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No. 90 倉敷昆虫同好会

ＫＵＲＡＫＯＮ
2019.11.28 連 絡 紙

１．日時 ２０１９年１２月２２日(日) １３時から１７時ごろ

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 １３：１０～１５：３０

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１５分以内厳守でお願いいたします。 なお、

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１３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」ま

た、「発表の要約 200 字程度」（KURAKON 掲載用）をお送りください。（要約は発

表後でもかまいません）（kurakon@shigei.or.jp FAX．086-421-1991)

(2)活性化提案およびアンケート実施

(3)近況報告（スライド映写をしていない方）１５：４０～

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，紙に書いていただい

た近況は，次回の KURAKON に掲載したいと思います。当日、用紙を配布しますの

で、できるだけ会終了後受付にご提出ください。読みやすい字でお願い致します。後

で事務局にお送りくださってもかまいません。

(4)写真撮影

(5)自由懇談１６：１０～

採集した標本などをお持ちよりください。

Y 忘年会のご案内 Y
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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。

参加を希望される方は１２月１８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～ 会費 ４,０００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

◆◆◆ 2019年 倉昆一泊調査会報告 ◆◆◆

調査対象地域 新見市大佐周辺
年に一度、倉敷昆

虫同好会の調査会が

梅雨どきの、2019年
7月 6～ 7日に開催
されました。週間天

気予報によると土日

は雨マークで、調査

とは名ばかりの「雨

宿り懇親会」になる

のではないかと心配

しました。しかし幸

運にも直前で天気は好転し、二日間、各自それぞれに道中の調査を遂行できたようです。

日暮れとともに始まった宿でのライトトラップは、ミクロの蛾が多かったものの多数の昆

虫が飛来し、その中からめぼしい物を選ん

で採集が行われました。また、時折やって

来たクワガタは少年達を随分と喜ばせたよ

うです。

今回は総勢 13名の参加者ですが、最年
少の市村君（小学 6年）から、安達さん、
武田兄弟の大学生トリオ、若手の松尾君、

そして残り半数の完全オヤジ達でした。調

査会での成果は各自の今後の発表に任せる

こととし、参加者のコメントを紹介して報

告とします。



- 498 -

○初めてのこともあって、すごく楽しか

ったです。念願のフトオビホソバスズメ

や、ギンモンスズメモドキを手に取った

ことや、大きなミヤマクワガタを巡って

むしむし探検隊の先輩と起きた競争な

ど、いつもでは味わえない面白さがあり

ました。

○宿から少し離れていても、環境の良い

自然林で夜間採集(燈火採集や夜間ルッキ

ング)しても面白いかなと思いました。次

回の調査会は、県東部や蒜山、ブナ帯の

近くなども可能なら検討していただきた

いです。

○初日の昼、または翌日の朝に全員で近

くの採集地に行くというのは如何です

か。蝶屋や甲虫屋も含めて交流と情報交

換の場となると思います。

○おやつなどを持ってみんなで一度集ま

り、各自の近況、収穫？を話すミーティ

ングを行うのもいいかと。後は自由でい

いと思います。

○今回は、「よく知っている方々」が多かったのですが、それでも自己紹介の時間とか、名

札をつけるとか、ちょっと工夫して親睦を深める時間があっても良かったかも。

○宿泊観察会は来年以降も続けて欲しいと思います。今回が新見市、前回が高梁市だった

ので、次は少し離れた場所がいいかなと思います。

【事務局より】
１．「すずむし」抜き刷りについて

次号から抜き刷りに関して次のような取り扱いとします。

① 抜き刷りを希望。（有料：印刷所へ支払）･････････（従来どおり）

② PDFファイルを希望･････事務局で該当ページを抽出しメールで送付

（有料：事務局へ支払い）

10ページまで200円 20ページまで400円 21ページ以上600円

③ ①と②の両方を希望。

記事投稿の際、抜き刷り希望を➀②③の何れかで示してください。

また①､③の場合、希望部数を添えて下さい。（最低３０部）
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②と③の場合の原稿提出は事務局経由のメールにてお願いします。

