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年末例会のご案内
１ 日時

2015 年12 月23 日(水) １３時から１６時３０分ごろ

２ 場所

しげい病院本館の５階かわせみホール

３ プログラム

(1)スライド映写（12 月 20 日までに希望された方）
今回も，会員の皆様に成果の発表をしていただこうと思います。ふるってご参加ください。
パワーポイントの入ったノートパソコンは用意いたします。発表される方は，デジカメの画像
やパワーポイント（バージョンは 97-2003 で保存した物）で作成したファイルをＣＤか USB
メモリーに入れてご持参ください。また，発表は近況の報告も兼ねてお願いいたします。時間
は１０分以内厳守でお願いいたします。（発表者が多ければ短くなるかもしれません）希望さ
れる方は，12 月 20 日（金）までに事務局まで，メールかファックスで「発表者名」「演題」
「連絡先電話番号」をご連絡ください。（kurakon@shigei.or.jp FAX．086-421-1991)
(2)近況報告（スライド映写をしていない方）
今年１年を振り返って，一人一言ずつお話しください。また，全員に紙に書いていただいた内
容は，次回のクラコンに掲載したいと思います。打ち直しますので，読みやすい字でお願いい
たします。
(3)自由懇談
・・時間の都合で短くなるかもしれません。標本などをお持ちよりください。

 忘年会のご案内 
例会の後，忘年会を下記のように計画致しました。忘年会のみの参加も歓迎致します。参加を希望
されるお方は１２月２０日（金）までに倉敷昆虫館に必ずご連絡下さい。なお，当日急な参加は、ご遠慮く
ださい。

場 所：「鳥好」（とりよし）（電話 086-424-4653）倉敷市阿知３丁目 1-7 (倉敷駅
前ロータリーの西側陸橋の南側から一番街に入り 20m 程進んだところ) 時 間： １７時３０分～
参加費： ３５００円（飲み放題）
連絡先： メール：kurakon@shigei.or.jp（倉敷昆虫館）＊電話 086-422-8207
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倉敷市立自然史博物館のおしらせ
★ 会員のコレクション，倉敷市立自然史博物館へ寄贈
本会会員の脇本浩さん，近藤光宏さんの昆虫コレクションがそれぞれ倉敷市立自然史博 物館へ寄
贈されました。厚くお礼申し上げます。脇本コレクションは 11 月 21 日からの新着資 料展で公開します。
近藤コレクションの方は，来年度にお披露目展示を予定しています。閲 覧，研究などでのご利用につ
いては奥島までお問い合わせください。
☆「脇本浩甲虫コレクション」：岡山県産甲虫類 1771 点。特にカミキリムシが充実している。
☆「近藤光宏昆虫コレクション」：岡山県産を中心とした昆虫類 13,022 点。ほかの人があまり やらない
虫（ハチ・ハエ・カメムシ・バッタの各目）が充実している。
◎特別陳列「新着資料展 2015」
当館には現在，73 万点もの標本資料が収蔵され，展示や調査研究などに活用されていま す。最近
収蔵された新着資料を展示公開します。
◆会期：2015 年 11 月 21 日（土）～2016 年 1 月 11 日（月・祝）
◆会場：自然史博物館３階特別展示室
◆料金：通常料金（一般 150 円，大学生 50 円，高校生以下・65 歳以上（証明要）無料）
◆展示内容：山本善民昆虫コレクション，古城隆チョウ類コレクション，脇本浩甲虫類コレク ションなど
◎博物館講座「色鉛筆で昆虫を描こう」
昆虫の写真を見ながら，あらかじめ用意された下絵に色鉛筆で着色します。
◆日時：2015 年 12 月 5 日（土）14 時～16 時（受付 13 時 30 分～14 時）
◆会場：自然史博物館地階講義室
◆講師：越山洋三（岡山動物画の会講師）
◆申込み・定員：12 月 4 日（金）までに電話で自然史博物館まで。ただし，申込み順先着 36 名
（小学生以下は付き添いが必要，付き添いの方も同席される場合は申込みが必要です）
◆参加費：材料費 300 円（付き添いの方は不要）
◆持参品：24 色以上の色鉛筆，鉛筆削り，消しゴム
◎自然観察会｢おかやま自然探訪 48｣
岡山県内の旧市町村全部を巡回するシリーズの 48 回目です。今回は井原市（旧美星町） の渓谷沿
いを散策し，冬を間近に控えた時期の植物，昆虫，動物や岩石などを観察します。
◆日時：2015 年 12 月 6 日（日）10 時 30 分～14 時 30 分（受付 10 時～）
◆観察場所：井原市美星町黒木 滝山自然公園
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◆集合場所：滝山自然公園 星田ダム側駐車場
◆講師：自然史博物館学芸員・友の会幹事ほか
◆持参品：筆記用具，観察用具，弁当，飲料水，雨具，救急用品など
◆申込み：12 月 5 日（土）までに電話・ファックス・ハガキなどで自然史博物館へ。
◆交通案内：自家用車の方は矢掛町宇内で県道 48 号から美星方面（広域農道）に進み，さ らに約１
km で第２星田ダム方面（友の会の水色の旗が目印）への舗装道路に入ります。ダム 湖沿いの車道を道
なりに進むと約 1.6km で集合場所の駐車場に到着します。公共交通機関 を利用の場合は，井原鉄道
小田駅よりタクシーで約 30 分（約７km）です（日の丸タクシー：電 話 0866-98-1288）。
◆備考：雨天決行。ただし，警報発令時は中止。天候があやしい場合は当日朝８時 30 分以 降に友の
会携帯電話（090-8242-3896）までお問い合わせください。小学生以下の方は保護 者同伴でご参加く
ださい。トイレは観察コース途中にあります。自然公園内では岩石と植物 は採集できません。
■昆虫ボランティアスタッフ募集
自然史博物館の昆虫分野のボランティアスタッフを募集しています。標本の作製・同定・整 理・修復・
研究，展示解説・案内，普及活動（講座・観察会補助）など幅広く募集しています が，現在，特に未整理
標本の同定，同定済標本の配架の作業人員が不足しています。来館 にはボランティア用無料駐車場
がご利用になれます。興味のある方は活動内容等について 相談させていただきますので，メールまた
は電話で奥島までご連絡ください。
（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館 メール：musoku@city.kurashiki.okayama.jp）
〒710-0046 倉敷市中央２－６－１ TEL 086-425-6037 FAX 086-425-6038

