
最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 「しし座流星群」

入賞作品は全期間中、展示します。         敬称略

奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 「太陽」

佳作佳作佳作佳作 「しし座流星群と富士２００１」

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 「プレアデス星団（すばる）」

佳作佳作佳作佳作 「コーカサス山脈周辺」

受賞者 作品名

畑中 明利（三重県熊野市） しし座流星群
小林 章宏（東京都葛飾区） プレアデス星団（すばる）
岡野 幸次（静岡県清水市） 池谷・張彗星
本多 勝（神奈川県小田原市） コーカサス山脈周辺
三浦 欣也（静岡県清水市） しし座流星群と富士２００１
北村 壽規（東京都立川市） 太  陽
谷中 洋司（千葉県市川市） オリオン大星雲
山田 輝昭（静岡県清水市） 昇る北斗（秋）（春）
海野 智行（静岡県静岡市） 土星食
小山田博之（神奈川県秦野市） 山形市の夜景と西空に集う惑星たち

奨励賞

年度賞

優秀賞

賞
最優秀賞

佳作

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 「池谷・張彗星」

奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞「昇る北斗 （春）」 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞「オリオン大星雲」

第六回ディスカバリーパーク焼津天体写真展第六回ディスカバリーパーク焼津天体写真展第六回ディスカバリーパーク焼津天体写真展第六回ディスカバリーパーク焼津天体写真展

~~~~天体写真コンテスト応募作品を展示。美しい天体写真の世界をお楽しみ下さい。天体写真コンテスト応募作品を展示。美しい天体写真の世界をお楽しみ下さい。天体写真コンテスト応募作品を展示。美しい天体写真の世界をお楽しみ下さい。天体写真コンテスト応募作品を展示。美しい天体写真の世界をお楽しみ下さい。~~~~

   

期 間：平成 14 年 12 月 14 日（土）～平成 15 年３月９日（日）入替有り＊裏面参照
会 場：ディスカバリーパーク焼津 天文科学館１Ｆギャラリー通路・３Ｆ展示ロビー　　　＜入場無料＞

    協賛：ミノルタプラネタリウム株式会社   後援：NHK 静岡放送局 静岡新聞社・SBS 静岡放送



講講講講        評評評評            40 名の方から 67 作品の応募がありました。全体にレベルが高く審査は非常に大変でした。作品をお寄せ下さった皆様に心より
感いたします。
  最優秀賞に選ばれた畑中明利さんの「しし座流星群」は、15mm という広角（魚眼）レンズを使い 15 分間のガイド撮影をしています。写真
中央の放射点を中心に流星が空全体に広がる様子を良く捉えています。
  優秀賞となった小林章宏さんの「プレアデス星団（すばる）」は、今年限りでマイカー乗入禁止となる乗鞍スカイラインで撮影された作品
です。他２つの“すばる”も素晴らしいものでしたが、星雲部分が非常にクリアに写されているこの作品を選びました。もう１作品は岡野 幸
次さんの「池谷・張彗星」です。静岡県ゆかりの池谷･張彗星と富士山を春先という環境の良くない中、チャンスを逃さず良く写しています。
  佳作も 2 作品。三浦欣也さんの「しし座流星群と富士２００１」は、流星が富士に降り注ぐような迫力が現れています。富士山は静岡なら
ではの被写体です。同じ天文現象でもその地域の独自性にこだわって撮影することを評価したいと思います。本多勝さんの「コーカサス山脈
周辺」は、月面の中で、山脈・クレーター・海・谷などと月の地形の銀座とも言える良いターゲットを狙っています。また、撮影者も言及し
