり、わし座のように下を向いていたりと、かなり違っています。その代表が、こと座
とわし座です。その理由は、正確には分かりませんが、西洋の文献から国内で星座図を
作成したときのサンプルが、現在、欧米で使われているギリシャ神話の星座図と異なっ
ていたからでしょう。または、宇宙から神の目で見た天球儀と、地表から見た天球儀が
あるように、それらを取り違えたのでしょう。
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銀河の中心方向の星座 さそり座、いて座
それでは、南の地平線を見てみましょう。アンタレスと呼ばれる赤い等級星を見つける
ことができます。天の川の中にある華麗な宝石、アンタレスは私たちを天空の素晴らし
い星座、ゾディアックのさそり座、または天体のさそり、実際にはそれが表すもののよ
うに見える数少ない星座のうちの1つに導きます。アンタレスは、サソリの中心部を
真っ赤に輝くクラスM（M1.5）の赤い超巨星で、火星に似た色をしています。それは太
陽と惑星の見かけの道を含む黄道帯の中にあるので、それは一般的に赤い惑星と誤解さ
れています、それはその名前、Antares、または「Ant-Ares」によって示される事実で
す。 「アレス」はギリシャの戦争の神の名前です。
オリオンで対極にあるベテルギウスBetelgeuseの向かいに輝く、この壮大な1等級（通
常0.96）星は、空で15番目に明るいと評価されています。しかし、それは半年ごとの変
光星であり、数年間で数十分の一の大きさで変化する可能性があります。その550光年
という大きな距離（2回目のヒッパルコス減少）は、それが本当に明るいことを明らか
にしています。それはそれほど熱くはなく、その表面のわずか約3600Kで、それは目に
見えない赤外線でかなりの量の光を放射します。それを考慮に入れると、この星は太陽
よりおよそ6万倍明るくなります（かなりの不確実性を伴います）。
2018年に、火星は2018年7月27日から7月30日まで最も明るく見えました。それは地球
に最も近いアプローチで7月31日でした。それはそれが地球に最も近づくときの火星の
軌道のポイントです。火星は3580万マイル（5760万キロ）の距離にあります。さそり
座のシミュレーション図は、2019年8月1日のものです。さそり座に木星が見つかりま
す。

北の空
間違いなく全天空で最も馴染みのある星のパターンは、北斗七星、ビッグディッパー（大
座星座の一部）、大熊の一部と呼ばれる形を構成する7つの星です。七つの星は熊の背
中としっぽを形成し、動物の残りの部分はより暗い星で構成されています。 おおくま
座 Ursa Majorは3番目に大きい星座です。
北極星 ポラリスPolarisを見つけるためにあなたがしなければならないのは、Big Dipper
ポインター星 ドゥーべ Dubheとメラク Merakを見つけることだけです。ドゥーべ はア
ラビア語で背中という意味です。これら二つの星は、北斗七星のボウルの外側部分の輪
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郭を描いています。 メラクMerakからドゥーべ Dubheまで単に線を引き、Merak /
Dubheの5倍の距離でポラリスPolarisに行き着きます。
季節に関係なく、常に北の夜の空にある北極星ポラリスは、北の天体の極を表します。
北半球の人々にとっては、ナビゲーターのベンチマークであり、地平線より上の標高は
観測者の緯度とほぼ同じです。実際には、Polarisはわずかにポールから外れており、そ
の周囲には幅約1.5度の小さな円があります。
さて、最後に、私は20秒で日周運動を経験しましょう。こぐま座の尻尾の先にある北
極星ポラリスが不動点だったことが、お分かりになったと思います。そして、この夏の
観望会もそろそろ終わりになります。

付録
以下に付録として、ディープスカイ 深層宇宙の話題を掲載しておきます。
こと座にあるM57 環状星雲は、500mm 天体望遠鏡による観望会の目玉です。小径の天
体望遠鏡でも観察できることはできますが、この大口径望遠鏡での像は、素晴らしいも
のです。
いて座は、私たちの銀河の中心方向にあります。ここでは、ブラックホールが観察され
ています。

(著作、解説 くさふさ)
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銀河の中心方向の星座
夏に見える代表的な星座には、さそり座、いて座などがある。これらの星座には、天文
学的な話題もたくさん付随している。

500mm望遠鏡で観るディープスカイ
銀河の中心にブラックホール
夏に見える代表的な星座には、さそり座、いて座などがある。これらの星座には、天文
学的な話題もたくさん付随している。

さそり座の尻尾の先端にあるバラフライ星雲、別名 バグ星雲については、別の解説資
料 http://imetrics.co.jp/opinion2/ButterflyNebula.pdf を参照。
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