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靖 蛉 類  1
東  瑞  夫

Mima sa■a Okalyarntt profooture.
AND0

0●しュatal of コastern
Japan By 工izuo

§1 は し が き

筆調は■949年より■952年に二る4年間当地方の蟻憮 興味を持つて採―
を幾けて来た

が・何分筆者個人の採集観察調録が大部分でもあり■つ遠燿陥への採集を顔際に行えたかつた為・ 専

ら筆者の居住地 (勝田部勝田陶)周辺で採集したもので粗漏を免れ得ないものであれ 特に南部一帯

の調査が行鳳 てヽいな百鶏亀 完成を期し難いが,同好諸氏の叱正を得られれば幸いと思い政えてこ

の小文を草した次れ る。本史こ入るに先だち御指戦 賜つた翻 1曜事レや教授中条道力町こ深甚

の謝憲を表すると共に遠隔池への採集に際移 大の使宜を与えられた東栗倉中学校長本位田隣太氏の

御好意に対し哀心より厚く御礼申し山げる次第である.

此処に述べる作ttL方 とは岡山県東J蜘こ当る勝日、英田両部を含む津山以東の地域を指庁ものであ

る。当地方は北部こ申国山脈を控えここをガ噸 としu賄L吉 野両河川の流域であつて東半―帯は池

沼の発達の肺 地域で後山若杉峠櫛 とする吉野り|,こ 沼つて細郎 映谷をなし妹野附近で梶並川と

合流しやがて吉井川となつて備前平野へと注している.

西判ま那岐連峰 (′ 200m前後〕のたに日本源の平原を形成し人山灰土櫃一面覆れた地帯でこれよ

り南下するに従い二陵地帯となり山IFlま 殆ん珈 林で潤槃樹嚇は点在する程度である。靖蛉鰤まこ

れらの両河川及費 れらの交流。そして特に丘麟 谷間こ提防を1れ 漱ヽ 田紳 の貯釉 舞 鶏

生地としている。特に姫新線以北の勝田測■帯の池れま非常な発達を見るに及んでいる。これらの地

域は靖蜘 虫の1義印こ通じているもの屯考察される。

§ I     目‐    録
Oraer  ODONA■A 備 虫争目

Subo誡 er ム■1鯉 錮 RA  不職霧●亜目

LmiW I工 0日■■UL工DAE  トンオ摯[

■、 LyriothedB 轟 ohvRatttra 員¬T・Is  ハラビnトンポ

平地.五骸p池沼も田回等に普通に産する。那戯山麓■帯では9月上旬にも未だ兄られる.

2.  Orthetrum alb■ sty■ um Spoo■ o日um UHLER  シォヵラトンポ

各地に極めて普融こ産する。

作 東 の

安
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5、  OrthetJ油 ユ 」
=国

嵐 ユbum japOnt01'廟  l調[IIER  シ オ ヤ トンポ

春季各地に極めて普通に産するo

4も  Orthet車口 tr如田gu■ tto moLnia SELys 材 シオカラ トンポ

畔也。平地の池淘こ普通に産する.特に山地に多産する傾向がある。

5.  Libollula guaarimn.。 u■ ata lmNNE   ヨツポシ トンポ

池沼に産するが少ない種類で、 ノ750V工 23、 勝田郡勝田町 ■8。
ノ75ノ Ⅵ

′3、 勝田部勝肛陶 /8。 ノ732π ク 勝田郡勝田町 ノtの記燭いも る。

6,  鮨田■Opya.pygm.ea RAttUR  ハッチヨウ トンポ

英田郡 日名倉山 (■ 0■ 4m)中 腹のカヤメリ郷 付近に於て ■95■ ■ 26山根  知之氏

個 山市農林雀 輸出検査所技mに より採集された

東粟倉申学校所歳標本中同氏採品の■3■♀を検した。

7.. "Ooothemi3 80rVi■ ia DRURy  ショウジヨウトンポ

各地咄 沼に極めて普迦こ産する.

