
StarWeek・星空に親しむ週間

http://www.starweek.jp/index.shtml[2013/07/26 21:22:48]

スター･ウィーク ～星空に親しむ週間～

－ 一夜 一夜に 星見頃 － 

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

毎年８月１日～７日は、スター･ウィーク。星空に親しむ週間です。

こどもから大人まで幅広く星空に親しんでもらおう！

という想いから始まった「星空に親しむ」キャンペーンです。

毎年８月１日～７日を中心に、全国各地で星空に親しむイベントがおこなわれます。

晴れた夜には、ちょっと遅くまで起きて星たちとふれあってみませんか？ 

宇宙の中の自分を感じられるかもしれません... ☆

● 2013年版「ポスター」「リーフレット」 をアップいたしました。どうぞご利用ください。

（2013/7/25）

● 「いまほし」サイト・オープンいたしました。「いまほし」掲示板へもこちらからどうぞ。

（2013/7/25）

●7月8日（月）より リンクバナーキャンペーンを始めました。こちらのページから、ぜひご参加下さ

い。 

（2013/7/8）

●天文学振興財団では、今年もスター・ウィーク協力イベントへの助成を行っています。応募〆切は7月4日

（木）必着

です。詳しくは、天文学振興財団のウェブサイトをご覧ください。 （2013/7/1） ←募集は終了いたしまし

た。

●イベント情報の登録受付を開始しました。こちらのページからお願いします。遅くなってすみませんでし

た。   

  （2013/6/23）

●オリジナルグッズ（Tシャツ、手ぬぐい）の販売を始めました。こちらをご覧ください （2013/5/2）
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●今年のキャッチコピーが決まりました。「一夜 一夜に 星見頃（ひとよ ひとよに ほしみごろ）」です。

たくさんの応募をありがとうございました。詳しくは こちらをご覧ください （2013/5/1）

スター・ウィーク2013実行委員会は、伝統的七夕ライトダウン2013を応援しています！
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日記

スター・ウィーク～スタッフの徒然日記～
スター・ウィーク実行委員がリレー形式で、スター・ウィークの活動や企画の進行状況について綴

ります。

2013年07月22日 03:25

1 2 3 4 5 ... 次のページ >>|

スタートまであと１０日

実行委員Mです。月明かりの中、一晩中写真を撮り続けています・

・・（汗）

日付が変わって、いよいよスター・ウィーク２０１３初日まで、あと１

０日となりました。

いま、月はちょうどいて座の方向にあり、満月前の月明かりが天の

川のど真ん中で、「天の川バスター」となっています。しかしご安心

を。１０日後には、月は下弦を過ぎてかなり細くなり、しかも星空の

中での場所は、何と冬の星座・おうし座まで移動するのです。スタ

ー・ウィーク２０１３中の８月４日早朝には、明け方の東の空で、月・

火星・水星・木星のランデブーも楽しめます。

今年のスター・ウィークは、明け方もおすすめですよ。

（さそり座～いて座方面。７月２１日深夜には、天の川方面にちょう

ど満月前の月がありました）
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一夜一夜に 星見頃

過去のグッズを一気に紹介
！

梅雨明け記念 ～再会！！ 
夏の天の川～

リンクバナーキャンペーン
はじまりました！

スター・ウィークグッズ、発
売中！

天の川が ナ・ツ・カ・シ・イ
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一夜一夜に 星見頃

実行委員Mです。

カウントダウンが進み、スター・ウィーク2013初日が近付いてきまし

た。各地から星に親しむイベント情報も集まってきています。皆さ

んのお近くで開催されるようであれば、ぜひ一度参加してみてくだ

さい。大勢の人と一緒に見る星空も、また違った楽しみがあると思

います。

<<   2013年7月  

日 月 火 水 木 金 土
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過去のグッズを一気に紹介！

先日、夜中に帰ると娘がまだ起きていて、「天の川を見よう！！」と

誘ってきました。一緒に眺めているうちに「写真を撮りたい」（彼女

は対角魚眼レンズにはまっています…）となり、ゲットした写真の

中の１枚が下の写真です。雲はありましたが天の川がよく見え、最

後は双眼鏡で天の川散歩を楽しみました。

（真夜中に見上げた星空）

こんにちは。

愛知県在住の実行委員、小川です。

梅雨明けして、夏本番となりました。熱中症対策はちゃんとしてい

ますか？私の自宅では1日に何回も、救急車がピーポー鳴らしな

がら走っていく音が聞こえます。先日はついに近所の人も搬送され

てしまったし…みなさんも気を付けましょうね！

（コレを書いている間にも2台走って行きました！）

今年のグッズ販売は、今年のものに加えて過去のグッズのセール

も行っております。ここで、現在発売中の過去のグッズを一気に紹

介したいと思います。
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●2010年バージョンTシャツ

文

字

中心のデザインとなっています。星に親しむ一週間ということで、

大きなサークルが特徴になっています。シンプルなデザインが好

きな方におすすめです。生地は綿100％です。

●2011年バージョン

不

動

の人気No.1Tシャツです。満天の星空と地上の街明かりが見事に

見える、私のお気に入りの某星見処が、デザインのモチーフになっ

ています。また、可愛いふくろう親子もお気に入りです。ふくろうは
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夜行性でとても目の良い鳥です。この星景はふくろうの目にはどう

