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西 大 寺 近 隣 の 蝶 第 五 報

弘

赤 磐

IPE町
陽

筆者が西大寺近隣の蝶■を発

表してからすでに五年の年月が

たつた。実に早いものでその時

44種だつた種も60種を越え

倉敷地方に近付きつつある。オ

四報を発表してすでに3年たつ

た。その間の新知見はすずむし

誌上に発表してきたが、小生も

いよいよ大学生活最後の年であ

るから四報以来の知見をこの際

まとめておきたいo

この西大寺近隣の範囲は一応

西大寺市、上道町、邑久君院 そ

れに旭り|1以東の岡山市をその範

囲とする。最近筆者が特に力を

入れて調査したのは岡山市、西大寺市、にまたがる車の口山系である。海抜250～ 500mて こ

の範囲では一番高い山である。地図によつて筆者の組ば りの周囲をながめてみよう。北部には竜の

回と旭川一つへだてて金山山系 (500)ヵ :あ る。旭り||の東傾1に は竜王山 (300)高 倉山 (45
0)がありさらに東部には邑久郡と吉井川をへだてて吉井山 (■ 00)力 Iあ りさらに熊山 (500
)がある。さらに南部には児島湾をへだてて児島半島の最高峰金甲山 (400)ヵ あヽる。岡山県を

北部、中部ヽ南音風 と二つの地帯に分けるとするなら、北部は中国山地、中部は吉備高原、南部は

沖積平野となるであろう。金山山系、高倉山山系は南部と中部と境界地帯と考えられるが一応中部

に属すると思 う。そこで筆者の調査地は岡山県の南部を倉敷と共に代表し、北部ほど種類の多い県

下の蝶がどこまで南下しているかを調べるのに参考になると思 う。

金山山系には古くからウラキンシジミ、ウラゴマグラシジミの産することが知られておりその後

、ダイミヨウセセリ、 トラフシジミ、スジボソヤマキチヨウ、アォパセセリ、等が知られ一応それ

等の種の南限と考えられた。アオパセセリのごとく暖地帯の種でも県下では北部に産し、南部に産

しないのが面白いところである。高倉山山系は本年筆者が調査 したところではそれ等の種はいずれ

も採集出来なかつた。吉井山ては秋山氏がウラキンシジミを記録し県下の最南部t最低地の記録と

なつた.熊山はギフチヨウという伝説もあるがこれは現在てはまず見込なしで、この一帯にはクロ

シジミが分布する。一方最南部の金甲山では、すでに■908年に鈴木氏によつてウラジロミドリ

シジミが記録されており、 ■956に同好会の採集会でウスイロオナガシジミが記録され、オナガ
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アゲ′、 カラスアゲハも比較的普通に産す ることが知られている。 これ等の地帯にかこ査れた西大

