【JAAA2012 開催準備会議 in 関東】報告書
日時：2 月 5 日(日)13:00～16:00
会場：虎ノ門天文会館（東京都港区虎ノ門 1-20-6 明和ビル 3 階）
出席者：JAAA メンバー 山田氏（東亜）
、飯塚様（日食情報センター）
、小川氏（渋谷星の会）、
田口氏（ふれあいの里天文同好会）／JAAA スタッフ

藤由（東亜）
、守屋（渋谷星の会）、

武島（帝京大学）
、檜木（ビクセン）
、鈴木（山口大学大学院）
、友田 S（SF 天文同好会・つ
くば星の会）
、友田 K（CrescenMoon）

計 11 名

■議題
●はじめに
・JAAA コンタクトパーソンのひとり、藤由氏より簡単な挨拶と出席メンバー全員の自己紹介
後、藤由氏の司会で開始。コンタクトパーソンの大西氏は日食に関する活動のため欠席。
●審議事項
１．天文愛好者ミーティング 2012（JAAA2012）開催について
・実行委員会
委員長：東亜天文学会 山田氏
現地実行委員代表：さじアストロパーク 宮本 敦氏
・開催地：さじアストロパーク・佐治天文台
鳥取県鳥取市佐治町高山 1071-1
・日時：開催地の都合によるが、JAAA 事務局としては、天文イベントが尐なく仕事や勉学等
に支障が尐ない 6 月か 9 月を希望、候補日は 6 月 23-24 日、9 月 8-9 日の土日。
→さじアストロパークからの希望候補日
１）2012 年 11 月 24 日(土)～25 日(日)→11 月 23 日(金・祝日)～24 日(土)は可能か？
２）2012 年 12 月 01 日(土)～02 日(日)
・開催形式について（宿泊型？１日開催？）
：
さじアストロパークは佐治天文台を含む１つのエリアで、100 人近くが泊まれることから
1 泊 2 日の宿泊型イベントとして開催する。JAPOS などのイベントで 100 人程度を受け入れ
てきており、宿泊準備・送迎等も対応していただける。
→佐治天文台には、会場準備、宿泊施設予約等準備、当日の受付を主にお願いさせていただ
く。朝まで懇親する人もいるので宿泊先・会場はばらけさせないよう検討していただく。
１日目午後に重点をおき２日目午前中に尐し実施し 11 時終了。
→会場のさじアストロパークへは、最寄り駅（用瀬か智頭）からバス送迎にするか鳥取空港
（1 日 4 往復、全日空）からバス送迎にする。神戸からは 170km ほど。飛行機と特急なら
時間が決められるので送迎しやすい。山口からだとスーパー隠岐などの利用。
マイクロバスは 11 名のりなため、飛行機・電車の人数が多い場合には地元バス会社に相
談するか乗り合わせを検討する。
→希望者を募り東京からのバス（東京 or 新宿・前日深夜発→初日朝到着・鳥取観光→最終
日昼発・夕方～夜都内着）

