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個 の黒真t菊す う。日本全土し■産す

ろが個体数 |よ少レミらしヽうo小年 7月
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lClキ t嫌負した幻で教生する。
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間近■・14国 へ株葉の謁鉄があう。
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訪 Kた とこう)幕ダl♀ t奪‐た。

戸村民の′貿亀によれ曲 掟り旬り`

う見て近年象に六発生するので1■

なtiか とのことであろっ六午市た
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軟角薔島lt見 られ3が /`//か らず・山

地黎Lの ■のの猟び′i詢 乖ていttい まだ

にだ生左見なvヽ o人年ヮ月12日 ,イ色
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事が中`かり六絶めヾこの地方にあ`
ヽヽ■ZcPhy1/tsの一外甕ヌⅢ巧

夕事tこ

k案 繁 Lど ゑ )

た 由 に■ァカ
手ヤイ圏ケ4ず スfキ ゴカメ
トカメニLv

A為ンna `cヵ洗Z勲  砕 3RlciuJ
l■ 司騰員のit部島地でtt才 )よ !)見 ら

れないじのであうりヽ 本年 r/月 12日
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黒 田 の ミ ド リ ン ゴ ミ
翼田ιま,ビ ア`ィ|ン ス`の豊とすう所て"珍f亀フスイロオ片ゲンフヽ ,ウ ラ

ゴロミド1)フブミ等 tし 多ヽ・スオオミドリフゴ`ミやウラナ三ァカンブ

ミ)き たイロオ方がラブミ′了カヨブミ等も々 確じ11直戦にならな_L〕 ぐ

らレ・ヽ多 )ヽ.イ ガヽ 1僕うい まで見向きたた黒暇産勤t゛アィlt/だい以上た籠
てヽちJょ ぅ|(ミ■マ 1ヽた 。七月六8′ 朝色幸車場薦tざ tて 黒腱に行つた
oオー[■にごたこと1■ Ct rく tり71レ スろヾデつてti3こ とたい。六月にLす

イ可百とl｀たワラナミ了オンブミぢゃつと
"覇

Kい )L小 見あたらだιヽ‐

L小 と,どんどん7Fxtた たい■行った。が、と黒い蝶が電ぼ工つたのりヽ目

に入つた。丁な澤b前 の́人の業ttと まつた。すつtき マヽ見たoしかな
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Lて ワit4 1た したんにスー覇馨び出Lた .亀いむ株つたらやはリミド

マンゴミであつた、今度の脚散誦 つた.(始わめ感り 、この雄は0

型でゎつたが灘 スにふ凛tて いん。募集Lて おられ3芳 t率 3を こヽと

えな )ヽろヾゝ た黎浩 1■ おく。うまヽπ゙華路がなかつたのtiゎ 本曜:tオ オミ

トリと向竜つ■見↓1■ tヽ たの■゙11在 、ゝかとにゎれ3.
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■月中旬向催婁予定さ颯ていた木コンクーJ/ι 着への事1青 で`金に虫の月

θ月に持認さキt, tか し痢雀当日が日曜日とおね宙衣衣慮ゃにとつll]扶

象爵にかなり痛いのであ5が ,なんヒスつてι一年に一回尼度のぶ晨論矢

や島の多でにの|な
いる

`翻

ιで発蜜肉4～夕るのι少なか牡ず見られ3と 云
'わけならlボ これ入我々の見斗1名な、ミところで'あう。tス う)く なJ雑な

lじ理琴饉 犠ゞτに特つたコンクニ
|レ 豊日(g号 l日 )lt′絲 午前R崎 ろ云うの

に日曜日の朝めてれのtL3(席床マこのた
^Ч

,ヒ [て ぉ5ヒ 哺llバ赦な〈北ぜ
t崎まさJt q蒔為たt扇″ かなりの学イ ■・●だ′ア、年1体♂諄留研め

卜,tく くlろ
|・ 雹Ⅲ最切孫す｀お

嗜彎醸導識 Ltふ 5ず,携稗露捗 t
理バ|やがI工琶0等寸の名の■のなに八野ガんおきそがltデvと 委1寸

えて、ヽ3のが見.ら 辞こ5。 イこlt■受イ十の鶏等ι(■かのんあ等吉
`録

l小野氏
あ薇■生牛亀スェ“受月の勁邦 ヒなもζ未ぅ入:々 trろ じ:ら とロメ降て、1多 .
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鸞|あ 主催落側がら秘義商出博物同わ会ハ懃 φ.レ
〕さフあり続 )ヽ了碗大■