寺地方は、最高峰が 3・ 00mという極めてスケールの小さい地方であるが前記のように、岡山県南

部の蝶を考えて行く時、なかなか重要でありかつ面白い。今年は竜の日山系の丁度岡山市、西大寺

市、山陽町の接点にあたる地蔵付近を調査し色々と新知見を得た。従来の記録も再整理して当地方

の蝶を論じて行きたい。

oは 4報以後の追加種。

「
ami■ ia Hdgperiid● o セモリチヨウ利

■、Bry,nnie mohtanug   ヾャマセセ リ

竜の口山系では普通

o2、 Daimio tethy8 ダイミヨウセセ リ

本種は従来豪漢―金山の線が南限と考えられていた。事実この日山系で も■958年 まては

記録がなかつたが、 8月 ■8日 に一頭採集次いて■959、  5、 3、 さらに 6、 ■4、 に同

山系の玉井て一頭記録 し同山系では ,“実に分布 していることが分つた。従つて当地が岡山県

における南限である。

5、
.ThOrosea variaコ チャパネセセ リ、

丘 1/1地帯ては普通

4、  180tOnOn LamprOgpi■ u8 ホノパ‐セセ リ、

丘陵地帯で普通、前種よ り分布は広い。

5、  Thymo■ icus ●y■ vaticu日  へ.リ グロチヤパネセセ リ

竜の口山系では普通

6、  1)Otanthus f■ avum キマグラセセ リ

丘陵地帯では普通、平地では稀。

7、 PO■ ytromip po■ ■ucida ォォチャパネセセ リ

各地に普通

8、 Pe■ opidag mathiag チャパネセセ リ

各地に普通

9、 Parnara guttata ィチモンジセセ リ

各地に極めて普通

Fami■ mal Papi■ 10niaao ァゲハチョゥ利

■Q ByOa a■ cinous ジヤコウアゲハ

従来の産地では絶波したが、tの回山系の奥矢津附近に産す。
‐、Graphium 8arpOa)n ァォスジァゲバ

各地に普通に産するが大森氏によると大ケ島一帯ではクスノキがないため見られないという。

り、Dapi■ io machaonキ ァゲハ

丘陵地では普通

■3、 Papi■ lo Xuthug  ァ ゲ ハ

各地に極めて普通

■4、 Papl■ ■o prOtOnor クロ7ゲハ

各地に普通
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■5s pap■ ■lo maci■ ontu●  ォナガアゲハ

ォニ報て報告したように大ケ島山系で■頭採れているが極めて稀。

■ヽ papi■ 10 ho■ onuo モンキアゲハ

本種は個体数は少いが比較的広 く分布するらしい、すでに■90■ に筆者と同名の赤枝小太

治氏が現在の上道町で記録 している。その後、竜 の日、赤枝、市街、久山、大ケ島大森、と

本誌上にすでに発表したように記録されている。

■7、 p8.pl■ ■o bttanor  ヵラス7夕しヽ

極めて稀で一報て報告した一頭の記録がぁるの為

Fam■ ■la Ploridao  シロチョゥ利

■8、 Euroma hecabe   キチョゥ

各地に普通

■9、 Euroma ■aeta  ッマグロキチヨウ

丘陵地では普通

Ю、 CO■ ■ao or at o   モンキう声ヨウ

各地に普通

社、AnthOcariO ooo■ ymus  ッマキチヨウ

当地では極めて稀て一報の記録がぁ るのみ。その後採集できない。

2、 PiO rie rapao  モンンロチヨウ

各地に極めて普通

郎、Plorie mo■ oto   スジグロシロチ ヨウ

丘陵地には普通、平地では稀

Fam i■ ia Lycaoniaao  シジミチ ョゥ利

24ゝ Narathllra j aponica   ムラサキシジミ

各地に普通

oる、ArtOpootoO payori  ゥ ラゴマグラシジミ

南部における本種の産地は最近続 々と発表されて相当広 く分布することが分つたが当地で も

■ 959、  6、 ■4、 こ の日山系の玉井て一頭採 集した。

o26、 USguriana gtygiana ウラキンシジヾ

秋山氏の記録 した吉井山と大体同緯度の竜の口山系の岡山市、山陽町、西大寺市、の境界点

の地蔵、 20mで ■959、 6、 ■4、 採集 した。本種は南部では相当低山地に も比較的広

く分布 していると考え られる。

2■ 」aponiCa■ ■ota  アヵシジヾ

tの 口山系に産すが少
23、  」aponica eaopootri,ata   ゥラナ ミ7カ シジ ミ

もの日山系に産すが少

2ヽ Antigttug atti■ la  ミズイロオナガシジミ

各地のプナ本卜に普通に産す

30、 Fa、roniuo orionta■ ■8    オラなミドリ

各地のプナ林に分布するが少
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3ム Ah■ berg iaforrea コ ツパ メ