・内容について（開催地の提案と伺い、いくつかの提案を行う）
→主な内容は、総会、研究・活動発表、ポスターセッション、交流会、観望会。講演（基調
講演）
、分科会等については開催地と JAAA メンバーの提案等により検討する。
＜研究・活動発表、ポスターセッションの主なテーマ＞
１）金環日食への各地の取り組みと観測報告 ２）鳥取地域の天文活動、サークル紹介
３）全国各地での天文活動紹介（サークルや個人、学術研究機関のほか業界の取組も可）
４）観測・研究報告
→冊子を作れる場合には作成する。当日のネット配信はしない（会場の問題）、開催状況を
後ほどアップする。
２．JAAA2011 からの課題への 2012 での対応について
・JAAA 総会＆年会の正式名称は、
「日本天文愛好者連絡会」の会合とわかるように会の名称に
由来し「天文愛好者ミーティング」とする。
・ML 以外のデジタルコンテンツ利用については、JAAA2011 で承認された方々により各コンテ
ンツが立ち上がり運用がされている。候補者】
※mixi（ミクシィ）担当：米田晃氏（管理人）、新沼氏（副管理人）
※twitter（ツィッター）担当：小野夏子氏（管理人）
※Facebook(フェイスブック）担当：藤由氏（管理人）ほか JAAA スタッフ
→事務スタッフと担当者間の情報共有のための ML を、現在の事務スタッフ ML 同様に立てる
予定のはずだが、まだ立っていない。エリアハブスタッフもまじえた ML を立てる方向で
状況を整理し再検討。
→福島県内のエリアハブスタッフとして田村市の吉田裕氏が協力を了解してくれている。各
地からの協力者の自薦、他薦を募るようつとめる。
３．天文協議会の WG（ワーキンググループ）と活動等について
３－１）天文協議会の状況
・JAAA からの協議会担当・友田（夫）より、震災前までに出ていた協議会での議題とその後
のメールでの会議の状況について説明。3.11 東日本大震災により全体的な活動が停滞しお
り、日本天文協議会の WG は正式に認証されたのは３つ（あかつき・金環日食・使われてい
ない望遠鏡活用）
。JAAA からも世界統一イベント関係の WG の正式発足（最終承認）等々に
ついて働きかけを行うことを確認。
・日本天文協議会で活動している WG にそれぞれに若手を入れたい。
→（檜木）学生の側からすると、WG で何をどうしてほしいのかわからないと入れないのだ
と思う。世界統一イベント関係の場合、英語力にある学生に手伝って欲しいのでれば、
「大
学で英語専攻していて星が好きな人の協力がほしい」といわないとだめだし、WG に参加
することへの魅力がほしい。
３－２）世界統一イベントの状況
・藤由氏からの大まかな状況説明後、田口氏よりこれまでの活動とサイトの状況などを報告。
→世界一斉天文イベント WG（国際天文イベント）の HP を立ち上げた、活動は「天界」にも

掲載してもらった。月刊天文誌「星ナビ」にも掲載してほしいと投げてはある。
※世界一斉天文イベント WG（仮）
http://sites.google.com/site/sekaiisseitenmoneventwg/
→世界統一イベントには、小惑星エロス、月の観察（国際お月見ナイト）
、Yuri's Night World
Space Party（http://wewantourfuture.org/）
、Seasons Without Borders、世界一斉街角
観望会、GLOBE at Night（夜空調査）などのほかにもいろいろある。世界統一イベントは
１週間前などに急に案内が来るので日本国内での PR が難しい。Astronomers Without
Bordaers（AWB）に入っているメンバーを WG に正式に入れたい。
・国際お月見ナイト「International Observe the Moon Night：InOMN」
https://sites.google.com/site/inomnjapan/
→InOMN（2012 年は９月 22 日）はただ月を見るイベントだが、日本には「お月見」という
季節の行事がある。そこで、今年の中秋の名月(旧８月 15 日)である９月 30 日に世界で
月の美しさを見るイベントを提案したい。ただ、
「お月見」は旧暦８月 15 日で中国から
の歴史的系譜の国にしかない行事。中国のほか、日本、韓国、北朝鮮などでインドネシ
アは違う。この発案は日本からの発信でもいいが「お月見しよう！」と中国から発信す
る人がいないか協力者を募る（探す）。
→昨年の国際お月見ナイトは、正式な連携団体から AWB が外れてしまったため日本でも力
を入れなかった。観察イベントも曇った時のネタがないと厳しい。
・世界統一イベントへの金環食のアピール
→世界イベントのエクリプスボーダーズに５月の日本の日食をどう挙げるか検討する。日
食中継を映像配信したい。
→渋谷星の会にも金環食のライブ配信に関する相談が来ていて全国の情報とかもしりたい
し連携したい。月食のライブの際に情報をマップであげた方が金環食の情報もまとめて
いるので、そことの連携を検討。
３－３）2012 金環日食日本委員会の状況と国内の観測準備状況について
・日本天文協議会の 2012 金環日食日本委員会では、金環食の起こる時間が子供達の通学時間
帯なので、まずは安全面のために教育委員会のほうに通達を出す。JAAA からはコンタクト
パーソンの大西氏が様々な立場で参画し働きかけを行っている。
・学校で日食を観察するかどうかは学校・教育委員会次第。学校はイベントはいろいろ面倒な
のでやりたくないという話もある。所沢市のように学校や地域で観測しようという声が各地
であがるといいのだが、実際にはその地域の教育委員会や学校任せになっている。先日、姫
路で開催された「星なかまのつどい」の際に出た話では、各地区の学校の校長会の理科担当
の方に相談をしてはどうかとのこと。あとは PTA をどう巻き込むか。
・日食 WG のサイトに各団体・各サークルの日食観察のためのイベントの情報を載せてもらえ
るようにしてはどうか？→全国の日食情報をアストロアーツが作成中のマッピング＋アッ
プするシステムで案内できる。そのサイトができるまでは天文ファンに呼びかけ、JAAA の
掲示板（スレッドを立てる）・twitter･FaceBook･ML で情報収集する。
●JAAA 掲示板 http://9317.teacup.com/jaaa/bbs