ている通り、大気の状態も非常に良いものだったようです。日頃から月を撮影しているからこそ巡り合えたチャンスといえるでしょう。
  今回でこのコンテストも 6 回目となり、みなさんの技術もかなり高くなってきました。今後の課題として、目的を持った撮影を心がけてほ
しいです。また、撮影データーや工夫･理由等のコメントは、記録として重要なだけでなく審査においても評価の対象となります。大切にし
て下さい。さて、来年は火星の大接近など楽しみな天文現象が控えています。みなさんの作品を期待しています。 冨田 弘一郎 氏（元国立天文台）

   
＜＜＜＜前期前期前期前期         12月14日（土）～1月19日（日）＞＞＞＞ （敬称略） ＜＜＜＜後期後期後期後期        1月2５日（土）～3月9日（日）＞＞＞＞ （敬称略）
土星 早苗 外松 Ｍ８とＭ２０ 芦刈 周平

しし座流星群 早苗 外松 虹の入り江 前田 浩志

木星食（潜入直前） 早苗 外松 二重星団 高橋 豊

白鳥座付近の天の川 斉藤 良仁 Ｍ８とＭ２０ 高橋 豊

白鳥座の散光星雲 高橋 幸弘 沈みゆく白鳥座 高橋 豊

M４５プレアデス星団 川本 謙一 アンドロメダ大銀河（M３１） 円舘 金

2001年しし座流星群 富士山と流星 滝 忠義 月に接触した木星と衛星 小山田博之

しし座流星群 2001年ししの雄たけび 滝 忠義 月齢２１ 佐々木一男

しし座流星群 2001年ﾎﾟﾗﾘｽ（北極星）を狙う流星嵐 滝 忠義 木星 山内 伸昌

2001年しし座流星群 流星痕と大流星 滝 忠義 ここは月の何番地？ 山内 伸昌

2001年しし座流星群 大火球 滝 忠義 M１７（オメガ星雲） 塩澤 均

はくちょう座の散光星雲 小林 章宏 球状星団M１３ 塩澤 均

すばる 石橋 直樹 バンビの横顔付近 草野 敬紀

草原の初夏 高橋 幸弘 午前0時の宇嶺 辻 章

オーロラの降る街 新井 悟 志太の名瀑 辻 章
星のシャワーが降りそそぐ
    しし座流星群　北天を突き刺す獅子の矢 高須 絢子 池谷・張彗星と富士山 海野 智行

しし座流星群 早苗 外松 過ぎゆく夏 横田富美男

VERA計画、始動 榊原誠一郎 池谷・張彗星 赤池 晴利

森と月 児玉 宏 秋桜の大合唱 伊奈 宏

北天（北極星の周りの星の流れ） 児玉 宏 空のむこうにあるものは 後藤 志麻

日没 児玉 宏 望郷の月 見崎友太郎

夜明けの空 永井 一久 大都会の月見 北村 壽規

至高の星空 永井 一久 夕陽の変化 ３枚組  その１ 小沢 和夫

地球・月 そして宵の明星 志水 健一郎 夕陽の変化 ３枚組  その２ 小沢 和夫

富士山に並んだ５惑星 岡野 幸次 夕陽の変化 ３枚組  その３ 小沢 和夫

ペルセウス座流星群 岡野 幸次 北斗七星とみかん山 山内 伸昌

しし座流星群地上に迫る 桜井 廣 護摩壇山に南中するカノープス 箱根 功一

夜空の彩り 桜井 廣 伊豆の松島    ※参考出品 三沢 房雄

星の軌道 中山 修身                   敬称略

ディスカバリーパーク焼津ディスカバリーパーク焼津ディスカバリーパーク焼津ディスカバリーパーク焼津    ときめき遊星館ときめき遊星館ときめき遊星館ときめき遊星館（天文科学館）（天文科学館）（天文科学館）（天文科学館）
〒425-0052 静岡県焼津市田尻 2968-1 Tel 054-625-0800  http://www.tokai.or.jp/discovery_park
開館時間  10:00～21:00 （右の日は開館時間が異なります。12/28 10:00～18:00、1/2 12:00～17:00、1/3 10:00～17:00）
休館日 毎週月曜（休日の場合はその翌日）・12/29～1/1 ※天文科学館は※天文科学館は※天文科学館は※天文科学館は 1/21/21/21/2 より開館より開館より開館より開館・温水プールは・温水プールは・温水プールは・温水プールは 1/41/41/41/4 より開館より開館より開館より開館