【新会員】
No.514 新田涼平
No.515 三宅哲人
No.516 江頭聖大
【住所変更】
No.411 岩出 斉
No.472 末長晴輝

-
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［2014 年度会計報告］
2014 年度会計を下記の通り報告します。〈事務局〉

収

入

費
目
前年度繰越金
会費
すずむしバックナンバー売上金
岡山の昆虫売上金
図書売上金
広告費（すずむし150号）
計

支

出
金額（円）
費
目
131,002
すずむし150号印刷代
202,000
会誌送料
20,500
連絡紙送料
3,500
事務用品費
15,100
連絡紙代
50,000
特別会計へ
次年度繰越金
422,102
計

金額（円）
241,920
18,630
8,364
982
2,500
2,800
146,906
422,102

［交 換 文 献]
（2015.4.30～2015.１１．７受付分）
広島虫の会会報 （５３）
ホシザキグリーン財団研究報告 （１８）
ホシザキグリーン財団研究報告 特別号 （１２）～（１４）
Nature Study 61(4)～(10)
横須賀市博物館報 (62) ―自然科学―
横須賀市博物館 資料集 (39)
誘蛾灯 （220），(221)
駿河の昆虫 (249)，(250)
ちゃっきりむし (183),(184)
蛾類通信 (273)，(274)
比婆科学 (25３)
げんせい (91)
インセクト 66(1)
月刊 むし (535) September 2015
佐加の昆虫 (49)
佐賀むし通信 (269)～(274)

広島虫の会
ホシザキグリーン財団
〃
大阪市立自然史博物館友の会
横須賀市自然・人文博物館
〃
誘蛾会
静岡昆虫同好会
〃
日本蛾類学会
比婆科学教育振興会
高知昆虫研究会
とちぎ昆虫愛好会
むし社
佐賀昆虫同好会
〃

【寄 贈 文 献】
（2015.4.30～2015.１１．７受付分）
平成26年度 ホシザキグリー財団 環境修復プロジェクト報告集 ホシザキグリー財団
ガイドブック 岡山県の島の植物

倉敷市立自然史博物館
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