8、  Syttpe trum pedemontan】 m 01at・・m sE■ys   ミ177アカネ

池畔、林間草原等こ見られるが余り多くない。山間部に多産する。

9s Sympet― fre¨ ns SEIIIs  ァキアカネ

7月上旬頃平地に羽化するが、羽化後の個体は高地卜 の移動が行われるものであるらしく

平地に於ては羽化直後囁交慇 卵期陛除いては極く稲こ発見され相当長期間の不在期間が存

在する。この期間中中国山脈一帯の山頂附近:口まホ種が甚だ多い・ 平滲Lに於いては秋期 9月

頃より本種が漸次見受けらお ようになるものでヽ これは個体の成熱と共:こ交尾産卵の為平

地への下降を意味するものであろ う。未だ移動に関する確な資締 Lきふ がヽせ以上のような観

察から推察して相障長距膨 動めζ行われるものであるらしし、

■0. Sympetmm aarwlnianum sELYs  ナツアカネ

各地に極めて普通、前種に比し個膵数は適に多い。

1■、  sympetrum rigi B▲ RTENEF   リスアカネ

翅瑞褐色を呈する種で次の二種と混
「

ドれ易ルヽが胸引1山撤ヽ生殖器の相違により区B鵬 で

ある。池沼林間こ見られる普通種でGen sympotrum中 最も早く10月下旬頃没姿する

■2.  Sympetmm inm 80atun SELYs   ノシメトンJこ

前種より稀 大々型.池沼に普通に産する。

15t  Syimpet r"m baooha・ matutinШ  RIs、  コノシメトンポ

前2種に混じて発見される力採 集される個体数は極く多ない。

■4,  Sympetrnm erot■ oum erot■Ouコ 鋼 LYS  マユタテアカネ
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平地、山地に普通に産する。

■5. Sュコ1'trml歯鷹Юkoll 誕〕LIs  マイコアカネ

前種に比し適かに師 的で、持 `ま
つ鋳観 した産地は勝田郡植月利。同郡河濁 こ同君

`勝

間田

田貰]の 5ケ所である力ヽ _産地に於ては多産する。

■6.  Sympetェ‐L4m paervu■ um B▲RTEM「   ヒメアカネ

,魁のSympetmmで本ノ1に 四国
`九

州から知られているがも従来の記録の申にはマ彰フ

ァカネのイ呑少型を酔 て同定している向もありこの点注意を要する。作東地方からは 195

0Ⅵコ[23勝田諏勝田町に於ける■8の記録があるのみで、その後採集するに至つていな

い 。

ナニツトンポ■7,  Sy口petrum grao■ ■o OGUMA
勝田郡勝田llJ真力1部。同測勝FFDm町黒土。同郡植月村良●同測盛並オ靖).同郡棚詢政淘原。

の5ケ所の産地力理材 ゎれ産地に於ては壕息場戸子が限定さォЪ 池珀附近:こο蹴 見野 ナら泌

特に♀は羽 鬱馳 ゆ 喬わ 樹上:覗♭工け る聟生力ち り。.変鷺 卵期を除いては専ら構上に

見られる。■8は羽化直後の個体は黄色の伸こ黒条翡 する力ヽ 日左膠週するに従い黒イヒ灰

白粉を帯び黒条帆 られなくなる。飛塑力はSUく 出現期間を通じて池畔附近に見られ遠距離

の移動は行わヵないo産地に於ては多産する。

■8.  Sympetrum CroOoolum SELYS  キトンポ

各地に産するが少ない。・時に 12月に入つてからも生存していることがある。

■9. mこ othemiB zonn_ta BuRttISTER コシァキ トンポ

池沼.路上を徘イロする割 種

20。   Lntal■a F■ a・70日 oOい● E▲BRIC工3s   ウヌt′ 準キトン

“

t

路上等の一定の空間を群飛する習性力島 る.方言でソバヤキ トンボと云われる力、 この群飛

の見られる頃が碁和 播種期に当るからであろうか?