映っているのでしょうね。生地は、綿100％です。

●2012年バージョンTシャツ

こ

の

年は8/2が満月で、スター・ウィーク期間中は月と仲良しの一週間

でした。2011年にTシャツをお求めいただいた方から、こんな事を

言われました。

「毎年出しているなら、その年の西暦をTシャツに入れてほしい」

入れたいのはやまやまなのですが、その年が過ぎた時に、過去の

年号が入ったものを着る事に抵抗はないのだろうか…という思い

から、年号の直接表記は意図的に避けていました。

グッズのデザインのモチーフは、

期間中に話題になる天文ショー＞その年に話題になる天文ショー

＞気分

といった感じで、間接的に年号が分かる事もあります。このTシャツ

は、まさに期間中の月の様子がデザインされていて、なかなか8/2

が満月になる年もないでしょうから、年号が入っていると言ってし

まって良いのではないでしょーか。ちなみに、生地の色が青いのは

、満月で空が明るくなったからです。生地は、ポリエステル100％で

す。

●2012年バージョン手ぬぐい
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タグ ： Tシャツ 手ぬぐい

star_week  コメント( 0 ) トラックバック( 0 )  

1 2 3 4 5 ... 次のページ >>|

記念すべき、Tシャツ以外のグッズ第一弾

です。2012年はやっぱり「月」なので、手ぬ

ぐいは全ての月齢を描いてみました。日本語が書かれたTシャツを

着る勇気はなかなかないけれど、手ぬぐいなら恥ずかしくはない

だろう、と思って色々書いてあります。みなさんは、コレ全部読めま

すか？

以上が、過去のグッズとなります。Tシャツは2011年・2012年はほと

んど在庫がないので、本当に早いもの勝ちです。増刷する予定は

ないので、売り切れ次第販売終了となります。もし気になるグッズ

があれば、お早めにご注文ください。2013年バージョンのTシャツも

、150サイズ・XLサイズ以外は在庫が少ないです。

ご注文はこちら↓からどうぞ。

http://www.starweek.jp/2013/swt2013.html
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スター・ウィーク実行委員会
@starweek_jp

スター・ウィーク実行委員会公式アカウントです。スター・ウィーク
関連のお知らせ、夏の星イベント、天文現象などをつぶやきます。今
年の夏も星空を見上げよう！ 伝統的七夕ライトダウンキャンペーン

（7min.darksky.jp）も応援中です。
東京都 ·  starweek jp

 フォロー

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【星空探検ブック2013】小さく折りたたんでポケットに入れて持ち歩
ける星空探検ブック。星空と仲良くなるための便利なアイテムです。
星空案内リーフレットと一緒に活用してくださいね。 http://ow.ly/nlcJy  
#starweek

3時間

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【星空案内リーフレット2013】スター・ウィーク、そして夏の間に星
空を見上げるなら、この星空案内リーフレットをご利用ください。今
年の夏の星空の見どころをご紹介しています！ http://ow.ly/nlcw2  
#starweek

3時間

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【ポスター】協力イベント主催者あてにスター・ウィーク2013ポス
ターをお届けしています。もう届きましたか？ウェブサイトからもポ
スター、ポストカードがダウンロードできま。みなさんご利用くださ
い。http://www.starweek.jp/   #starweek

3時間

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【ブログ】スタートまであと10日－ スター・ウィークスタート
の8月1日まであと10日。今年のスター・ウィークは月の条件もよく、
また8月4日早朝の東の空では、月・火星・水星・木星のランデブーも
楽しめます！ http://ow.ly/nbl6B  #starweek

7月22日

Full name

メールアドレス

パスワード
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 概要を表示

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【協力イベント】今年も、スター・ウィーク協力イベントの募集を開
始しました。夏休み期間中の「星や宇宙に親しむ」趣旨のイベントを
「協力イベント」として登録してくださいね。詳細 http://ow.ly/mOAjY  
#starweek

7月22日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
8月1日から8月7日は「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」で
す。一夜 一夜に 星見頃（ひとよ ひとよに ほしみごろ）。一晩一晩、
いろんな星との出会いがありますように☆ http://www.starweek.jp/   #starweek

7月21日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【星空】日の入り後の西の空には宵の明星・金星が、南西の空には土
星が輝いています。日の出前の東の空には火星、木星、水星が見えま
す。7月下旬～スター・ウィークの間は空に5つの惑星を探してみませ
んか。 http://ow.ly/mOwoV  #starweek

7月20日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【リンクバナーキャンペーン】今年も恒例のリンクバナーキャンペー
ンを展開中！期間は8月7日まで。ホームページやブログにリンクバ
ナーを設置して、スター・ウィークを盛り上げてくださいね！ 
http://ow.ly/mOvq4  #starweek

7月19日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【ブログ】一夜一夜に 星見頃 －スター・ウィークまであと2週間。ス
ター・ウィーク、そしてこの夏は、ぜひ天の川をたのしみたいです
ね。－スター・ウィーク～スタッフの徒然日記～ http://ow.ly/n4Vvb   
#starweek

7月18日

 概要を表示

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【ブログ】スター・ウィーク～スタッフの徒然日記～ 過去のグッズを
一気に紹介！  今年のオリジナルグッズのＴシャツ、手ぬぐいはもう
手に入れましたか？過去のグッズもただいまセール中！ http://ow.ly/n4VEj  
#starweek

7月18日

 概要を表示
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スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【協力イベント】今年も、スター・ウィーク協力イベントの募集を開
始しました。夏休み期間中の「星や宇宙に親しむ」趣旨のイベントを
「協力イベント」として登録してくださいね。詳細 http://ow.ly/mOAiG  
#starweek