ヨ陵地に普通

32、 Lycaona ph■ aeag  ペニシジミ

各地に普通

331 Lampia O日  boOtiCu日    ウラナミシジミ

筆者は当地においてはまだ8月 以前に本種を見たことはない。従つてやはり移動して〈るこ

とが考えられる。

34、 ZizOoria maha  ャ
.マ

トシジヾ

各地に普通

55、 Zizina otio  シルタイアシジ  ヾ|

その後各地で採集され、一応普遍的に分布するといつてもよい。

36、 Oo■ agtrina argiO■ ■0    ル リシジヾ

各地に普通、特に早春に個体数が多い。

3■ Everg aFgiadOロ   ッパメシジヾ

各地に普通

38.TOngoia Fischerl    クロッパメ:/ジ ミ

市街地 では普通、他の場所では記録な し。

Fam i■ ia Curetinao   ゥラギンシジ 利ヾ

59、 Curetig aCuta ウラギンシジヾ

各地に普通

Fami■ le Libyiheidao   テングチ ヨウ利

40、 Libythoa co■ ti●    テングチ ヨウ

竜の日山系では比較的普通。

Fami■ ia Danaidao   マグラチヨウ利

4■、Caduga bita   アサギマタ・ラ

本種は南部では 9月 以後でないと記録がないが当地でも大ケ島山系で■0月 以後に記録され

ている。

「
aml■ ia Nympha■ 土こao     タテハチョウ利

o俄、ArgyrOnomo ■aodico   ゥラギンスジヒヨウモン

竜 の口山系、玉井地方で■959、  6、 ■4、 に 3頭採集、 ここでは比較的普通 らしい。

o43、 Argynnig paphia  ヾドリヒヨウモ/
竜の回山系に産するが少い。

o● ..Argynnis anadyomono   クモガタヒヨウモン

書の口山で採れるが稀。、

45、 Damora gagana    メスグロヒヨウモン

各地で採集できるが比較的少い。

46、 Fabriciana adippe    ゥラギンヒヨウモン

オ2報の記録があるのみ、極めて稀。
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47、 Fafriciana norippe  ォォウフギンヒヨウモン

ォ 2報の記録があるのみ、極めて稀。

颯 Argynoug hyporb lus   ッマグロヒヨウモン

各地に分布するが個体数は極めて少。

4ヽ Ladoga caml■ ■a   ィチモンジチ ヨウ

各地に普通 に分布する。

50、 Ladoga g■ orifica   ァサマイチモンジ

各地に産すが前種より少。

5■、 Noptig aoorig    コミスジ

各地に普通。

露、DaranOptitt pry ori  ホシミスジ        |
各地に普通 てあるが市街地、平地に多い傾向がある。

.邸、 Po■ ygOnia c― auroum   キタテハ

各地に普通

弘、Kanloka canaco   ル リタテ′ヽ

各地に普通に 分布するが、ヽ比較的少い。

55、 Nァmpha■ is xantholno■ ag    ヒォ ドッチヨウ

ォ 4報の記録のみて極めて稀。

56、 Vane● ga card u■     ヒメ7カ タテハ

各地に分布するが比較的少い、提防等で時に多数の個体が見られる。
5ス Van00Sa indica, アヵタティヽ

各地に普通。

58、 Apatura l■ ■a   コムラサキ

各地に分布す るが比較的少い。

5ヽ Ho日 tina japonica   ゴマダしチヨウ

各地に分布するが比較的少い。エノキの大木に多 く集つてい ることもある。

Fam■ ■ia Satyridao。   ジャノメチ ヨウ科

60、 Ypthima argus    ヒメウラナミジヤノメ

各地に極めて普通

6■、Ypthima matgchu■ oky   ゥラナミジヤノメ

竜 の口山系では比較的普通、他では未記録。

a、 Mino■ ● こryag   ジャノメチヨウ

各地に普通
.