21.  RhyOtaomis fu■ 鍵ュnoSa sE■ ys   チョゥ トンテ!モ

各地に普通。

22、  コpithooa margl・ nta SELys  トラフトンポ

5、 6月頃池沼力は路」」こ見られる力ヽ既して少ない種類である。

25、  Somat00hlora uOhidai FO□RSTER  夕ヵネ トン
=κ

中国山脈―帯に少ないながら見られるが,豊罰 豊沢 (■ 952.Ⅵ
= 2目

響0勝 nl町久

賀 (■ 946口
=■ 8)の網録もあり、力な り広く分布するものであるらしい。金緑臼こ

輝 く中型の美麗腫で採集される時期は総て 7Ⅲ 8月であるが。他地の例から見て少くともユ

0月逸 灘韓 しているもの よゝうである。
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24.  ШaorOmia amっ higU"n_sELYS    コ情 トンポ

路上.林問等に普通に産する。

25、   Epopha■mia9 ologans BRAUER  Jトナ■″マトレ喘に

池沼に多産する。

Fami■y cOH)uLEG▲ sTERIDAE  ォニャンVi「

26。   AnotOgaster sioboldii SELYs  球=ャン・マ

ロIjt、 平地に普通に見られる。

Fam■ ly AEsCENIDAE  ャンマ科

2■  P■ ttm‐ 0 8oh"●  mi■nei sELYs  ミルンヤンマ

体黒色に鮮黄色の斑紋を有する割 種で中国山脈―帯の渓流から採集されるが少ない種類で

■950Ⅵコ:5 那岐山 墨 。■950Ⅵ肛118 徴山  工Ex。 ■95■ ⅥI

25 ,製囃1233。 の記録力あ る。好暮性を有じ異流附近に散由動ま暗所を飛翔している

飛靱習畑えントリャンマを思わせる。

2a  BbyЭ ria maOo■ 3oh■ani sEIIIS  コシポン・ヤ´

■950 ⅥIE 25 3′ 勝田L・Jの記録のみで少ない種類である。

299  偽macantha japon■ Oa B△RTENW  ヵトリtンマ

極く普通種で夕方活灘に飛 する。

30. Anax parthOn,pe ju■ ius BMUER  ギンヤンマ

各地の池沼に普通。

F ami■ y PETALURコ )Aコ  ムカシヤンマ科

5■ ,  ■田調ボ eryx p巧鳴ri SELys  ムカシtンマ

LLAの浜流に産す るが稀なもの 女ヽEく 次の記録が あるのみであ る.

■952 7 ■5勝日的礼津 ■8

Pamiユy GOMPHIDAコ  リしれュトン球摯「

52  Go円山●● m0180嵐υS SELYS  ャマサナェ

山地、平地に普通に産する。

35   0omphus pryo ri SELys  寺¬rロサナエ

前種に酷似するが3の尾部附属器、胸部側縫線の形状、♀生殖鵬により区別は容易喘 る。

前踵に比し稀ル遅れて発生し個体数こ於て も少ない。

54、  Gorph s po8t00u■ ar■ s SELYs  サナエモドキ

中型の頑丈なサナユトンボで河り1附逓こ見られるが飛拠 で採集は比較鯛 難である。

少ない種類である。

55, 00mphus mo■ ampus bif380■atus,▲ SAEI N▲   フクスジサナェ
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Gomphus中 最も早く4月 中旬ょり出現し,発生は山間部の池、小メli等で平地には少ない