7月18日

開く

KAGAYA @KAGAYA_11949
この夏、星を見に行くのであれば8月初旬～中旬がお勧めで
す。月明かりが少なく天の川もよく見えることでしょう。流れ星も多
いシーズンです。特に8/12-13のペルセウス座流星群は一時間に数十
個もの流星が流れますので一番のお勧めです。

7月17日

 スター・ウィーク実行委員会さんがリツイート
開く

KAGAYA @KAGAYA_11949
夏休みお勧め天文現象 ▶7/28 みずがめ座δ南流星群が極大
（肉眼で）▶8/4 明け方、細い月と惑星が集合（肉眼・双眼鏡・望遠
鏡で） ▶8/12-14 ペルセウス座流星群（肉眼で） ▶8/13 伝統的七夕
（ご家庭で） pic.twitter.com/IyJfTHvQJU

7月17日

 スター・ウィーク実行委員会さんがリツイート
 画像を表示する

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【星空】宵の南の空に輝く上弦の月。近くにおとめ座のスピカと土星
が輝いています。 #starwekk

7月16日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【星空】7月16日、上弦の月がおとめ座の1等星スピカと土星に近づき
ます。夜9時頃南西の空で、月の右下に見えるのがスピカ、左上に見
えるのが土星です。月を目印に土星を見つけてみましょう。 
http://ow.ly/mOwax  #starweek

7月15日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【協力イベント】今年も、スター・ウィーク協力イベントの募集を開
始しました。夏休み期間中の「星や宇宙に親しむ」趣旨のイベントを
「協力イベント」として登録してくださいね。詳細 http://ow.ly/mOAeR  
#starweek

7月13日

開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
【リンクバナーキャンペーン】今年も恒例のリンクバナーキャンペー
ンを展開中！期間は8月7日まで。ホームページやブログにリンクバ

7月13日
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ナーを設置して、スター・ウィークを盛り上げてくださいね！ 
http://ow.ly/mOvkz  #starweek
開く

KAGAYA @KAGAYA_11949
本日、夕焼けが終わるころ西空をご覧ください。細い月と金星
が空低く見えるはずです。開けた場所で19時半～20時頃がチャンスで
す。 pic.twitter.com/J9qDijOEMU

7月11日

 スター・ウィーク実行委員会さんがリツイート
 画像を表示する

KAGAYA @KAGAYA_11949
7/7の他にも七夕の日があります。その伝統的七夕が今年
は8/13。ペルセウス座流星群も重なりますので明かりを消して星空を
見上げませんか。「伝統的七夕ライトダウン2013」ポスターイラスト
と呼びかけ人をやらせていただいています。http://7min.darksky.jp 

7月11日

 スター・ウィーク実行委員会さんがリツイート
開く

スター・ウィーク実行委員会 @starweek_jp
いわゆる旧暦の七夕を「伝統的七夕」と呼びます。今年は8月13日が
伝統的七夕。この日に明かりを消して星空を眺めようという「伝統的
七夕ライトダウン」キャンペーンを、スター・ウィーク実行委員会も
応援しています。 http://7min.darksky.jp  #starweek

7月12日

開く
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StarWeek・星空に親しむ週間
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スター･ウィーク 
－ 星空に親しむ週間 8月1日～7日 －

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

 趣旨（スター･ウィークとは）

こどもから大人まで

幅広く星空に親しんでもらおう！

という想いから始まった

「星空に親しむ」キャンペーンです。

1995年から始まりました。

晴れた夜には、ちょっと遅くまで起きて

星たちとふれあってみませんか？

宇宙の中の自分を感じられるかもしれません... ☆

 

(c)StarWeek

http://www.astronomy2009.jp/


StarWeek・星空に親しむ週間

http://www.starweek.jp/2013/event13.html[2013/07/26 21:23:55]

スター･ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 －

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

イベントなど

●協力イベントの登録ページ

協力イベントの登録はこちらのページからお願いします。

スター・ウィーク2013の協力イベント情報を順次公開していきます。
7月18日までにお寄せいただいた情報を公開しています。（7/23）

全国対象

北海道

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都

神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県

長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

鹿児島県 沖縄県

(c)StarWeek2013
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スター･ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 － 

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

テーマソング

「ＣＯＳＭＯＳ」

 

スター・ウィークのテーマソングは、アクアマリンが歌う「ＣＯＳＭＯ

Ｓ（コスモス）」です。

観望会などのイベント、講演会やプラネタリウムでの待ち時間などの時

に、「ＣＯＳＭＯＳ」を流しながらスター・ウィークの紹介をしていた

だけると幸いです。

「ＣＯＳＭＯＳ」について、詳しくはアクアマリンのページでどうぞ。

 

著作権手続きについて：楽曲を公的な場で使う際には著作権上の手続きが必要になります。

「ＣＯＳＭＯＳ」については、（社）日本音楽著作権協会（JASRAC）に問い合わせて下さい。 また、著作権に関するお

問い合せは、スター・ウィーク実行委員会ではお答えできませんので、ご了承下さい。

「ＣＯＳＭＯＳ」は、合唱曲として小学校や中学校で歌われているとの

こと、みなさんもどこかで耳にしたことがあるかもしれませんね。

私たちが宇宙の一部であることを、宇宙の歴史の中で生まれてきたこと

に、思いを巡らせていただけると、曲に対するイメージがわいてくるの

ではないかと思います。

 