“

、Kirrodoga gicO■ 18    ヒヵゲチヨウ

各地に極めて普通

鮎 INoopO go● ch■ ovi techiュ    キマダラヒカゲ

各地に極めて普通
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“

、Nyca■ oo■ o gotama

各地に普通

66、 Mァ ca■ 00■ 8 franigca

コ陵地では普通

配列及び学名は日本産業類分布表自水によつた。今後の見とかしとしては、一応出るべき蝶は出

そろつたの感があるが、ァ人の歩く範囲は知れたものであるから何が出るか分らない。他の南部地

方から考えて見ると、

セセリチヨウ利―-7ォ パセセリ……は南部では末だ記録がないが金山山系に分布することから

考えてあるいはと考ぇられる。

アゲハチヨウ利――今のところ考えられないが近県に産するナガサキが採れぬともいえぬ。

シロチヨウ利―一一‐スジボノヤマキチヨウ・・―・本種も南部では記録がないが、金山山系に分布す

るので可能性がないてもない。

シジヾチヨウ利__ウ スイロォナガシジミ、 ミドリシジミ、ウラジロヾドリシジミ、 トラフシジ

ミ、ゴイシンジミ、クロシジ 、ヾゼフイルス3種は倉敷及び児島半島に分布するのであるハ 当地

ては筆者の歩いた範囲ではいずれも、カシワ、ナラガシワbハンノキ類がほとんどないので、これ

等の群生地を見い出さねば望みが薄い。 トラフは金山山系に分布することから、ゴインは各地に極

地的に分布することから期待できる。クロシジミは和気郡に産することから、続きの邑久郡の一部

に産するかもしれない。

タテハチヨウ利__し いていえば倉敷で記録されているスヾナガシぐらい。

ジヤノメチヨウ利―一 ク`ロヒカゲ, ヒメヒカグ、クロコノマチヨウ、前2種は倉敷地方で記録が

あるが、ヒメヒカゲはちよつと期待できない。クロコノマは現在県斗しては記録されるが南部では古

t′ 記ヽ録があるのみて長〈記録がないが、 t,う 採れてもよい時期である。

参考文献

○西大寺近隣の蝶 赤枝 すずむし VO■・  4. NO. 3。  ■954

0倉敷附近の蝶類 小野、広瀬 すずむし  VO■ 。 4。  N04。  5。 6. ■954

0西大寺近隣の業2 赤枝、岡崎 すずむし  VO■ 0 4。  NO.9. ■954

0西大寺近隣産業 5 赤枝 すずむし  VO■ ,5.NO.6. ■955

0邑久郡長船町附近の蝶類 4題 秋山 すずむし  VO■・ 6. NO。  2。

○西大寺近隣産洪四報 赤枝
｀
すずむし  VO■ 。 6。  NO。 4.

〇日本産蝶類分布表 白水 ■958

/‐ヽ
t
∫

ヒメジヤノメ

コジヤノメ

卜
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キ ン カ メ ム シ の 生 態 断

(成 虫 の活 動 が見 られ る植 物 につ い て )

PooCi■ oOoriu up■ ondidu■ us Esakiニ ッキキンカメムンは、その分布が普遍的
でなく。産地が極めて限られてお り、その上個体数も少ない珍稀種であるとい うこともあつて、今

のところ、その生態については,ほ とんど究明されていない。食餌植物に関しても全 く未知てあつ

て。ただ棲′息環境に関連ある植物としてフジ等の植1勿上で採集される (石原、 1947)こ と力覇己

録されてお り。殊に筑前の多産地である古虐山では、初夏の頃本種がイワフジの葉上に見出される

(江崎、 :950)こ とが知られている程度である。

さて岡山県の地域では, :956年 o月 3日 、阿哲峡において、倉敷昆虫同好会主催の採集会が

行われた際に同行の風早保男氏によつて採集されたのが最初の記録であつてo当 日計 40XX・ 力:

採集された (若林。 1956)(KOY.1956)。 (この中には老熟ニンフが 10X、 含まれ

ていた ,現在県下では当地が唯―の産地て、その後ここからは毎年のように数個体ずつが記録され

てはいるが・食|■T植物については未だ不明である。 1957年 の調査結果ではフジ、サクラ、キク

科小草本その他で発見され一定していなかつたことが報告せられている (風早  ゝ1957)。
ところで。筆者は近藤光宏氏と、 1959年 5月 3日 の当地への調査て、若千興味深い生態を観