傾向がある。

56、   Gomphus oitimus tabei As▲ HI IIA   タベサナI

前種と共にmO■ amphus騨の■種である力ヽ 低地の流水を主要発生地とし専ら平 也にのみ

見受けられる。街本麹 こ近似の G.ogumati As▲ EINAォ グマサナニはゴミ発見である。

5 7t  Davidius.nm3utt SELYs    ダビ ドリしトエ

山地の漱流附近に普通である。

58、  Davi.dius fu」 ■am.FBA sER  クロ・I‐ェ

極めて少ない種で ■951 7 5 勝田町久賀 ■3 が採集されたのみである。

59、   Ianthus sl・ 呪uki1 0GUШ▲    ォジロ4//■

小型の繊細なサナユで本州、四国の山地の受ジユこ稀こ発見されるもので現在迄下記の2塵池

力ヽあるのみである。

195■ .Ⅵ夏 中旬 英雌 粟倉利青野 ■8 稲田豪採

■952 賣  6  勝田郡勝田lり久賀 ■32♀♀ 筆者採

40、  llihonogomphus viriこ is OGUMA  フリ
「

ナナエ

河川附近に見られるが餘り多 くない。

41.  Omycho go口phus virial。 Ostus OGmは  ォナガサナエ

各地に産するが少ない種類である。特に山地 こは相当多数の個体を見ることが出来る。

42、   Siebo■dius a■bardae sELys   コォニヤンマ

平地.山地に普通に産し、よく静止するので採集は容易である。遅ぃ調録として勝田割広野

村、■952 Ⅸ 25 ■♀ 採集の記燎がある。

45も  工OtinogOmpms o■ 卸口山us FABRICIUS   ウチク・ヤンマ

池沼1こ普通でぁる力ヽ ヨ初 は敏速である。

邑 久 部 長 船 町 附 近 の 蝶 類 4題 _

当地方の珍しい紫こついて報告する。

秋   山     茂

(■,Caroana libara But■ or ウラキン   模様でかなりの高い山から採集されているが

シジミ岡山県
い
Fに於いての本種は新記虫tVo l   私は■00mたらずの山から17を採集した

7.IIo■ 0)によると倉敷附近の金山に産する   ので報告する。
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li:=■ 956416月 25日  赤翻圏『尋争絆山

clltt1 2 0口 け)