☆スター・ウィーク特製ミニアルバムプレゼント☆

○過去のプレゼント結果

2010年

小学校１校（神奈川県平塚市）

中学校３校（神奈川県横浜市、石川県金沢市、鳥取県鳥取市）

2009年

小学校１校（東京都三鷹市）

中学校２校（長崎県長崎市、北海道札幌市）

http://aqumari.com/
http://www.jasrac.or.jp/
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2008年

小学校２校（神奈川県厚木市、東京都八王子市）

2007年

小学校１校（長野県諏訪郡）

中学校６校（山梨県南都留郡、鳥取県八頭郡、千葉県千葉市、鳥取県鳥取市、宮城県大

崎市、静岡県富士市）

(c)StarWeek2013
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スター･ ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 － 

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポ スターなど about us リンク

ポスター，Ｔシャツなど

オリジナルグッズの販売について

『スター・ウィーク オリジナルＴシャツ』と『オリジナル手ぬぐい』の販売はこちらのページをご覧下さ

い。

キャラクター

 

『スター・ウィーク ～星空に親しむ週間～』キャラクター（星に乗った少女）

※クレジット（著作権名）を明記して頂ければ、ご自由にお使いいただけます。

例） 提供：スター・ウィーク実行委員会、(C)スター・ウィーク実行委員会 など

スター･ウィーク2013 ポスター ※協力イベント登録団体に送付しました

ポスター画像 [JPEGファイル/約2.8MB]

はがきサイズ [JPEGファイル/約46 0KB]

夏の星空案内リーフレット（2013年用A4版）  ※協力イベント登録団体に送付しました

http://www.starweek.jp/2013/swt2013.html
http://www.starweek.jp/img/kyara.jpg
http://www.starweek.jp/2013/doc/poster2013.jpg
http://www.starweek.jp/2013/doc/postcard2013.jpg
http://www.starweek.jp/2013/doc/postcard2013.jpg
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オモテ面（A面）

[PDFファイル/約

1MB]

ウラ面（B面）

[PDFファイル/約

1.7MB]

星空探検ブック（2013年用B4版）  ※協力イベント登録団体に送付しました

[PDFファイル/約2.2MB]

「星空探検ブック」の作り方［PDFファイル/約2.8MB］

(c)StarWeek2013

http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideA.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideA.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideA.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideB.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideB.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013SideB.pdf
http://www.starweek.jp/2013/doc/2013mini.pdf
http://www.starweek.jp/sw07/img/2007sw-howto.pdf
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スター･ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 － 

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

about us

「スター・ウィーク実行委員会」について

毎年の「スター・ウィーク実行委員会」は全国の有志によって構成され、運営されています。

事務処理の都合上、固定した場所に「事務局」を置く必要性があるので、国立天文台の普及室に事務局 を置か

せて貰っています。

ホームページはここ（http://www.StarWeek.jp/）ですが、内容などは適時別のサーバー 上で運用されます。

スター・ウィーク２０１３実行委員会

実行委員長：渡部潤一（国立天文台）

実行委員（五十音順）：旭 司益（市立小樽美術館）、小川佳代子、小野夏子、川井和彦、佐藤幹哉（川崎市青

少年科学館）、佐野真由美（湘南台文化センターこども館）、古屋昌美（かわべ天文公園）、松本幸久、宮本

敦（鳥取市さじアストロパーク）、安田岳志、吉田智之 他数名

事務局：国立天文台 天文情報センター 普及室内

スター・ウィーク実行委員会事務局

〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1

電子メール：sw13 starweek.jp （ は半角＠に直してください） 〔DM類は不要です〕

(c)StarWeek2013
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スター･ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 － 

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Topics 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

リンク

国立天文台 

財団法人 天文学振興財団

環境省全国継続星空観察

（スターウォッチング・ネットワーク）

アクアマリン

小樽市総合博物館

会津大学

西美濃プラネタリウム・西美濃天文台

かわべ天文公園

大阪市立科学館

姫路市宿泊型児童館『星の子館』

さじアストロパーク

月探査情報ステーション

世界天文年2009

世界天文年2009（日本サイト） 

(c)StarWeek2013

http://www.nao.ac.jp/
http://www.fpastron.jp/
http://www.env.go.jp/kids/star.html
http://www.env.go.jp/kids/star.html
http://aqumari.com/
http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kyouiku/museum/museum.htm
http://www.u-aizu.ac.jp/official/index_j.html
http://www.town.ibigawa.gifu.jp/kankoujyouhou/experience/fujihasijyo.html
http://www.town.ibigawa.gifu.jp/kankoujyouhou/experience/tenmondai.html
http://cosmo.kawabe.or.jp/
http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/
http://www.city.himeji.hyogo.jp/hoshinoko/
http://www.saji.city.tottori.lg.jp/saji103/
http://moon.jaxa.jp/
http://www.astronomy2009.org/
http://www.astronomy2009.jp/
http://www.astronomy2009.jp/
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「スター・ナイト～今、星を見ています・2013」
2013年7月25日

update 

  ホーム

  スター・ ウィークのペー

ジ

 

  星 を見るのに便利なグッ

ズ

  2007 年までの旧掲示板

  2006年の報告

  2004年の「天の川観測」

★ 伝統的七夕ライトダウン

キャンペーン2013

 