察するこどができた。当日は例年より幾分多〈の成虫が見受けられ、近藤氏70XX、 筆者 l:0
XX。 (2♀ ♀、 983)を 採集 した。 ところがこの 180XXも の中 :40XX・ ゼでが次 々と

間をおいては b SinOmonium acutum chunbl)Rond ot wi■ gッ ゾラフジ (オ オツゾ

ラフジ)〔 ツゾラフジ科 〕からのみ得らオじるといつたかなり顕著な傾向が見受けられたのである。

他の 4exx.は ケヤキ・ ヤマブキ、カエデなどから得られた。採集の後半には、ツプラフジを目

標に探しさえすれはかなり容易に発見し得たといつたような状態で、採集しなかつた個体もほとん

どツプラフジ上で活動しているのが認められた。前述のイヮフジ 〔マメ科〕とも本種とは分類的に

はかなりはなれた位置にあるので疑間に思つたのであるがけ近にはイウフジは見当らなかつた。

食餌植1勿とい うことになると別の問題であつて1成虫迄完全に成育させ 4尋るものでなければなら

ないが、これらのものと全 く関連がないとl■ 、一概にはいいされないようである。本種も一化性で

越冬態はアカスジキンカメムシなどと同様にやは り幼虫態であると考えられているので、食餌植物

を確認するにはもつと早い時期に当地で若令ニンフからの観察を行な うこと力現、要である。当地で

も成虫になつてからの活動が見られる植1勿は前述 したように多種類にわたつているが、とにか く当

日はツプラフジに活動する個体 (成虫)カミ断然多く認められたことを報告してお く。

ちなみに当地での成虫の発生消長は。今迄のところ、4月下旬老熟幼虫、成虫.5月上旬最盛期、

中旬や 減ゝ少.6月上旬にはほとんど見受けられな〈なるといつた程度のことがわかつている。

文末ながら.本種め同定を賜つた うえいろいろと仁,教示をいただいた長谷川仁先生に対し深謝の

意を表する。

引  用  文   献

1950):日 本昆虫図鑑 (カ メムシ科)、 東京、北隆館、 :758pp.o8

,947):日 本産カメムシ科概説、虫、自然、2(4。 5.6):55-69、
1957):阿 哲峡のニシキキンカメムシについてすずt,し 、7(2):11
956):昆 虫お国じまん (山陽の巻)。 新昆虫、9(:0):20-25、
1956):阿 哲峡採集記、すずtrし 、6(1):6、

洋野

:)江崎悌三 ,(

p、 i88、
2)石原 保 (

3)風早保男 (

4)KYO(1
5)若林正史 (
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ιし3ミ み

蝶 ρ記録二,三について

!)ヒ ロオビミドリシジミ

1959年 6月 28日・ 高梁市玉り|口「玉勘場

より本種 !♀ を採集した。

2)ミ ヤマカラスアゲハ

1959年 5月 5日 、高梁市奥万田より本1重

1ち を採集した。

5)オ オヒカゲ

:959年 9月 20日 、阿哲郡荒戸山方面ヘ

採果に行つた。芸備線矢神駅から荒戸山に至

る山道で灌木の間よりゆるやかに飛び出た本

種 l頭を採集した。この日は天気は良好て採

集した時亥1は :l時頃だつた。

なわヒロオビミドリシジミとミヤマカラス

アゲハは去る 10月 19日 に岡山大学で毘虫

学会が開かれたが、その時九州大学の自水隆

先生に同定を御願いした。自水先生に感謝 L

ます。

(高梁市玉川町玉 堀 浩)

羅 壁 Flの

クロホシテントウゴミムシダマシ

:959年 8月 :3日 。新見市の経生門付近

で採集を行つた際ゝクロホシテントウゴミムシ

グ・7シ Dorittpia コacu■ ipennig
Mar● ou■ ■ox。 を記録した。本種の分布は

本州、四国。さして稀なものではないが Tゝ応
県下の新産地として報告しておく。

(小 野  洋 )