操集及び所政は筆者

ミズイロオナガ.ウ ラナミアカが多産する傾斜

αゆるやかなタヌギ林 (高さユコ仕)から飛び

出し近くの竹に停止したものを採集.不完全品

で交尾してだいぶ目数がたつているらしく腹が

はらんでいたo6月下旬であつたので中旬こ出

かけれ,渤 なヽりの個体数は得られるものと確信

じている。当地の2 0phynsは本破を入れ

るとアカシジミ、クラナミアカ.ミ ズイロォナ

ガ、オオミド
・
フ ● ずヽれも■956年度腕

の五種でまだ■955午度に始め畑まか りで未

開地が多く種物 c慮業樹)も低山地にかなり豊

自こ分布しているので今後期待力喘てる。

(2)ZiZina atis F巨 bri。 1■8 シル

ブイアンジミ

ホ種は山陽地方において此般的多産するらしい

が倉敷.西大寺の記録をみると少くないようで

当地の機・軸 を報告したし、 翌地の吉翔 ‖下

流 (調簡出j原)に於いてはかなり多産する。本

種の食草であるミヤログサの群集に行けば何ら

でも得ることができたが種物の分布のため局所

的である。■955年の採集報告をすると20

83♀ ♀ :■ 955年 8月 ■5日 長船FIJ福岡

河原で金て力瀬 職 もので交尾型は 3+♀ げで

あつた。

(3)Nd,tiS pryori But■ or ポシミ

ス ジ

当地で本種を発月。して 2年になるが分布につい

て異様な司勒 あヽるので報け る。本種は ■95

5年 6月 2日 の初児日から1956年の初見日

VO■ 6れ′

6月 9日 まで分布は邑久刑長船町.邑久町.和

気部東鶴山の地域でかなり多数見受けられるが

これらの地域lt45青井りIF打載でコミスジの多

産する北域岸の赤盤那瀬副 には一匹も見受け

られなし、 
“

Fミ スジは市以岸にも多産する

)当地の吉井川は東→西に走つている。生物分

布線が走つているのかもしれないが今後北黎岸

・
を採集してIIJら 力Jこ したいと思つている。

{4)Thy口 0■■Ou8 gylvatiOu自

BrewO r ヘ リグ ,チヤ′ヾネセセ リ

2舎 早 :1955116月 25日  赤盤君

`割
1山

倉敷地方に於いては多産しないらししψ 東ヽ部に

於いては四大寺当地ともかな り多産する。

採集したのは
''Eの

みであつたがキマグラセセ

リと混合して飛んでおり同数けであつた。

以上四種の典こついて記してみたが岡山県「F月

録作製上に伺等の参考になれば幸わぃです。当

地によいては現在まで丁魔 50種 (7滲Dを数

えるがまだ米完成で完全なものにしてから発表

させていただきたと思つている。

蜘 山県邑久郡側 告町福岡〕

タロン′やメ観察  ■

赤  枝  ―  弘

タロツパメの飼育を大分やつて来たので本櫛こ

ついて今後断片的に記して行きたいと思つてい

る。今回は第一回として生活史を―通 り書いて

みたい。卵はツメレングの葉の根本の当り (薬

面が多くはげやすい)に生れる.'諄化した―令 '

幼虫は紅色であり 心ヽ シジミ紅有」に類的
`,平

化するとすく1こ ツメレングロ喰い込む卵穀を査

するのは見られない。その後令をかさねるに従
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つて縁色が増し終令幼虫に於■ままつたく縁色

硝醐ヒ縁のみ紅0と なる凛硝にはまつたく

縁色のものから一見真黒に見える程黒の濃いも

のまである。これについてはスいづれくわしく

書くつもりである。成虫は長野県にぶては5月

上旬、7月 中旬。9月 中旬の午3回発生だそう

である。日本の蝶 潔 、自沐)に よると多化

性.正確な発生回数不眠 日本蝶類解説 く林慶

)に よると瀬戸内海地方の発生は年により季節

により多客の議が著るしいとなつている。当地

に於ては明らかに多化性である。このFnmは興

味を持つているが何分にも資料不足でどうにも

ならぬ。―
は幼虫春二月から発生するが個

体抑 リド前に少いと思われる●祗は当瞬 春

期成虫採取してない。

参考文献 (薄要な物の→

○ 日本の蝶    油崎`自
水

○ 日本蝶類解説  林慶

O松 本近郊に於けるタロツパメシジミの生活

史 藤S幾利 ■hth00aris

VO■、2 NO ■  ■955

総社1■ F躙でラミニカミ■ コ採集

■954年の6月 5日総社市F口の浅尾出で

〔もく:■ にとまつているラミニカミキVを採

集しました。採集したそのあくる日からは6月

申2、 3びきは見られるようになりま眺 .

しかLE‐ る所がきまつており与利が最初こ採集

した所よりほかの場所では Ctrく 囀 がヽる所

レ c15)

でも見られませんでした。

むくげ:こ とまつているか―■カミキ
"