７月25日 12：00 更新 
ゆるやかに地球が太陽の周囲を

ひとめぐりして、わたしたちの頭

の上にはまた、夏の星たちが姿を

見せてくれています。

季節や時間とともに、刻々と変わ

る

星空。いつでも同じようで月の満

欠けや流星や…星空は常に変わっ

ているのです。

今年のキャッチコピーは、まさに

そんな毎日の星空の変化を

楽しんでほしい…と願う「想い」

が

＜「いまほし」を応援くださっているみなさまへ＞

「いまほし」ページへのご来訪、ありがとうございます。

早いもので2013年のスター・ウィークも目前です。

もちろん今年も「いまほし」は健在です！

期間中毎日、みなさんの書き込みをお待ちしております。

ご協力、よろしくお願いいたします。

2013．７．25 いまほし管理人

み んなで星空を見あげませんか？

２０１３年８月１日（木）～７日（水） 開催

スターウィーク２０１３ 全国イベント

１日（木）１９時～２４時頃まで 

２日（金）１９時～２４時頃まで 

３日（土）１９ 時～オールナイト！ 明け方、月と木星が並んで見える

４日（日）１９時～２４時頃まで

http://www.starweek.jp/sw08/event_08.html
http://www.starweek.jp/2009/doc09.html
http://www.starweek.jp/2009/doc09.html
http://9128.teacup.com/imahoshi2007/bbs
http://9128.teacup.com/imahoshi2007/bbs
http://homepage3.nifty.com/starweek/imahoshi/index.html
http://homepage3.nifty.com/starweek/amanogawa2004/kekka.html
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選ばれました。

「一夜 一夜に 星見頃」
（ひとよひとよに ほしみごろ）

夏の１週間の中のほんのひと晩、

星空を観ながら誰かとつながると

きを

今年も一緒に体験しましょう！

＊＊＊

どこかの誰かと一緒に同じ日の

星空を見上げる…そんな体験を通

じて、多くの皆さんに「星空の記

憶」を持っていただけたら。この

企画には

そんな願いがこめられています。

ある日ふっと、

「あのとき、そういえば星を見

たっけ」と思い出してもらえたら

嬉しいです。

星に関する難しい知識は必要あり

ません。みなさんが「いまほし掲

示板」に遊びにきてくださるのを

楽しみにお待ちしています。

５日（月）１９時～２４時頃まで

６日（火）１９時～２４時頃まで 

７日（水）１９時～２４時頃まで 6:51 新月

今年のスター・ウィーク期間は

・夕方～宵の空に金星と 土星

・夜中に見える秋の星座たちの 中に海王星・天王星

・明方の東空で水星・火 星・木星・下弦を過ぎた月

…が、見えています。

この機会に、惑星＋月を制覇するのはいかがでしょうか？

一晩で一気にチャレンジしたい方は８ 月３-４日(土‐日)  がオススメです。

「惑星の探し方がわからない(＞＜)★」という方は こちら から。

（「国立天文台 ほしぞら情報・８月」へジャンプします）

掲示板への報告はこちらからおね がいいたします。
（いまほし2013掲示板へジャンプします）

←ケータイからもご参加い ただけます♪

＊メールでも、観望会・観察会の人数などをご連絡いただけると幸いです。

メールのあて先は

http://www.nao.ac.jp/astro/sky/2013/08.html
http://8929.teacup.com/imahoshi2008/bbs
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企画担当：imahoshimitemasu @ yahoo.co.jp ま で

                  (＠マーク両脇の空白を取ってくださいね)

スター・ナイト 【今、星を見ています】 とは？

全国の見知らぬ人と一緒に星空を見上げてみませんか？

特別な道具はいりません。家族・仲間・恋人・１人でも…

身近な人と、好きな場所で、星空を見上げてみてください。

もちろん、全国の天文台や科学館に行って、天体観望会に参加してもOKで

す。

当日 星空を見上げた方は、「場所」と「一緒に見た人数」を教えてくださ

い。

写真が撮れるようなら、ぜひ送ってください。

みなさんが笑顔で星空を見上げている様子で、このページをいっぱいに

しましょう！

  

８月13日は「伝統的七夕」

…それってなぁに？（国立天文台 「よくある質問」 より）

七夕の行事は、7月7日 といっても現在使われている暦ではなく、旧暦など太陰太陽暦の7月7

日に行われていました。これは、月齢およそ6の月が南西の空に輝く夏の夜になります。 現在

の暦での７月7日は、たいてい梅雨のさなかで、なかなか星を観ることができません。

そこで国立天文台では、2001年から「伝統的七夕」の日を広く報じていくことにしました。

http://www.nao.ac.jp/QA/faq/a0309.html
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太陰太陽暦は、明治6年に現在の暦が採用されるよりも前の暦で現在は公には使われていませ

ん。このため、伝統的七夕の日は、太陰太陽暦による7月7日に近 い日として、以下のように定

義します。

二 十四節気の処暑（しょしょ＝太陽黄経が150度になる瞬間）を含む日かそれよりも前で、

処暑に最も近い朔（さく＝新月）の瞬間を含む日から数えて7日目が 

「伝統的七夕」の日です。

…とい うわけで、今年は ８月13日（火）が、伝統的七夕の日となります。

この日にも、おりひめ星とひこ星を探してみましょう！

＜問い合せ先＞

2013 StarWeek project

このページに関するお問い合わせは、

企画担当：imahoshimitemasu @ yahoo.co.jp まで

(＠マーク両脇の空白を取って宛先にしてください)
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スター・ウィークトップページ＞リンクバナーキャンペーン