隷 協 3:べ t額 :艶尭機緯 三君 (ハ萩ヵl＼′J年り の題 tて 発勲 み

うざにEl鷺簾堪で11:rrtち獄継11翼亀亀
｀

の下毒孝素ツ 率く_に 月ヽ単生私め丁晩レ)ら

'い
声ろヾ麗しヽ■午颯1許た早くだ

11′崎鳩ンぎに解▼ いす.れ‐ιこうあたレj酢なのひ
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象に葡|し群しF」l研賓はあき

りだかつた様力 :ゝ晨塁ぬスの三めィュィゎったが
｀
じつと欠1つへんで'tつ π

見た5ヒお うιめがイあ つ`た。また`少 t早 いので (午務の浄博13寺 ろヽら〕
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冷嚇工辻台ち布量宕のみでヲ〕単寸ぅKう なりヽι些芳よく見虜颯てt)31菫

向ではパッとtガ tlの で'我 々は中L′ kのあたりt,対 プけ少t昇日に多
会tヒ び。午後lB寺再∝`詢

^夜
蛍民が行はれ六湯著姿

「
ュト氏グ)争によつて

'賞ナル衰ヾされう。t螺光ス嚇 なのでも松ち狡のホ右先生が受黙ら11

た,続tぼ 午後つ吉Fの 論入疹表並嫌民欠舞コC有 き20務から向始只に破為
このわたリー亀軍政のグ嘱HJり )`り τⅢいず・nt t硬妥計ひ率つたο

特に呵山県知事資のη海tt於け多六朝の研残黒 撃県からの二征ぴち3が '

tすがにЁ々とtた じの′難窮熱
゛
けに止 らず写の要困竿螺くつヽヽで 〕

3η けなやむ`一 とt■由合循め青野えのォ)・のあたlす がら
。
今逍量つて

,｀

ヽ
いたlを |ンうに

`静
けて,な気暉 ti町4ぅ なt,う な卜費録しtt中 にとL

πノヾケヤリι tt」 tとιtな リス本磯鵜浮嶺蓄出ιて本ミざtラ罠t゛ グラグ

ラの屁の上に立って冷からびもヵメフιておさき3.辱員左とレリ」終フマ直
tt諭力芥たに形り岡田方幻竪虫の工<活動につヽ マ`J諄船|の費バ日坦え
イι芝地べfettt昔省てヽ末〒、Lむ jな り`なかくゎぃ),=v君 蹂類研勉こ
11人通仁πヽわ3っ 委承県の頸額 t義べる。蝶類獅彙写陣て せんとlた 粋

なの tⅢ何 こ発表す5の うヽ と鳥 つた らフォー ナ の読 鴫
好き

3' 1か t皿 ケ

嶺 ′石縫 山等健び賞、Lう ら宝護とき鳳 }),大会永野君の取 の孫集 と研 %
ιまノムとノ1｀ 野洋民一寸Pittr見5事が質t入なるいたのは残盆 ′寺野鷺によ
しlt l■哉Kゃ つたとのこと,■・率」。この青琴氏{菫 彎ドわつてじラタムyっ

如苛平そt〕 背亡こちに向1ナ ス秀表なク図表t貼つたりうか したり又ヤよ

繁蘭豪た■■てい発表時向のプさ
い
りま,告 !デ 'う リンク`力打す嶋とたりなろ`なヘ

の活′電猥り,め くヽtて 興_麟Rた 5内 に発表だ終つためは,晴 ¥道 古に

解郡tt ttlt雑なく降ルリヽ ■ぐ中ti愚長‡挙 で後かたづけ古有ぃ後社

まくは解散lた 。三う不たり1び 的の七し)が毒晴かつた。1学・可見`時艶と

熱5が文字ケ源Lな言辞芝′lTtミ たとこうt意御詐t′頭しヽ度レ1.最後に品虫的
イヘ諭スtあ げてξヽく0

発表喉 イ主体2  倉敷貯この乳虫 爾́称竜た′ハ敷力]、 ざ午
〃″4  蜂乃生製作1■ の廟変′ 角正一印,131面 ヤ5年
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らハ エに な3■ で 嶽 田群
二′呵 山旭 東月ヽ 3年 ′

RT長鷺祝qel葛[町1鴬翼:rL献輩聾琴′
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