倉敷昆虫同好会

No. 83

2016.11.12
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連

絡

紙

★ 2016 ～ 2017 年度幹事の改選結果報告★
2016 ～ 2017 年度幹事改選の開票を５月 14 日に事務局で行い，得票数順に了承をいた
だいた次の 11 名の諸氏（敬称略：50 音順）に新幹事を担当していただく事になりました
のでお知らせいたします。（会員数 111 名；投票総数 20 票；有効投票総数 92 票）

青野孝昭 ・ 岡本 忠(事務局・会計) ・ 奥島雄一 ・ 澤田愛子(文献登録管理)
末長晴輝 ・ 広瀬正明（代表幹事) ・ 三宅誠治(野外行事) ・ 守安 敦（例会・
「KURAKON」)・ 山地 治（野外行事）・脇本 浩 ・ 渡辺和夫（「すずむし」）
（

）は任務分担

年末例会のご案内
１

日時

2016 年 12 月 23 日(金)

１３時から１６時３０分ごろ

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（12月16日までに希望された方）１３：１０～
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１０分以内厳守 でお願いいたします 。（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 16 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 」「発表の要約 200 字程
度」（クラコン掲載用）をご連絡ください。（kurakon@shigei.or.jp FAX．086-421-1991)
(2)近況報告（スライド映写をしていない方）１５：３０～
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，全員に紙に書いて
いただいた内容は，次回のクラコンに掲載したいと思います。打ち直しますので，
読みやすい字でお願いいたします。
(3)自由懇談１６：００～
・・時間の都合で短くなるかもしれません。標本などをお持ちよりください。
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 忘年会のご案内 
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。
参加を希望されるお方は１２月２０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～

参加費：

３５００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

倉敷昆虫館より
【昆虫館近着図書】（昆虫関係のみ）
書

名

著者・編者

寄贈者

チョウの舞う自然 20～22号

日本蝶類保全協会

同左

蝶をもとめて

河邊誠一郎

同左

伊丹市昆虫館研究報告 第 3 号

伊丹市昆虫館

同左

札幌の昆虫

木野田公広

重井

文博

只見町ブナセンター

重井

文博

只見の自然

只見町ブナセンター紀要No.5

たくさんのふしぎ373号「昆虫の体重測定」

吉谷昭憲

同左

【お願い】
2013 年 12 月のリニューアルオープン後 3 年が経過し、所蔵標本（展示・収蔵）もコ
ウチュウ目以外はほぼ整理ができました。展示標本についてもチョウ目（蝶類・蛾類と
も）については未展示の種を追加したり、色あせたものは入れ替えたりと以前より見栄え
のよいものになりました。しかし、特に色あせが激しい バッタ目などについては、交換
する収蔵標本が少なく古いままの展示になっています。そこで、バッタ目、カマキリ目な
どの標本をお持ちの方で、寄贈していだけるものがありましたらよろしくお願いたします。
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倉敷市立自然史博物館のおしらせ
◎自然観察会「おかやま自然探訪５２」
◆日時：2016年12月４日（日）11時～14時（受付10時30分～）
◆観察場所：総社市清音上中島の高梁川の河川敷
◆集合場所：総社市清音上中島の高梁川に架かる「川辺橋」東詰の河川敷（「きよね水辺の
楽校」のすぐ南側）
◆申込み：12月３日（土）までに電話・ファックス・ハガキなどで自然史博物館へ。
◆持参品：筆記用具，観察用具，弁当，飲料水，雨具，救急用品など
◆講師：自然史博物館学芸員・自然史博物館友の会幹事
◆交通案内：（大人片道200円）
行き／JR伯備線）倉敷駅 10時32分 → 清音駅 10時39分
帰り／JR伯備線）清音駅 14時30分 → 倉敷駅14時36分
※ＪＲのダイヤは事前にご確認ください。JR清音駅から集合場所までは西へ約300ｍ。自家
用車の方は集合場所へ駐車できます。
◆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８時30分以
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。
◎博物館講座「色鉛筆で昆虫を描こう」
昆虫の写真を見ながら，あらかじめ用意された下絵に色鉛筆で着色します。今回のテー
マは「アカマダラハナムグリ」を予定しています。
◆日時：2016年12月10日（土）14時～16時（受付13時30分～14時）
◆会場：自然史博物館地階講義室
◆講師：越山洋三（岡山動物画の会講師）
◆申込み・定員：12月９日（金）17時までに電話で自然史博物館まで。ただし，申込み順先
着36名（小学生以下は付き添いが必要，付き添いの方も同席される場合は申込みが必要で
す）
◆参加費：材料費300円（付き添いの方は不要）
◆持参品：24色以上の色鉛筆（クーピー不可），鉛筆削り，消しゴム
■昆虫分野ボランティアスタッフ募集
標本の作製・同定・整理・修復・研究，展示解説・案内，普及活動（講座・観察会補助）など
の中からできることできる範囲で博物館スタッフと相談しながら活動していただきます。
奥島まで電話かメール（musoku@city.kurashiki.okayama.jp）でご相談ください。
連絡・お申込み先：倉敷市立自然史博物館 E-MAIL：musoku@city.kurashiki.okayama.jp
〒710-0046

倉敷市中央２－６－１

TEL 086-425-6037

FAX 086-425-6038

URL：http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/index.htm
（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）
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【新会員】
No.150

田辺 恒彰（静岡県）※再入会

No.347

長棟亮一

【住所変更】
【2015 年度会計報告】
2015 年度会計を下記の通り報告します。〈事務局〉

収

入

費
目
前年度繰越金
会費
すずむしバックナンバー売上金

広告費（すずむし151号）
計

支
出
費
目
金額（円）
146,906 すずむし150号印刷代
204,120
225,458 会誌・連絡紙送料
30,166
33,000 事務用品費
4,111
50,000 連絡紙用紙代
680
次年度繰越金
216,287
455,364
計
455,364

金額（円）

【交 換 文 献】
（2016.4.28 ～ 2016.11.2 付分）
ホシザキグリーン財団研究報告(19)
ホシザキグリーン財団
ホシザキグリーン財団研究報告
〃
特別号(15)～(17)
駿河の昆虫(253) (254)
静岡昆虫同好会
蛾類通信 (277) (278)
日本蛾類学会
横須賀市立博物館研究報告 (63)
横須賀市立自然・人文博物館
横須賀市立博物館資料集 (40)
〃
比婆科学 (256)
比婆科学教育振興会
MUSHI MEZURU ( 42)
鈴木 裕
日本昆虫協会ニュースレター(70)
日本昆虫協会
誘蛾燈(224)(225)
誘蛾会
TINEA23(4)
日本ガ類学会
TINEA23(１) 付録
〃
げんせい(92)
高知昆虫研究会
Nature Study 62(7)～ 62(10)
大阪市立自然史博物館友の会
しぜんしくらしき(94）～（97)
倉敷市立自然史博物館友の会
倉敷市立自然史博物 研究報告(12)
倉敷市立自然史博物館
比婆科学(257)
比婆科学教育振興会
日本応用動物昆虫学会中国支部会報(58)
日本応用動物昆虫学会中国支部

＜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
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