スター・ウィーク2013

リンクバナーキャンペーン
～あなたも「スター・ウィーク」に参加しませんか～

リンクバナーキャンペーンとは？

スター・ウィークにお気軽にご参加いただくキャンペーンです。
スター・ウィークをさらに多くの人に知っていただけるよう、み
なさんのwebサイトにリンクバナーを置いていただきます。そし
て、ご協賛いただいたみなさんのwebサイトに、本キャンペーン
ページからもリンクをしまして、広く閲覧していただきます。

スター・ウィークを通じて、日本中の多くの人が星空に親しんで
いただけるよう願いをこめて、実施いたします。

ご参加いただくwebサイトは、個人サイト（ブログ・フェイス
ブックなどを含む）・同好会サイト・企業サイト・公開施設サイ
トなど、種類を問いません。ぜひご参加ください。

◆今年の協賛サイト一覧はこちら◆

★リンクバナーキャンペーンへの参加方法
こちらの「リンク設置手順ページ」を参考にみなさんのwebサイトへリンクバ
ナーを設置してください。
そして、このキャンペーンにご賛同いただけるwebサイトには、当webサイト
からも相互リンクをさせて頂きます。みなさんのwebサイトにリンクを設定し
たのち、こちらの「相互リンクの登録ページ」からご登録ください。
リンクバナーの掲載をお願いする期間は、7月7日から、スター・ウィークが終
了する8月7日までです。ただし、スター・ウィーク終了後も残しておいていた
だいて差し支えありません。
※来年のキャンペーンが始まりますと、来年のデザインに変わります。

★設置用リンクバナー（リンク設定の手順はこちら）
リンク設定の手順は、こちらの「リンクバナー 設置方法」ページをご覧くださ
い。

 大サイズ
（468×60ピクセル、17KB）

http://www.starweek.jp/
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/link-set.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/touroku-lb.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/link-set.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/link-set.html
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 中サイズ（234×60ピクセル、12KB）

 小サイズ（88×31ピクセル、4KB）

 小サイズ・アニメーション（88×31ピクセル、57KB）

★相互リンクの登録
8月7日まで相互リンクの登録を受付中です。こちらの「相互リンクの登録ペー
ジ」から、ぜひご登録ください。

★リンクバナーキャンペーン 協賛サイト（リンク集）
新着サイト（7/25 更新分）
個人サイト（ブログ・フェイスブックなどを含む）
天文同好会・天文サークル
公開施設（プラネタリウム・天文台・博物館など）
メーカー・望遠鏡ショップ・雑誌など
その他

★過去のキャンペーン
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年

※2010年まで当キャンペーンは国立天文台のサイトで実施していましたが、上記は、当
サイトに移転したコンテンツを参照しています。

「スター・ウィーク～スタッフの徒然日記～」
スター・ウィークスタッフのブログです。よろしかったらご覧ください。

※スター・ウィーク実行委員会は、伝統的七夕ライトダウン2013キャンペーンを共催し
ています。

当リンクバナーキャンペーンのバナーに加えて、こちらのバナーも設置いただければ幸い
です。

くわしくは伝統的七夕ライトダウン2013キャンペーンのページまで。

スター・ウィークトップページに戻る

http://www.starweek.jp/lb/2013/touroku-lb.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/touroku-lb.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/touroku-lb.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html#new
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html#kojin
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html#club
http://www.starweek.jp/lb/2013/lb-link.html#shisetsu
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HOME

ごあいさつ

組織概要

財団の活動

資料

お問い合わせ

財団の活動

「スター・ウィーク」支援 ～天文学研究活動の成果の普及・啓発活動への支援

下記のとおり、スター・ウィーク2013事業についての助成公募を行います。 応募は締め切りまし

た

参照：「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」 について

スター・ウィーク協力イベントへの助成公募について

（2013年6月3日 更新）

（公財）天文学振興財団

理事長 観 山 正 見

 新緑の頃、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

 さて、毎年皆様より多くのご協力をいただいている「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」

は、1995年の開始以来、今年で19年目となります。

 つきましては、当公益財団の普及・啓発活動への支援の一環であるスター・ウィーク支援とし

て、スター・ウィーク2013協力イベントにかかる費用の一部への援助を、下記要領のとおり行うこ

とになりました。どうぞ振るってご応募くださるようご案内いたします。

記

応募資格：スター・ウィーク2013に協力する団体

※応募時点で、スター・ウィーク実行委員会に協力を申し出ていること

必要書類：以下(1)～(6)の資料を提出ください（書式自由）

(1) イベントの趣旨と概略（A4で1ページ以内）

(2) イベントの内容を示す資料

(3) これまでのスター・ウィーク協力イベントの実施実績

(4) 主催者および担当者の連絡先

(5) 費用の見積もりの積算（概算）

(6) その他、参考になる資料など（あれば）

応募締切：2013年6月28日（金）必着を2013年7月4日（木）必着に変更いたしました。

応募先  ：かならず郵送にてお申し込みください

〒181-8588  東京都三鷹市大沢2-21-1  国立天文台内  （公財）天文学振興財団

スター・ウィーク2013  イベント助成係  宛

その他：

審査は7月上旬に開かれる天文学振興財団選考委員会で行います

7月10日までには、審査結果をお知らせできる予定です

助成金は、各主催団体または施設名義の口座へ入金となります

http://www.fpastron.jp/index.html
http://www.fpastron.jp/aisatsu.html
http://www.fpastron.jp/soshiki.html
http://www.fpastron.jp/katsudo.html
http://www.fpastron.jp/shiryo.html
http://www.fpastron.jp/form.html
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イベント実施後、１カ月以内に実施報告書を提出していただく義務があります

