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VIII　公開事業

1. 三鷹地区

　国立天文台、東京大学天文学教育研究センター、総合研究
大学院大学天文科学専攻の三者の共催事業。2010年から2日
間の開催としている。毎年人気の高い講演会は、メインテー
マにちなみ、東大天文センターが「南米アタカマ砂漠から探
る超巨大ブラックホールの謎　河野孝太郎（東京大学　教
授）」、国立天文台が「アルマで解き明かす銀河進化の謎　伊
王野大介（国立天文台　准教授）」、「アルマで迫る惑星誕生の
現場　大橋永芳（国立天文台　教授）」とそれぞれ行われた。
　両日ともに天候に恵まれなかったが、各プロジェクトの企
画が充実しており、前年度並みの入場者を迎えることができ
た。普段立ち入ることのできない施設の公開、参加型の展示
やミニ講演のほか、子どもたちに人気のゲームやクイズ等、
幅広い年齢層に対応している。

※団体見学、4D2Uシアターとガイドツアーも開催している。
詳細は天文情報センターの報告を参照。

2. 水沢地区

　昨年に引き続き、奥州市とNPO法人イーハトーブ宇宙実
践センターとの共催で行った。地元の小学校のマーチングバ
ンドによる演奏により開会し、県内の大学生や高校生による
ワークショップコーナー開設等、地元に密着したイベントと
なった。　　
　VERAやRISEの研究成果紹介、20 mアンテナツアー、記念
プリクラ、ペットボトルロケット体験、クイズラリー、木村
榮記念館ガイドツアー等を行った。
　木村榮記念館では、平成25年が木村榮初代所長の没後70年
であることを記念して、木村榮直筆の手紙等の特別展示を行
い、好評であった。
　今年の目玉はスパコン「アテルイ」で、見学ツアーが捌き
きれない程であった。また、公開日が一緒であった野辺山地
区とのネット中継や、ハワイとのネット中継でヒロキャンパ
スから林左絵子氏と田澤誠一氏による「すばる望遠鏡」の研
究成果紹介等が行われた。
　夕方からは、「いわて銀河フェスタ2013」のイベントとして、
JAXA吉川真准教授による『小惑星ミッション「はやぶさ2」
の新たな挑戦』を開催、遊学館側では、「科学の不思議」実験
や、サイエンスコンダクターによる実演、インターンシップ
の学生らによるワークショップ等が行われた他、星空観望会
もあり、大盛況のまま閉会を迎えることとなった。

［常時公開］
日　　時 4月～3月　10:00－17:00

年末年始（12/28～1/4）を除く毎日
入場者数 18,552人
公開施設 大赤道儀室（天文台歴史館）、第一赤道儀室太

陽塔望遠鏡、展示室、レプソルド子午儀室（子
午儀資料館）、天文機器資料館、ゴーチェ子午
環、旧図書庫

 
［定例天体観望会］
日　　時 第2土曜日の前日の金曜日と第4土曜日
入場者数 4,740人（22回）
公開施設 50センチ公開望遠鏡

［特別公開］　「三鷹・星と宇宙の日」
日　　時 平成25年10月18日（金）14：00－19：00

平成25年10月19日（土）10：00－19：00
テ ー マ アルマ望遠鏡で探る銀河と惑星のルーツ
入場者数 4,176人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日　9:00－17:00
入場者数 14,593人
公開施設 木村榮記念館、VERA20mアンテナ、VLBI用

10mアンテナ等
キャンパス内に平成20年4月からオープンした奥州市の奥州
宇宙遊学館との協力による公開を実施している。

［特別公開］「いわて銀河フェスタ2013」（10:00－21:00開催）
と合わせて開催
日　　時 平成25年8月24日（土）10:00－16:00
入場者数 3,016人（銀河フェスタ全体の数、うち特別公

開は942人）
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入来地区
VERA入来観測局

　今年も薩摩川内市、鹿児島大学等が中心の実行委員会が主
催している「八重山高原星物語2013」とあわせて開催した。
　公開日の前日まで大規模なアンテナ補修塗装があり、10年
ぶりの化粧直しで真っ白になったアンテナが多くの来場者
を迎えた。VERA20 m電波望遠鏡と1 m光赤外線望遠鏡施設
では、恒例のアンテナツアーや観測棟機器説明、ミニ講演会、
星空観望会を開催し、多くの見学者に一日中楽しんでもらい
大盛況であった。
　今年の講演会はCfCAの小久保氏による月の話であった。
また、総勢200人の学生達による理科実験は大好評で、実験の
醍醐味を満喫してもらった。

小笠原地区
VERA小笠原観測局

　本年度も「スターアイランド2013」と名付けて特別公開を
実施した。昨年同様、無料送迎バスを運行し、好評を得てお
り、入場者は例年並みとなった。VERAやRISEの研究成果
紹介、20 m電波望遠鏡操作体験、ふしぎ実験コーナーやクイ
ズラリーの他に今年も「4D2U」を使った四次元デジタル宇
宙シアター上映会を行い、大変な人気で見学者の注目の的で
あった。また、7日には地元の小笠原天文倶楽部主催の星空
観望会に協力し、天候に恵まれたことや修学旅行と重なった
経緯もあって、これまでにない200人もの参加があった。
　また8日には、小笠原ビジターセンターでRISE月惑星探査
検討室の押上氏、JAXA宇宙教育センターの宇津巻氏の講演
会が行われた。