・所沢市は日食を時間を決めておこなうことに校長会で決まった。そこにビクセンが協力。ビ
クセンだけだと日食めがねは 200 万枚ぐらいしか作らないので国内需要に対して足りない。
日食グラスは、アイソテックのものは安価で、うちわ式のものは子供には良い。日原天文台
が幼児向けに発案したお面タイプも安全面から子供向けには良い。
・他の地域の日食観測のイベントや勉強会準備状況は？
→横浜でも行う。海老名（高橋氏）でも講習やるとのこと。茨城では牛久・つくば・高萩で
も講習会を行う。各地から申請があれば JAAA 後援名義使用を許諾する。
４．その他
４－１）JAAA-ML の infoseek のほうの閉鎖についての検討
・ML 管理担当の鈴木氏（山口大学）からこれまでの ML の運用状況とメンバーからの意見につ
いて説明。インフォシーク ML はサービス終了にともない運用終了することを再度アナウン
スし閉鎖する。yahoo メーリング１本へ。ML の双方向性を今後どうするか？
→前回（2012 年）の総会で ML が議論禁止という話になった理由が、イベント情報だけがほ
しい人にとってはいろいろな議論は邪魔で無駄ということからだったと思う。連絡のみの
ものは連絡のものもの、議論用は議論用の ML にする方法もあるが、別 ML を運用・管理す
るのはスタッフのキャパにも問題があり、また、ML をいくつも利用している人には ML が
増えるのは好まれないことから、ML はこのままとし、議論は総会時の話し合いの範囲（掲
示板、FaceBook 等の利用）にとどめる。
→JAAA-ML で情報交換の範囲を超え議論が起こってしまった場合には、JAAA 事務局スタッフ
（主にコンタクトパーソンが担当）がとめに入る（掲示板に誘導するなど）
。ML に投稿す
る際はタイトルを明確にするよう皆さんにもお願いする。
４－２）最近の JAAA への後援依頼について（報告）
・
「星なかまの集い～天文楽サミット～」 主催：
「星なかまの集い」実行委員会
会期：2012 年 1 月 28 日(土)～29 日(日)
会場：ホテル姫路プラザ 2 階会議室(兵庫県姫路市豊沢町 158)
・六角堂再建記念・観星会「星と音楽の夕べ～宇宙と天心と絵の世界～」 主催：茨城大学
日時：2012 年 3 月 17 日（土）15:00～19:00
会場：北茨城市市民ふれあいセンター／北茨城市立精華小学校（茨城県北茨城市）
４－３）今後の天文愛好者ミーティング開催候補地
・天文愛好者ミーティング 2013
日時：2013 年 6 月 29 日（土）～30 日（日）／会場：仙台市天文台（宮城県仙台市）
実行委員長：比嘉氏／共催：仙台天文同好会、仙台市天文台
・天文愛好者ミーティング 2014or2015（星空案内人のつどい共催※星のソムリエ制度と関係ありません）
会場候補：栃木、茨城（日立・つくば）／実行委員

吉田裕氏・友田哲

■準備会での話し合いの状況は twitter でハッシュタグ #JAAA 鳥取 で配信しました。
以上.