ご注意：

講師謝礼や郵送費等の役務費については援助を行いません

高価な備品の購入費については援助を行いません

過去に助成を受けた団体で、過去のものと同企画・同内容での応募があった場合は、他

団体からの応募企画を優先させる場合がありますので、ご了承ください

お問い合わせ先：

（公財）天文学振興財団  スター・ウィーク2013  イベント助成係

電話：0422-34-8801／FAX：0422-34-4053

※スター・ウィーク実行委員会事務局とお間違えのないようお願いします

Copyright © 2010 Nonprofit Public Organization: Foundation for Promotion of Astronomy. All Rights Reserved.
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スター･ウィーク 2013
－ 一夜 一夜に 星見頃 －

ひとよ ひとよに ほしみごろ

Top 趣旨 イベント情報 テーマソング ポスターなど about us リンク

Top page －＞ イベント情報 －＞ 協力イベント登録ページ

スター・ウィーク2013 協力イベントの募集

今年で19回目を迎える「スター・ウィーク ～星空に親しむ週間～」のキャンペーンについ

て、今年も多くの方からのご協力をお待ちしております。 夏休み期間中（概ね７月下旬～８

月末）に開催予定の「星や宇宙に親しむ」趣旨のイベント・事業（天体観望会、講演会、工

作教室、プラネタリウム投映等）を、 「スター・ウィーク2013協力イベント」として下記の

とおりご連絡いただきますようお願いいたします。情報をお寄せいただいた協力イベント

は、スター・ウィークの ウェブページに公開させていただきます。また、後日キャンペーン

ポスターを送付させていただきます。

記

●スター・ウィーク2013協力イベントのご連絡方法

協力イベント登録フォームにご記入いただき、ページ一番下にある［送信する］ボタンを押

してください。 内容の確認ページが表示されるので、内容をご確認いただき、誤記がなけれ

ば、ページ一番下の［上記内容で送信］ボタンを押してください。

今年から2通りの登録方法があります。

★既に「イベントのWebページ」があるイベントの登録はこちら

（スター･ウィークのページからそちらのページにリンクをはります）

協力イベント登録フォーム（Ａ）

★Webページがないイベントの登録はこちら

（スター･ウィークのページに詳細な情報を載せます）

協力イベント登録フォーム（Ｂ）

http://www.starweek.jp/2013/event/Aform/aform13.html
http://www.starweek.jp/2013/event/Bform/bform13.html
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スター・ウィーク2013キャッチコピー結果発表

ひとよ ひとよ ほしみごろ

「一夜 一夜に 星見頃」

三重県 増田 木綿子さんの作品です。（増田さんから採用にあたってのメッセー

ジを紹介します）

天気が良ければ毎晩星を見ています。一晩一晩、いつも星空が違うということを実感してい

ます。

いつも星空は違っていて、同じ星空はないので、見上げた時が「星見頃」。

たくさんの方にいつも星空を見上げて欲しいと思います。

増田さんには、スター･ウィーク関連グッズをプレゼントいたします。

また、抽選で１０名様に記念品をプレゼントいたします。（発送をもって発表と代えさせて

いただきます）

応募総数は１，４１３件でした。たくさんのご応募ありがとうござい

ました。
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スター･ウィーク2013まであと 6 日です。

「バードウィーク（愛鳥週間）があるならスター・ウィークがあってもいい」。 

1995年に、そんなアイディアから始まった「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」も2013年で

１９回目を迎えます。毎年8月1日から7日の一週間を「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」とし、

子どもから大人まで幅広く星空に親しんでもらおう、という趣旨のキャンペーンです。スター･ウィーク

２０１３開始にあたり、スター・ウィークキャンペーンＰＲのためにキャッチコピーを募集しました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

スター・ウィーク実行委員会・委員長 渡部潤一

応募資格：特にありません。

応募方法：電子メール(ＦＡＸ、郵送も可）。作品および、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、

ご応募ください。

お一人様、一点のご応募のみ有効とさせていただきます。

募集期間：２０１３年２月１５日(金)～３月３１日(日)

発 表：実行委員で選考の上、１点を採用し４月末ころ、採用者に直接、通知 させていただきます。

また、スター・ウィークホームページ上でも発表します。

採用された作品につきましては、採用された方のお名前と都道府県名、コメントをあわせて公表いたし

ます。

賞など ：採用者には記念品としてスター・ウィーク関連グッズを差し上げます。

さらに応募された方の中から抽選で10名様に、記念品をプレゼントいたします。
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その他：