縦 林 正 カ

新見市草間町で
'こ

鋤 ミキリ

■956年 6月 22日新見市草間町て採集を

試みた際、井鋤 らヽ草間知 つ0て 行く

途申で.ヤノマオにPa】嗜g■o■oJb'1ロ

n4o■ sAUIDERS ラミーカミキ
"が

多数い

るのを発見。青野民と筆者で若干採集した。こ

れは広瀬氏が本種の侵入北限として現農迄の記

録から示されたJ麻 54'′ 50う に近く嗅即、

ガ線洗卸 御津部長田村の記録とほとんど同緯
・

度での記録賣ある。新しい産地として報告して

おく。

c/Jヽ  野    洵

倉敷附近でヒメヒカゲ その他

56Ⅵ肛-6者5窪郡山割 方嘲 菊こ出か

け漿 同利平山でヒメヒカゲ 1♀ を採集した。

本重は本誌前号 (7o■ 、6 NO■ )の青野

孝昭氏の報告の様に、北部山地性であり県南の

低地で採れた事は面白いと思う。なお同ヨ同所

で
'ラ

ナミジヤノメl♀ とシルダィアシジミ■

♀も採集。重せて報告する。
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ウラナミジヤンメについて

本種の県北に於ける記録目既して少ないようで

現在迄 新見市矢のl14(1955 月、野)新見

lr革間 (■ 956 青野)があるのみであるが

筆者は勝田】l勝回町に於て ■95■  ・
肛 25

エコ【を採集している。f.7同属のヒメウラナミ

ジヤノメの発生期とは若干のづれがあるようで

採集当時は ヒメウラナミジヤノメは殆んど河損

した個体でこの中に混つて本種の新鮮な個体が

得られた。

ψ■ 東 瑞 夫)

岡山金山へ行く人に

本年7月 20日 に岡大教育学部の大森若と採取

に行つた所頂上の花は 2分咲きで非常な不猟だ

つた。ウラナミジヤノメを撲が大級 がスジボ

ソヤマキを採つたのがせめてものなく
‐
さめだつ

た0電 =ウ
モン類もあまり居らず甲虫は全 駄々

目だつた.採取にはもう5～ 4日運らした方が

よいようだ。

佛 枝 ― D

ムシサキツパメを豪渓で採集

岡山県ではムラサキッパメはり鼈 に稀なものと

思われるご記録は古くからあつたらしく、小坂

和彦氏の岡山県崖蝶類目録 (■ 947)に も
ι
浄部以北。珍奇,,と 記されているが識鎌田が分ら

ない。■95 1ZFl l月 4口 :コま:沢野弘造氏が

豪瀑

`本
種■頭を目撃され それより■0年ば

かり前.吉備ヽ足守町の間鼎 氏が同じ豪渓´

で本薔2頭を得られていることも、あわせて

VOL61復

`記されている。 (すずむ しVO■ 、 1可 No l

2‐…■95■ 、_Vo l、  2. lTo 7‐ -195.2)

筆者は本年8月 5日 、友野良―氏と総社市豪渓

を訪れ .ム ラサキツパメ■早を採集L更 に、

8月 ■6日 ▼総社市東中学校採集会のタロこも

l可 じく豪渓で,_風彙 .野 日、.筆者によって夫々

■♀ずつ計5♀♀が採集されたのでこ、儡報告

して置きますo

vIE 5 1956 ■♀筆者採

V‐ 16 ■956 ユ 早 風早保男氏採

Ⅵ=■ 6 ■956 1♀ 野■了氏採

WII工 .16■ 956 ■♀自毀叡

なお、豪瀑で1ま シリブカガシ、マテバシイは全

然発見出来ず.全体1いこアラカシが多く`僅
か

にウラジロガジ、アカガシカ導忍められた。

そして,いずれの採集場フЛこもアラカシのみが

生育していた′点から.豪渓ではムラサキッパメ

はアラカシを食樹としているのではないかと想

像されます。

C 野  孝  ED

ウスイロオナガシジ ミとウ ラジロ

ミドリシジ ミの分布

かつては全国1〕こ稀種とされ、蝶類愛好者垂江

の的であつたこれらの種も、近来各処の平地帯

でも続力記録されるようになり。今やその意味

での価値は暴落 した。岡山県下においても、以

1れまその記録は真に僅で、ウスイロオナガシジ

ミについてt測ヒ部に極めて稀、ウラジロミド

リシジミについては中部以北に極めて稀 とされ

ていたoと ころが,既に周知の女だく南書脚 帯

の倉敷附近から前者は ■949年にも後都 よ■
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950年にそれぞれ詢録されへ しかも比較的普

通に発生していること力誦窪認されて注目をあぴ

た。その後ヽ 調査も充分に術堀かなかつたせい

もあつて寸南部ではイ也の地域での翻録がなく、

こ カゝヨ
'性
一の発生地であり。,■分布の市限かと

考えられていた。

り しヽな力:リホ銅こ至つて更に南側でも叉中部

地域で,これらの種か範録され,一挙にその分

和 t拡大し1し 即 1956年 6月 10日 鷹南

端こ児島半島の金甲山において採集会を催した

際もウスイロ若可叩釧ヽ ウラジロは若林正史氏

により■♀力略羅集さガよヽ 6月 22日には琺斤見

市寧間E・|で同様にウスイロ若干個体tウ ラジロ

は青野氏と筆堵それぞれltを採集した。これ

らはぃずれも新しい発生地の記録である.