石垣島地区
VERA石垣島観測局

　例年と同様にアンテナツアー、プリクラ、グッズ販売、記
念講演会、展示説明等を行った。

石垣島天文台 

　今年は、VERA石垣島局が完成し、南の島の星まつりが始
まってから12年目を迎えた。ライトダウン星空観望会は、こ
れまでにない星空に恵まれ約8,500人の参加があった。
　国立天文台の石垣島での活動は、観測的研究のみならず、
地域の皆様との盛んな交流に加え、観光客の方々も多くの方
が参加され、来年度以降の活動にも注目が集まっている。今
後も連携の輪を広げていきたい。

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日
入場者数 6,371人

［特別公開］
日　　時 平成25年11月9日（土）10:00－17:00
入場者数 188人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日
入場者数 1,689人

［特別公開］
日　　時 平成25年8月10日（土）10:00－21:00 
入場者数 約1,500人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日、構内は24時

間見学自由。10:00－16:30は、観測室内も見学
できる。

入場者数 15,213人

［特別公開］「南の島の星まつり2013」とあわせて開催
日　　時 平成25年8月11日（日）10:00－17:00
入場者数 246人

［常時公開］
日　　時 4月～3月 
施設公開 水～日（年末年始を除く）10:00－17:00 
天体観望会 土、日、祝日、星まつりウィークの夜（19:00

－22:00） 、一夜に3回（8月は4回）、一回30分
入場者数 12,915人
公開施設 105cm光学赤外線望遠鏡「むりかぶし」望遠鏡、

観測ドーム内（天体画像展示など）。

「南の島の星まつり2013」
日　　時 平成25年8月3日（土）～8月18日（日）　
入場者数 10,546人
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3. 野辺山地区

　平成25年度の野辺山地区特別公開は、2,735名の来場者でに
ぎわった。毎年盛況である特別講演会には、柴﨑清登教授に
よる「電波観測から見えてきた太陽活動の変化―長期間観測
から見る太陽のいま―」および、大石雅寿准教授による「宇
宙の生体物質―生命の起源を求めて―」を企画し、特別公開
のテーマを「つなげよう、宇宙・太陽・そして生命」とした。
45 m電波望遠鏡の観測デモや鏡面パネルに触ってみよう、太
陽電波の検波器工作やミニ講演会、スタンプラリーなど恒例
の企画に加え、他プロジェクトやOBの参加による新しい企
画が実現したことで活気のある特別公開となった。

4. 岡山地区

　平成25年度の岡山地区特別公開は8月31日（土）に岡山天文
博物館と共催で行った。
　188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とする特別講演会の講
師に 林正彦 国立天文台台長 を迎え「宇宙はどうなっている
か」と題した約1時間の講演は約100人の聴講者が集まり大盛
況であった。この講演は天文情報センターの協力によりイン
ターネット中継を行った。また、ミニ講演会として講師に 長
田哲也 京都大学大学院理学研究科 教授 を迎え「3.8 m望遠
鏡が挑むブラックホールのナゾ II」と題した1回約30分の講
演を3回行い約100人の聴講があった。毎年好評の188 cm反
射望遠鏡主鏡見学は、午前と午後それぞれ120人の定員で実
施した。岡山天文博物館ではプラネタリウム投映、天文工作、
星座・天文ビンゴゲームが行われた。当日の天候が雨だった
ため中止した催しがあったが、多くの来場者に楽しんでいた
だけたものと思う。
　なお、特別公開開催にあたり、浅口市教育委員会から共催
を、矢掛町教育委員会から後援をいただいた。特に浅口市教
育委員会のみなさんには JR山陽本線鴨方駅－岡山観測所間
の無料シャトルバス運行に関して多大なご協力をいただいた。
ご協力いただいたみなさまに深く感謝したい。

［特別観望会］
　岡山天文博物館との共催事業である特別観望会は、例年春
と秋の年2回実施しているが、平成25年度は188 cm反射望遠
鏡の改修工事のため、秋のみ実施した。特別観望会の定員
は100人としている。毎回定員を上回る応募があるので抽選
を行い、当選者数はキャンセルを見越して120人としている。
岡山天文博物館見学、プラネタリウム観覧、188 cm反射望遠
鏡による天体観望、星空案内が主な内容である。

［常時公開］
時　　間 8:30－17:00（12月29日－1月3日を除く毎日。夏

期7月20日－8月31日は18:00まで公開）
入場者数 55,808人
公開施設 45m電波望遠鏡、ミリ波干渉計、電波ヘリオグ

ラフ等（いずれも外観のみ）

［特別公開］
日　　時 平成25年8月24日（土）9:30－16:00
入場者数 2,735人

［常時公開］
日　　時 毎日9:00－16:30
入場者数 12,935人
公開施設 188cm反射望遠鏡を窓ガラス越しに見学

45m電波望遠鏡、ミリ波干渉計、電波ヘリオグ
ラフ等（いずれも外観のみ）

［特別公開］
日　　時 平成25年8月31日（土）　9:30－16:30
入場者数 515人

日　　時 平成25年10月12日（土） 17:00－21:45
入場者数 108人
122件360人の応募があった。月齢7.5の月と球状星団M15の
観望を行った。
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5. ハワイ地区