・ 採用したキャッチコピーは、ポスターやWEBページなどを通じてキャンペーンに使用します。

・いただいた個人情報は、スター・ウィークキャッチコピー募集以外には使用いたしません。

お問い合わせ： 下記、キャッチコピー募集係へお願いいたします。

＊採用作品の著作権は、スター･ウィーク実行委員会に属するものとします。

過去のキャッチコピー 一覧

『七日間 心うるおう 星月夜』（2012年） ＊公募作品 応募総数 852件

『そのねがい きっとかなうよ スター･ウィーク』（2011年） ＊公募作品 応募総数 1,428件

『見上げれば始まる 君のスター・ ウィーク』（2010年） ＊公募作品 応募総数 2,022件

『謎を解け きみは宇宙の名探偵』（2009年） ＊公募作品 応募総数 1,889件

『君の瞳が 宇宙（そら）になる』（200８年） ＊公募作品 応募総数 1,579件

『きらきら！ ☆の７days』（2007年） ＊公募作品 応募総数 1,759件

『7日連続 星曜日！』（2006年） ＊公募作品 応募総数 1,778件

『地球発 星空行き』（2005年） ＊公募作品 応募総数 2,593件

『あっ！おほしさま見つけた！』（2004年） ＊公募作品 応募総数 978件

『宇宙（そら）を旅する一週間』（2003年） ＊公募作品 応募総数 1,285件

『今宵、家族で星空散歩』（2002年） ＊公募作品 応募総数 31件

『星空探しにとびだそう！』（2001年）

『明かりを消して星を見ようよ』（2000年・スター・ウィーク統一テーマ）

『星がささやく夏の夜』（1999年）

『この夏、宇宙を感じよう！』（1998年）

『星に聴く、夏の夢』(1997年）

『真夏の夜の星祭り』（1996年）

キャッチコピー募集係
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鳥取市さじアストロパーク 担当：宮本 敦

〒689-1312

鳥取県鳥取市佐治町高山1071-1

電 話：0858-89-1011

ＦＡＸ ：0858-88-0103

電子メール：sj-astro-info＠city.tottori.lg.jp（＠は半角に変えて送信してください)

主催者：スター・ウィーク実行委員会

事務局：国立天文台 天文情報センター内

〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1

電 話：0422-34-3688 

Ｆａｘ：0422-34-3810

電子メール：ｓｗ12＠Starweek.jp（＠は半角に変えて送信してください)

協力：鳥取市さじアストロパーク

2013年２月 スター・ウィーク実行委員会

(since 2013.2.15)

トップページに戻る

mailto:sj-astro-info@city.tottori.lg.jp?Subject=starweek2013copy
http://www.starweek.jp/
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流れ落ちる天の川

(鳥取市さじアストロパークにて)

http://www.saji.city.tottori.lg.jp/saji103/starweek/image/milkyway_2012_0819.jpg


伝統的七夕ライトダウン2013キャンペーン
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伝統的七夕まで

あと 18 日
2013年の伝統的七夕の日は、
8月13日（火）です。

Menu

ホーム

ニュース

呼びかけ人メッセージ

キャンペーン概要

推進委員会

主催・共催・後援

広報用素材

協力いただいているみなさま

協力するには

協力登録

イベントマップ

イベント登録

お問い合わせ

過去のキャンペーンサイト

キャンペーン2012

キャンペーン2011
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お知らせ
■2013.7.14 広報用素材に星図版ポスター Ver.Bを追加しまし

た。
■2013.7.11 広報用素材に星図版ポスターを追加しました。
■2013.7.9 呼びかけ人である夏川りみさんよりメッセージを

いただきました。
（続きを読む）

広報用素材
ポスター

星図版の伝統的七夕ライトダウン2013キャンペーンのポスター
Ver.Bを公開しました。

星図版ポスター Ver.B（PDF, 692 kB）

伝統的七夕ライトダウン2013トレイラー
伝統的七夕ライトダウン2013のトレイラーを公開しました。 広報活動にご利用下さい。 施設

やイベントなどで広く使っていただけるとうれしいです。

高解像度ダウンロード版はこちらです．[2013TanabataLD_trailer.mov] (MOV, 71.3 MB)
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全国一斉観望会「アルビレオを見つけよう」開催マップ
伝統的七夕の夜にあわせ、灯りを消して星空を楽しむ取り組みを提案しています。 本年より全

国で統一感のあるキーアクションを展開するため、アルビレオを見つけるイベントを呼びかけま
す。

アルビレオは宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の中で『サファイアとトパーズ』と表現されている
ペアの星で、 最も美しい星の一つです。 ちょうど織姫と彦星の間にあり、天の川の中に位置す
ることから、伝統的七夕の夜には頭上高く輝き、 街中で天の川の位置を探すときの目印になり
ます。 またこの星は、望遠鏡を使うと青と橙の星が寄り添っているように見られます。 私たち
は、この様子に織姫と彦星が一年に一度だけ出逢う七夕伝説をイメージし、願いを託す星として
選びました。

当日は全国各地で夏の大三角や織姫、彦星、さらにアルビレオを楽しむイベントが開催されま
す。 ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

（詳しく見る）

スター・ウィーク2013

伝統的七夕ライトダウン2013推進委員会は、スター・ウィーク2013を応援しています。

特別協力
「伝統的七夕ライトダウン2013」は、環境省「ライトダウン2013」の特別協力を得ています。

「ライトダウン2013」とは
夏至の日（2013年は6月21日）と七夕（7月7日、クールアース・デー）の両日、20時から22時

までの2時間を特別実施日とし、 全国のライトアップ施設や家庭の照明のライトダウンを呼びか
けています。 このライトダウンを通じて、より一層の温室効果ガスの削減を呼びかけるのが
「ライトダウン2103」です。
スローガン

「でんきを消す夜。地球を想う夜が、ちょっとステキになりますように。」

http://7min.darksky.jp/event_map.php?campaign
http://www.starweek.jp/


伝統的七夕ライトダウン2013キャンペーン

http://7min.darksky.jp/[2013/07/26 21:26:37]

バナーリンク先（外部リンク）：ライトダウン2013（環境省）<http://coolearthday.jp/>

いいね！ 送信 1,560人が「いいね！」と言っています。Facebookに登録し
て、友達の「いいね！」を見てみましょう。

© 2013 - 伝統的七夕ライトダウン2013推進委員会

http://coolearthday.jp/
http://coolearthday.jp/
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=7min.darksky.jp&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2F7min.darksky.jp%2F&extra_2=JP
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