ウスフタホシテントウの記録

!959年 4月 19日 、岡山県和気郡吉永町

八塔寺付近でHyporaspi● 」apOniCa
crotchゥ スフタホシテントウ2 0XX.を採

した。分布は本州、九州。県下における新 L′ い

産地として報告する。比較的多〈ない。

(小 野  洋 )

先にGomphud ocu■ atuロ  メガネサナ

エとして発表 しました種はもその後、安東氏 を

通しヽ朝比奈先生に見ていただいた結果、Om_
phug nagOyanu」 Asahina ナ コ

゛
ヤ

サナエであることが分 りましたので訂正すると

ともに、両氏に感瀾iい たします。なか、本種は

岡山県にかける最初の記録である。

(赤 枝 一 弘 )

すづ
ttrし

b VOl・ ア・ NOl、 :957ヴ)∈造

作の蝶について)の うち、 |・ ヒロオ
‐
ビヾドリ

シジミはハヤシミドリシジミに訂正いたします。

誤報のいきさつは, :955年真庭郡勝山町で

採集したシジミ3♀ の種名不明のためヽ九州大

学に行 〈人にことずけ,故江崎先生の同定を依

頼したところ。その人に、「 ヒロオビだろ う」

とt/D伝 言があ り。その後 1956～ 1958年
にわた り苫田部上斉原村に於て、多数の本種が

発見されたため再び、残 りの勝山町産のものと

共に九州大学自水隆先生に標本を直接送つて同

定願つたところ、命名者である先生からハヤシ

との回答を得ました。直接、私が同定を得たわ

けでなくもその同定のいきさつもよくわからぬ

まま、軽々しく発表 し、故先生に対してその名

を傷つける様な結果になつた私め不明さをお詫

正訂

正訂報誤
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び致 します。同時に自水先生にお礼申します。 Fol美作地方に於てはその後 ヒロオ ビは最だ記録され

ていません。                              (通 信  順 )

