
1(93)

降 通 理 憂 墓 =五 二 盛 :J__

V。 1´ 2 ND。 9
1951年 9月

合 敦見虫同,手賛

目 的 左 嵩、 4′tろ と

球B見 丁か訪れてこたな居舌Etた 。 夫だ若ぃSさ ん |す な夕 t口餞―゛生

活手饂 Lし て生活 してtヽ た。色饉 0鳥手であり孫ひあったSぶ ん1■ ,牧

報 とょヽく寸るためにtt,剰い古☆Q何 に■ 7■ 5員 ぃかとか。イ午物o害 安ヤ

金虫暉どう扱ったら良ヽ`かはイス統的 によくむ得 てヽヽた。彼は鷹学rゃ 亀虫

学II一 角知 らt■
‐いが41撥 仁上等r4_ゎ りのよい10に 計うようイト物させIl
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庵 んたり`島 宝ザについ■0減犠 ヒし氏主に哺玉間‖た IIす るこうなこと

がた つたの で゙tFt宅 にひどく甲味L慮 千るようになつた。キしてカポチャ

n花勅仁焼全 するくルハすlヾ 手が年 によつて勿オっ負 ti′,か ,た :}す る

原因博どこにぁぅのか .そ んなこと■迫載し在見家 L出 すよう1ご な
"た

o

こう lマ 畠 l■曖くヵボチャo花からマ〕しハナバ4の 鼻 へ。 マルltナ バチ

9、巣 からイ承名加守する野ねずみへ・野ねず'み /ヽ 5猫 へと観オ 0歩み■
し

尊めて行つた結果 =彼 応4に 一際は織o毎力伽何にあるのだとにっまり

含得 するようになつた。綴引Tこ の発見t喜 たで=1れ か ,感 龍のようにlE

料 のや tl兵 合 亡加崩れ た り。奥如 t散キ lた 1〕 する代 りに〕19研 究にと

:)小 ゝ 崎 。 た え o三I鷺 三閣 議入 れ な 13よ う に な
｀
つて し ま っ て 。 そ の 日 0

喜 しに■回 るようになった0は勿芋むてヽある。

言ξl‡ こキ171ぁ L意 tヽ 7・ ある .こ の場合Sさ んぼ色姓 で1な くてtど く ,

学生て"あ ってモ灯であ ってもよいのであろ.百 性 には色性 0,学 生には
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ほH尋 泉 0専 1句 友 t EttL Zユ 虫を臭めた 崎;新 究 した りするの町まぃ こ

と■1あ う。 たゞ,Sざ んのよう tt太景 のな あ各おこたって■711熱 中する

ようなこと|‡ 老 λtの 子tあ る。雀 1:T自 分か'」見在な してぃる尋額1の 目的
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中 :路伸 のユ ラキギ月 の一種 と思

わ

"ろ
もの Kヌに種 PL4ι」膨在の

在
`イ‐

THЦ N7駐 Rレ の若′じ

ぃ群膳 t見、採集したので報告 し

・
(′ |、 野 井 ′ゝ

メ』見月は11,  麟  諏裏 モ 見堵

り/伍  ;★ 者ホオ器田 ざり 尾崎、ム畑

総■町 田町 (|)減む員

13な 倉蚊中住 葛町 (|〕 近終

15/11 倉致 キメヒ丼田I(|ヽ 斉野

倉数中イ主百町1')位 轟沖塚

間中中二野 r)・ 噴芦陣 6)