申部以南での発生地の記録t≒ このように未だ

僅少ではあるけれども.五にかなりとび離れた

地域で比較的普通に発生していることが認めら

オ使 わl贅。しかも現在迄の雛 ■、 鋤

繁茂している処で行われ涸卿こは大抵採集され

ていることからも亀或は食樹Ю分布に従つて県

下=帯に分布するのではないかと云つたことも

予想されるところであり。今後の賦細なる調査

が未いに聯 される。

クロスジギシヤン¬金甲山に多産

沖《重▲na ttig」oFaJo■ o・tu8 0GulIA

は額上口宇紋b胸割領1画の2黒条。により近似

のギンヤンヤ A parth範 oっo Ju■ iuB

BRAЩ胆 と容易に闘 Uされるが。現皮迄県
‐
ド

9(■ 7)

からの確実な採集貰録を見なかつたo去ろ6月

■0日金甲山に於て 13を屎集」妻息を確認し

得た。

街当日同行の友野、若林両氏も各 1頭を採集し

他にも数頭目撃された

¢   東  瑞  カ

西大寺市龍の日にネプトクフオ巌

▲0§ uS Iaev■ oo■ 1■8 日ubn■tidus

Waterhυ useネプトクフガルを■956.

7、 28. 2豆贄採o風6 ■954。 9, 12` に

‐頭採つているので計5頭当地で採取した熟 こ

なる。

体 枝 ― D

ユ ■ ― ス

日本記虫学会中国臓割の第 4図例会が去る7月

■5日は岡大農 学部で開り れヽましれ 当会

の小野洋氏等の発表があ りましたが演題は次つ

様なものでした。

■) 2.5コ ガネムシの日週活動について、

詢野Cr」
ヽ
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/」畔

2) ホソコバネ天半の生態及び数種の天半数

の生態に就て、間野幹男

5)大 豆畑におけるカメムシ類篠息部けの日

週変イL秋野浩ニ

4) べ‐シジミlこ 関する調査報告 供 の⊃

三好和雄

5) ミヤジマトンポの正体.沢野オ蔵

6) 塩素屎珍透裁虫剤の2,3筈虫に対する

効果について 自神虎雄

編  集 `後  記

_秋 を思ゎす此顔の冷え込み、ウスバキトンポが

路上で風にたわむれる頃となりました。

羽化後2,日の本サは害虫部藁珊 f究室に安江

先生をカロえて五人が集まり編集しましたo本誌

も将来は潮阪にして等と夢の様な話に花を咲か

せましたが結局は1/1114上・・・・・ ●0と云う

事になりました。皆さんも会員の勧諏こ御協力

下さい。又滞納 .…゛―の方は是ジに さて本 号

のトッノ1ま安東氏の力作、岡山県のトンポに関

して今迄まとまつたものがなかつただけに貴重

なものです。後半は次号に壇セリます御期待下さ

い。おとしぶみは前号の青野氏の言酬 RこォJ激さ

れてか?ウ ラナミジヤノメのプーム.力1えて倉

敷地方産蝶類70砥 目のヒメヒカダ、ともまさ

に 〔日際の季ω となりました。いよいょ秋
‐

食懲の秋。運動の秋、音楽の秋、行楽のた .

Oto.秋もや卜々 1亡力ヽしし端鰊対動詢 とぞ虫

の方はお忘オ磁ミく。  tT)

警Q薄ヒ oヾ2
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