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No. 85 倉敷昆虫同好会

ＫＵＲＡＫＯＮ
2017.11.22 連 絡 紙

１ 日時 2017年 12月 23日(土) １３時から１７時００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15日までに希望された方）１３：１０～

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 2010 でも構いません。）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。例年多くの方に発表していただいていますが、

皆さんに平等に時間を配分したいと思います。）希望される方は，12 月 15 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」

「発表の要約 200字程度」（クラコン掲載用）をご連絡ください。
（kurakon@shigei.or.jp FAX．086-421-1991）

★スライドの最後に話題を提供していただきます。

「博物館の寄贈標本について」 奥島雄一（倉敷市立自然史博物館）

最近，自然史博物館に寄贈される昆虫標本はすごい勢いで増加しています。受け入

れ側の博物館の事情と，これから標本の寄贈を検討される方へのお願い，それから寄

贈された標本の利用についてお話しさせていただきます。

(2)近況報告（スライド映写をしていない方）１５：３０～

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１６：００～１７：００

時間の都合で短くなるかもしれません。一泊調査会の採集品などを持ち寄り紹介し

てください。

年末例会のご案内
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❆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（水）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

倉昆一泊調査会の報告
調査対象地域 高梁市成羽町～備中町（成羽川流域）

日程 2017年6月10～11日

宿泊場所 高梁市備中町西山 西山高原ロッジ

梅雨時で雨が心配されましたが、日中は好天、夜は逆に雲が月を隠して絶好の夜間採集

日和となりました。宿舎に集合する夕方まで、参加者８人はそれぞれが興味有る虫を探し

て奮闘。新見方面では、羽化したてのヒロオビミドリシジミが幾つも見られたそうです。

また、新成羽川ダムのダム湖周辺でも精力的な調査が行われました。

日暮れが迫った宿舎では、各自が用意した夕食を食べ、ビール、焼酎、ラム酒を飲みな

がらの虫談義。この間にもライトトラップの水銀灯には多数の蛾が飛来しました。目立っ

たところではホソバミツモンケンモン、ネジロフトクチバ、そして最後は夜明けの蛾コウ

チスズメ。

甲虫は少なかったのですが、比較的記録の少ないフン虫が来ました、さらに帰ってよく

見てみると・・・（詳細はすずむしの方に報告予定です。）

明けて日曜日は、散会し各自思い思いに虫を探しながら帰路につきました。虫の話で楽

しく心地良い、そして採集成果に恵まれた一夜でした。

参加者：大森斉，岡野貴司，岡本忠，武田雅生，武田寛生，藤本徹哉，山地治，三宅誠治．
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倉敷昆虫館より

昆虫館の所蔵標本から宝物を探してみませんか。
倉敷昆虫館に所蔵されている標本には 50 年前とか 80 年前とかの古い標本もあり、今

では貴重な標本も多くあります。また、未同定である標本も多くあるだけでなく、昔の図

鑑で同定をしているための誤同定の標本もいくらかあると思います。

最近、会員の山地治氏が展示標本の中から、アオヘリアオゴミムシ（岡山県絶滅危惧Ⅱ

類）やクワゾウムシ（岡山県未記録？）など貴重な標本を発見されました。

そこで、会員の方に倉敷昆虫館の標本を見ていただき、宝探しをかねて誤同定や未同定

の標本の解消にご協力いただければと思っています。展示していない標本については、持

ち帰って同定作業をしていただいてもかまいません。なお、チョウ目についてはほぼ終了

しています。

倉敷市立自然史博物館のおしらせ
◎第 25回しぜんしくらしき賞作品展
倉敷市立自然史博物館友の会が小中高生を対象として募集した自然史に関する標本や写真

作品を一堂に展示します。

◆会期：2018年１月 14日（日）～４月１日（日）
◆会場：自然史博物館３階特別展示室

■博物館公式 Twitter開始しました
アカウント名は「kura_n_h_museum」です。「パオちゃん」あるいは「＃倉敷市立自

然史博物館」などのキーワードで検索できます。Twitter ユーザーの方はもちろん，イン
ターネット環境があれば閲覧することができます。ぜひアクセスしてご覧ください。

お問い合わせ・お申込み先

倉敷市立自然史博物館 倉敷市中央 2-6-1 TEL 086-425-6037
E-MAIL musnat@city.kurashiki.okayama.jp
URL http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/
（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）

【住所変更】
No.483 瀬島 翔馬（茨木県） No.520 加門 昭徳（岡山県）

No.514 新田 凉平（岡山県）

【新会員】
No.523 押木俊之 （岡山県） 興味ある分野 ：蝶・トンボ

No.524 矢口芽生 （岡山県） 興味ある分野 ：蝶他

No.525 道広 喜一（岡山県） 興味のある分野：水生昆虫
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【2016年度会計報告】
2016年度会計を下記の通り報告します。〈事務局〉
収 入 支 出

費 目 金額（円） 費 目 金額（円）

前年度繰越金 187,307 印刷代(すずむし200部) 252,936
会費（61人） 136,000 会誌・連絡紙送料 20,880
すずむし分譲（14部） 19,600 事務費(封筒､ノート他) 3,440
広告費（創和会） 50,000 次年度繰越金 115,651

計 392,907 計 392,907

【交 換 文 献】
(2017.4.1～2017.11.18受付分）

神奈川自然史資料 (38) 神奈川県立生命の星・地球博物館
佐賀の昆虫 (50) 佐賀昆虫同好会
佐賀むし通信 （275）～（281） 〃

誘蛾灯 (228) (229） 誘蛾会
すかしば (64) 山陰むしの会
いずも虫だより (117)(118) 〃
愛媛の自然 14(2)～ 14(5) 愛媛自然科学教室

インセクト 68(1) とちぎ昆虫愛好会

蛾類通信 (281)(282) 日本蛾類学会

TINEA 23(6) 23(6) 〃

Nature Study 62 (1）～63(１0） 大阪市立自然史博物館友の会
ホシザキグリーン財団研究報告(18)(19)(20) ホシザキグリーン財団
駿河の昆虫 (257)，(258) 静岡昆虫同好会
ちゃっきりむし (191)，(192) 〃
しぜんしくらしき (98)～(101) 倉敷市立自然史博物館友の会
Mushi Mezuru (43) 鈴木 裕
ちょうしゅう便り (3) 山口むしの会
月刊むし (556) むし社

みちしるべ (53) 岡山昆虫談話会

［寄 贈 文 献] (昆虫関係)
(2017.4.1～2017.11.18受付分）

富山県の昆虫シリーズ第 2号 富山県産無翅昆虫類および直翅系昆虫類 富山昆虫同好会

岡山県吉備高原都市区の昆虫相調査記録（2010～ 2012年） 木下義久

＜倉敷昆虫同好会 連絡先＞ 年会費 2,000円 郵便振替口座 01210－2－6927
〒710-0051 倉敷市幸町2-30 倉敷昆虫館内 倉敷昆虫同好会事務局
TEL．086-422-8207(直通) FAX．086-421-1991 E-メ-ル kurakon@shigei.or.jp
開館：午前９時30分から午後5時まで（13:00から14:00は閉館）
休館日：月曜日（祝日・休日の場合は開館し、翌日が休館）、12月29日から1月3日