16/E 倉救中」ヒ環町15).広 澤,

|% 総ネ主BI Fヨ 田 (|〕 水野

こЙで年か争通り人年てlま だ
=申

|の

気fllの 忠なさお影筆 t■ あヽか1'」

卑た11し 1.お くれて、
l・Ъ(例年の

言ウ鏡略本Ⅲ Vol・
lN。 .1言 野孝呼肉

あ文
‐
t募照さ歿卜||〕 人体千年に

於i手

`腎

:生 縁2月 下1句「Y ll月 .上

旬
`標

■‐潮託は|りん 哉1｀ ぼF/m

11誓
l'あ るか卜1,″見■341ri

キ魚ふけケ.11と■4子 |,41/ザ
羊莉だ日と:な うてら:|(11‐お|:|
仕|ゅ 燎油よ4あ 私の

「
推:定

デあ|て

す:意 見
"|´

ある・小:|||「J奪魯零
111た 1ヽ)的 一週間内,卜 の111(1“,t

i二
‐
してぃ:ち 晨i二 る.:lfた 11ス

.薇

:|ま

吉こ猛″ヾレンをし、かだ二Ⅲ額著|ホ

:ら た積からう      ~
番りに責胸各p提 41の 青野:迫,義

水野:1尾崎等,業 氏に厚くイ,Fit申
t二 げる。

`広

瀬 裁身3)

,テフ・トカメムンフト政山て。鞣集

太年8月 1日 ・距成正①岡山県

側から,登lL路 で太種殿¨

―
SCOrlこ 外果 |卜 ,お 意

4珍 ら[い 官己曇■1丁 ないが`一九報

場しtおく : (ノ 1ヽ 野
'キ

)

工1/・・ツノカ,あ ンフ印凛山

`1認
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るが杵な種■もな=:標人は筆者俣

存。         ('1ヽ 9予  ラ千〕:

』952 年期暴のモンレロ‐

′
千1ウ :IQ誉筆コ】囃れ   ‐

.

太 年度 のモ ンシロ子 ョ:ち の発生
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'lよ

L:た
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2月 14日 研0

LSヽ と目t場 すと2月 3日 〕火未 1、こえ向なく響いてお■■ンデシが∝た

リヒ上んでみる,物 普一つし缶ぃttう をぃたのか と明り左蟻凱 てみ

ダと斗時 20分 ,夫だ鳴ぃ舟 に2豊 の10か 遠く婢んであた。勇ぴベッ

ト|(入 る。

1崎嗅オートバィの警宙に

'1ヽ

者に事古毅 られる。水先案内 (jCイ

ロット)が末フて夫たラ ンチだううか油 乞椿ったワイシヤ :り に侵ズ木

ンt軍 いたこの黒ぃマライ人かδり、許 り爽:つ てゐた。

13憾 シンjttポ ールo西南 |で あ うフコム島0東 に投錨 してみる 。モの

島で'こ れから油乞婦給するのだ。右埼なに少 さぃ島かあうこち |、 見た 1

左舷にlす
い万モ級o岨 か五く並数隻はしってゐろ。

朝食中に由び船 lょ 動き出す、セイラーか鍵給o菫 の上 tt 6。 ■た腰

なおろしセ務
'り

行 く景色t可ヒめておち へ,Kラ凧が濃くなフ7来 たttヽ か

力のよ blll濁 ってゐろ様だ、昨 日はそれでも主色t肇 ぴてゐたzl・ケ tよ 青

色左tて ゐろ、押子の生え■島か日の前菫廻
'ti暴

告の様 に勧 ぃて行く

誼のイ主居かあちtち げ自壁か人間かく

“

に目にしみる、島影て:は 両

方に長い雄 0つ いたカヌー lt llllた 数解の姜舟に2人 ず ギゝユ臭の需、大 /ttt

表り込み網 七上trて ある、ィ可口
`瞳

tヽ 鮮かにヽンキで塗らね た最新世

のモーターかつけられてゐ乃の″T'日 tひ く、13の 近 く子臭〃書′t立 て

11意 ねる、「 ハロー」 とセー、ラー
al・ 彙ぇに声とかけ る。熱帯 にゴ資する

朝の洵 暉平和そのtめ 7tlあ る。

q時 前鶴博再ひ停ろ 1在 舷 k遠 く合ス色に輝k油 タンクの並 ん絆ノ|ヽ さ

な島が一つ:ブ コム島子ヽあ■、数 ■のla」 ソ`様ずけになってゐろし向 t
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な く一富のlaめ 島ゞ t滉 颯る、竹叶tヒ X4(■ ιl lt lil t■ 動き0日 める、島 tc壇