［山頂施設］
一般見学可能日：95 日（見学可能日はハワイ観測所ホーム
ページに掲載、8－9月は望遠鏡作業のために一般見学プロ
グラムを中断）
一般見学プログラムによる訪問者：521 人
特別手配による訪問者：138 件 776人
一般見学時間に特別見学を行ったケースがあるため、実際の
見学人数総合計は1,269人

［山麓施設］
特別見学者：50 件 526 人

［広報活動］

1. ハワイ観測所山麓施設における講演
平成25年

4月25日 ハワイ大学で行われた研究会「ASIAGRAPH 2013」の参加者を対象に、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
7月29日 福岡県武蔵台高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
8月5日 福岡県みやこ町代表団向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
9月12日 東海大学の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
10月1日 茨城県並木中等教育学校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
10月26日 ホノルルの日本語補習校レインボー学園の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
11月12日 山形県九里学園の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
11月18日
～21日

総合研究大学院大学の大学院生によるすばる望遠鏡観測実習および全国の大学から募集した学部生による観
測体験企画を行った。

12月2日 大阪府千里高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
12月4日 大阪府千里高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
12月13日 島根県益田高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。

平成26年
1月6日 徳島県脇町高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
1月9日 奈良県青翔高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
1月28日 香川県三本松高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
2月24日 東京工業大学の惑星科学専攻の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
2月26日 沖縄県の高校生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
3月4日 長野県飯山北高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
3月17日 岐阜県恵那高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。

2. 遠隔講演
平成25年

4月28日 日本科学未来館向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
5月10日 科学技術館向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
6月17日 被災地支援プログラムの一貫として宮城県向陽台小学校向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
7月19日 東京未来大学の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
7月19日 科学技術館向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
7月22日 和歌山県信愛女子中学・高校向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
8月9日 足立区ギャラクシティ（こども未来創造館）向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
9月26日 宮城県仙台白百合学園向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
10月28日 島根県益田高校向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
11月1日 なよろ市立天文台向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
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11月19日 有本所長と岩田副所長が、カブリ IPMUを訪問中の山本一太特命担当大臣に向け、ハワイ観測所山頂施設か
ら特別のご説明を行った。

12月5日 沖縄県沖縄尚学高校向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。
12月6日 東京都荒川第三中学校向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠隔講演を行った。

平成26年

1月15日 被災地支援プログラムの一貫として福島県会津若松第三中学校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設から遠
隔講演を行った。

3. 近隣施設における講演、ワークショップ等
平成25年

4月22日 ハワイ島ワイメアで開催されたイベント "Earth Day"で、ハワイ観測所の職員が天文のデモを行った。
5月5日 ハワイ島ヒロで開催されたイベント "AstroDay"で、ハワイ観測所の職員が天文のデモおよび展示を行った。
7月2日 ハワイ島のカメハメハ校で、ハワイ観測所の職員が天文の出前授業を行った。

7月26日 ハワイ島ヒロでアメリカ・カナダ・日本・中国・インドの高校生向けに、ハワイ観測所の職員が天文の授業
および実験指導を行った。

8月4日 キラウエア火山公園の施設で、被災地の中学生向けに、ハワイ観測所の職員が星空と現在の天文学の話題を
説明した。

8月10日 マウナケア州立公園で、地元の高校生向けに、ハワイ観測所の職員が流星および太陽系の最近の話題を説明した。
10月18日 イミロア天文センターで、ハワイ観測所の職員が一般講演を行った。

平成26年
2月27日 ハワイ島ヒロで行われた職場・職業説明会で、ハワイ観測所の職員が説明および作業デモを行った。
3月6日
～14日

ハワイ島東部で展開されたジャーニースルーザユニバース企画で、21人の職員が地元の小中高の延べ69のク
ラスで出前授業を行った。

3月7日 ジャーニースルーザユニバースに向けた研修で、ハワイ観測所の5人の職員が講演を行った。
3月9日 イミロア天文センターのイベントで、ハワイ観測所の職員がすばる望遠鏡に関するデモと説明を行った。

4. 日本における講演
平成26年

3月14日 ふれあい天文学の企画の一貫として、ハワイ観測所の職員が東京都三鷹第一小学校で出前授業および星空観
望（曇ったので望遠鏡操作指導などに切り替え）を行った。

3月19日 麻布ロータリークラブで、ハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月22日 日本科学未来館で、ハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月24日 琉球大学で、ハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月27日 沖縄科学技術大学院大学で、ハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月29日 那覇牧志駅前ほしぞら公民館で、ハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月30日 石垣市図書館で、ハワイ観測所の職員が講演を行った。

5. その他
平成25年

6月26日 有本所長がホノルルでラジオ番組に出演した。