__ム カ シ ト ン ボ 採 集 記

～ ― ― ― ― ～ ― ～ ― ― ～ ― 道  信

59年 5月 :0日  苫田君1鏡野町 5819
5月 6日同行の片山、竹内氏と共に同地に採集をこころみました。此処は泉ケ山の一漢谷て今

‐
ま

でにフジミドリシジミ、キマグラル リツパメ、ムカシヤンマ・ 等を採集した好採集地であるがぃか

な り登らないとよい場所はなくも途中平凡な道をミヤマカラスアゲハを追つた り、ウスパシロチヨ

ウを見かけながら登る。ムカントンボの時季だから、あわよくば網にしようとひそかに念願 しなが

ら谷川に気をくば りながら行くo部落の最後の家も過ぎ・ 田畑もつきる頃谷はようやく漢流らし〈

なり水があわ立つて流れる。ダビドサナエ、カワトンポが多い。

荷車の入る一番奥の道巾のひろい場所で昼食をとる。ここか ら奥が本が多〈本当の意味の山に入る

のであるが、途中時間をかけすぎて帰 り仕度にかかる。谷の岸に生えているシダの辺に トンポらし

いものが飛んでいる。両岸の樹木のため暗らくてよく見えないが、時々シダの葉に■Lま る如く近づ

きながら又離れてとび去るoム カシかな。と網を持つと川上へ飛去つてしまつた。

結局、その日はよい収かくもな〈帰路についた。帰宅してから、どうも最後に見た トンボが気にか

か り、再び次の日曜日である 5月 :0日 、今度は一人で同地にかもtrいた。先日の場所まで一気に

■ll着 し・腰を落着けて トンボを持つ。やは り案にたがわず先日同様・ 川下から前の谷の岸rC飛んで

来た トンポがぁる。日の前でしばら〈小昆虫を捕食しては川上へ姿を消し、再びはるか高い所を杉

の枝などに一寸さわるようにしては川下に下 りb上つて来ては再び同じ行動をくりかえすo網を振

つても足場が悪いため二時譴]は どねばつて三度ばか り網を振つたがど うしても網にすることが出来

ない。その同ダビドサナエに迷わされた りしながらとうとうあさらめ、泉上の頂上をきわめる積り

でそこから登 りはじめる。谷は暗い杉林に入る。こんな場所はえものは少いものである。道を急 ぐ

途中所々曰光がもれて明るい所がある。その明るい場所でちらちらするものがあるので網にしてみ

て驚喜した。待望のムカントンボである。その喜びははじめてフジミドリをブナの木に登つて‐

間近 くも待つて採つた時の気持と似ていた。もういい、と一人でつぶやく。

‖贋
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そのあた りr■暗いため注意がとどかなかつたが、よく見渡す と谷の少 し広い所には二 、三匹づつ飛

んている。杉林の上手は両岸が雑木林であるが、その辺に も杉林中とちがわない程度に多いoその

日20匹以上 目にすることが出来た。広いところでは飛び方は早いがぅせ まい場所では・ 丁度カ ト

リヤンマが上下左右に蚊を捕食する様子とよく以ていて、捕食に夢中で飛び方 もそれ程早 くない。

どうい うわけか当日見たところでは常に飛んでいて、静止した姿は一度も目にす.る ことはなかつた。

谷巾は水の中 lm～ 2mで大石小石の多いっいわゆる漢流である。こんな場所は中国山脈中の高い

山なら殆んどこんな様子であるから、時季さえよかつたなら、またまだ産地は多く発見出来ると思

う・。念のため蜻蛉同好会の朝比奈先生に同定をいただき、ムカシト/ボであるこを確認しました。

会費納入 のか願い 会 員 大 募 集

年があらたまつて、叉会費納入の時期がやつ

て来ました。いろいろと御都合がおあ りのこと

と思いますが, 1960年分会費をてきるだけ

早急に納入下さいますようお願いします。昨年

も未納の方がかなりありまして、四苦八苦いた

しました。本年こそは会の運営をもつとスムー

ズに、したいと思つています。

つ誦話■新
~密~輛

_
暖冬ならぬ大変寒さの厳 しい昨今でございますが、読者のみなさんには、各々の道に精進さィして

いることと思います。県北一帯の積雪も何十年来の記録とのこと、紙上にとどめず会員の皆様と一

度行つてみたいものですね。

ヒ′かし、そこで冬を越している諸 の々虫族の戦いはまたひとしかでございましよう。筆者等コタ

ツ族には,およそ考えるにもおよびません。そろそろ寒さには飽いてまい りました。早 く暖かい春

を迎えて、野山にその肩の重荷をほ ぐしたいものです。

さて、ここにすずむしオ 9巻 4号をお届けします。本号には、毎回熱心に寄稿されていた赤枝氏

が。
「 西大寺近隣の蝶オ五報」を、また編集委員の小野氏は、久しぶ りに「

ニシキキンカメムシの

生態」に始まるおとしぶみ二編を投稿されました。

申すまでもあ りませんが。発行がこんなに遅れ、みなさんに幾多の御迷惑のおよんでいますこと

を、編集部一同深くお詫びいたします。

発足以来9年、やがて :0月期を迎えようとしていますが。ここらで1ふ り出しにもどつたつも

りで、も,一度も足元から堀りかえしてみたいものです。「 すずt,し 」もその内容の発展を願うと

ともにっもつと興味あるものに育てたい気持で一杯です。台所から、クラプの窓。そして庭の樹木

に集まる虫類に今一度目を向けてみてはいかがでしよう。 (K)

最近は会員の平均年令が少しづつ高くなつて

います。本会では十代の方の入会も大歓迎して

お ります。知 りあいの方で好きな人があ りまし

たら,入会をかすすめ下さい。

lしだ卜冨卜lyts、lT集
用具
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