プくIT"ltグ ンク 1て 島かね峰sふ″ 会社 の S制 と

'う

文字が国民k

る、派・告・贅に番 らいた卜`ラιへ館が3b岸 近 くにイ可万とな く■ね上 貯1

てあるの lt幣 く、本嘲応にlき

'油

lt'れれたランニンク|ヽ 十バ ンツで承 足の

マラ千人人夫かのうの うとイ動ぃているヽ前ユ首こ常B尾 ょり日―乃かす長げ

ら颯ウインチ0を とこtに また ヽく同 に13は 賀たりと横 ザけ |■ 争う、
,

見なれぬ与テ八す異・ シロ蛾・トレポが13の 上色すぽでく密1卜週ぎtろ 、
,

高いので3う らめヒ気lを 見送うょ1)タトけなtl`・直イ登30cntあ るノ(イ

プが1量 につなかれ,裁縫納上とf可人1は しつてゐろ油越管の一人の栓

が開小ねる、カー十色の帽子・制月R3り すヽた又ライ人0せ 官か一人行

つ～た′り未たりして11員 か燿単色喫フてゐろと見上 lず 7■竜tて みol
一あちこう不。働 tゝ てゐろ人夫よ見ても`ろヒその中 |、 大椰中国人しかもす

lllか月じ3っ てゐろ、血心しては曖燈t禁 止する旨
`卜

壌`吉1ヒ 棄立でヽ書かれ

今艶F」‐JW 5南方に於ける中国人が力に驚.く 。    _   ヽ

書食後毛緩降手 tて 甲板の上t収 稟して歩き蜂ヒ2維鯛に
'る

。■官

だけかシンがポーlレ tt上 陛出六百かヽttに めと/ス ηであた、か婦;由 がい豪

調に行き時向かない鳥に不可1与 となる。

2崎苅サード``エ ンチニア~"ドタンクよ
`澪

わ由量t書昌Tにイ言くヒ向

ぃて上認|.っ ιマ イ1く 事k寸 ろ、評L片 手K殺虫轡t求 ケリトにジヤ

ユ:リ フ・〔縄林子〕tイニつで下漁1、 内lt t出 ており 12■ 日1で 生ιれて悌

めての

'卜

国の上地tt tt tあ ろす、伺ヒtく ―巻 ヽ々 が意轟か右う濁tK

_思 lT颯 うのt働 色 l、

｀
:一 人の男資案内ttれ て,レ リの「Blヒ 進む、周国

2塁 tな しヽ島全体が工場になつてゐマ中央κある■0131う にk3こ の住

宅 bl・ ムろヒかぃ丘 に躊9軒 o漁う鳳行建1電 づ)Iホ К″｀まれてたつてゐ

ろ。道の侍に上たた雑早乞スイーピレ勒ヒて歩く、ヨコ′ヾ
tイ 3蟻が入

フてくろ:2人
'し

ワの一つに登 ,マ ゐろ向その71近 R生 えてゐ長一

人の人名あぎつてカメトSt一種魚日にすも、帰tに つくじ員よリノ1ヽ らか

ぽろぽうしだ寸、上1壼 15う 日、「 ドワワー、ピうだつたJと キャプ
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テンの申に迎九られマ帰AB:同 tな く辟繊、
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か ら違つて来 たウ六―ワー 。ポ~卜 より2時間赤覇陶

」くされてぃよいよヤーの目白ヽ1せ でれる東パキスタン

に向う'o

,食彼甲板に出 て鯉草ちも,か 寸、力 ばあくまT・・凛 6ゝ T・ あ
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