２．「すずむし」公開について

16巻1号（通巻99号）までPDF化し、同好会HPで公開しています。

＜創刊号（1951年１月）から第16巻１号（通巻99号:1966年７月）まで＞

年配の方には懐かしく、若い方には当時の活動の様子や昆虫相の実態を知る記事満載

です。是非お読みください。

100号以降についても順次公開の方向で検討しています。

３．「すずむし」総目次のHP掲載について

創刊号からの総目次をエクセルファイルでホームページに載せています。過去の報告

を検索する上で便利になりました。ご利用ください。

４．掲示板（会員用）の利用について

一般の方には非公開で、会員間の情報交換をするために設けられたページです。あ

まり利用されないので、利用者が少なくなる悪循環がおきています。今一度利用を活

発にして頂き、情報交換や、質問と応答など気軽にご利用頂ければと思っています。

なお、IDとパスワードが分からなくなった方もおられるので、IDおよびパスワードを

記した票を再度同封いたします。

倉敷市立自然史博物館のおしらせ

◎第27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高校生以下の子どもたちを対象として募集した自然に関する

標本や写真を一堂に展示します。

◆会期：2019年11月９日（土）～12月18日（水）

◆会場：自然史博物館３階特別展示室

◆料金：通常料金

◎自然観察会「おかやま自然探訪64」

瀬戸内市（旧長船町）の吉井川河川敷の初冬の生き物などを観察します。

◆日時：2019年12月８日（日）10時30分～14時30分（受付10時～10時30分）

◆集合場所：瀬戸内市長船町八日市の吉井川にかかる備前大橋東側下の河川敷

◆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７日（土）17時までに電話・FAX・はがきなどで自然史博物館へ。
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◆交通案内：自家用車の場合，倉敷方面からは，吉井川に架かる国道２号線の「備前大

橋」を渡った後，すぐに国道２号線から別れて（左折），河川敷沿いの道に入り，吉井川

上流に向け約200ｍ進んだ後，左手の吉井川河川敷に下りる道に入り，河川敷に下りたと

ころに駐車できます。

◆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７時以降に

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。現地にトイレはありません。

◎自然観察会「冒険とロマンの無人島・釜島の自然」（友の会）

今回は定期船が無いので渡船を利用して渡ります。釜島は倉敷市南端の鷲羽山から南

東約１㎞の沖合いに位置する周囲約3.2㎞の美しい島です。数十年前に唯一あった民宿が

閉ざされた今はひっそりとした無人の島になっています。

◆日時：2020年１月19日（日）10時～15時30分（受付９時30分～10時）

◆集合場所：下津井瀬戸大橋の橋脚がある田之浦公園駐車場（集合後，船乗り場に移動し

ます）

◆持参品：筆記用具，観察用具，弁当，水筒，防寒具，雨具，救急用品など

◆参加費：ひとり2,500円（参加人数により増額の可能性があります）

◆定員：申込み先着30名

◆申込み：2020年１月５日（日）午前９時から電話（086-425-6037）で友の会事務局へ。

定員になり次第締め切らせていただきます。

◆交通案内：自家用車は集合場所に停められます。

◆備考：雨天決行。ただし，警報発令時及びチャーター船の運航が困難な場合は中止。天

候があやしい場合は当日朝７時以降に友の会の携帯電話（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・監督のできる大人同伴でご参加ください。釜島

は無人島であることをご承知のうえ参加願います。

＜お問い合わせ・申込先＞

倉敷市立自然史博物館（倉敷市中央２－６－１）

電話：086-425-6037 Email：musnat@city.kurashiki.okayama.jp

（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）
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【新入会員】
次の方が新しく入会されましたのでお知らせします。

会員番号 氏 名 住 所 興味ある分野

No.532 大鷲友多 広島県福山市 （ヤママユガ科 ）

No.533 大山達仁 倉敷市 （鱗翅目）

【訃 報】

No.468 池田剛介 （2019年9月ご逝去）

【交 換 文 献】

（2019年5月19日～11月８日受付分）

Nature Study 65(5)～(10) 大阪市立自然史博物館

誘蛾灯 (236),(237) 誘蛾会

すすかしば (66) 山陰むしの会

いずも虫だより (120) 〃

比婆科学 (465) 比婆科学教育振興会

KORASANA (91) 久留米昆蟲同好会

久留米虫だより 〃

駿河の昆虫 (265),(266) 静岡昆虫同好会

ちゃっきりむし (199)(200) 〃

徳島県立博物館建久報告 (242) 徳島県立博物館

しぜんしくらしき (106)～(109) 倉敷市立自然史博物館

日本昆虫協会ニュースレター (95)（96) 日本昆虫協会

倉敷市立自然史博物館建久報告 (34) 倉敷市立自然史博物館

げんせい (95) 高知昆虫同好会

インセクト 70(1) とちぎ昆虫愛好会

TINEA 25（1） 日本蛾類学会

蛾類通信 (289),(290) 日本蛾類学会

Mushi Mezuru (47) 鈴木 裕

＜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


