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倉敷昆虫同好会No. 89

ＫＵＲＡＫＯＮ
連 絡 紙2019.5.8

★ ～ 年度幹事の改選結果報告★2019 2021
年～ 年度幹事改選の開票を４月 日に事務局で行い，得票数順に了承をい2019 2021 13

ただいた次の諸氏（敬称略： 音順）に新幹事を担当していただく事になりましたので50
お知らせいたします （会員数 名；投票総数 票；有効投票総数 票。 111 28 135

住 所 興味・関心 担当氏 名

青野 孝昭 倉敷市 甲虫・蝶・その他

安達 由莉 倉敷市 ゴキブリ 昆虫館補助

岡野 貴司 倉敷市 蝶･蛾 例会 ★

岡本 忠 総社市 甲虫 会計 ★

奥島 雄一 倉敷市 甲虫

澤田 愛子 岡山市北区 昆虫全般 文献 ★

三宅 誠治 岡山市南区 蝶･蛾 野外活動

守安 敦 倉敷市 トンボ 連絡誌編集

安田 剛長 倉敷市 甲虫･トンボ・蝉･カメムシ

山地 治 岡山市北区 甲虫･半翅目 昆虫館・標本整理

渡辺 和夫 総社市 蝶･蛾･甲虫 会誌編集

★：事務局担当（昆虫館職員）

◆◆◆ ◆◆◆2019年 倉昆一泊調査会案内

調査と懇親を目的に、一泊調査会を下記の要領で開催致します。参加希望やご質問は、

下記の申込先にご連絡下さい。

新見市大佐周辺調査対象地域

令和元年 7月6日（土）～7月7日（日）日 程

※宿泊者は午後6時頃には宿泊場所にお集まり下さい。

大井野源流体験村（雌山の家、雄山の家宿泊場所

新見市大佐大井野1193-1 TEL 0867-98-3676

一人2,500円（素泊まり）宿 泊 料
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宿では食事の提供をはじめ各種サービスがありませ

ん。必要なことはすべて自分たちで行います。サバイ

バルと言うほどではありませんが、自分のことは自分

で、また各自の行動には他者の迷惑とならないよう責

任を持って下さい。宿は民家と同じ作りで、風呂やキ

ッチン、布団などが付いています。食事は、調理も出

来ますので各自でご用意下さい。詳しくは 「大佐 雄、

山の家」でホームページを検索して下さい。

定員（20人）に達するまでは参加を受け付けます

が、一応の目安として6月30日を締め切りといたしま

す。悪天候でなければ、夜間に燈火採集を行います。

ただ、自然林に囲まれた山中ではなく、植林や耕作地

に面した高台のため、大きな期待は出来ないと思われ

ます。行き帰りの交通や採集はフリーとします。

申込先＞＜

三宅：miya@tamano.or.jp 090-7502-8468

事務局より
【ホームページについてのお願い】

「すずむし」の公開について1．

昨年より会誌「すずむし」の公開を始めていますが、PDF化作業を経てからの公開であ

るため、あまり進んでいません。現在のところ1巻（1～12)と2巻(1～12)が公開済みで、3

巻以降は順次公開予定にしています。 発行当初は連絡誌を兼ねたものとなっており、内

容も多彩で採集記録の報告のみならず、同好会発足当時の昆虫少年たちの活躍や、その頃

の虫たちを取りまく自然の様子などがうかがえて、一読に値します。ぜひご覧ください。

2．掲示板（会員用）の 利用について

一般の方には非公開で、会員間の情報交換をするために設けられたページです。あまり

利用されないので、利用者が少なくなる悪循環がおきています。今一度利用を活発にして

頂き、情報交換や、質問と応答など気軽にご利用頂ければと思っています。 なお、IDと

パスワードが分からなくなった方もおられるので、IDおよびパスワードを記した票を同封

いたします。

3 「虫たちの素顔」について．

個人でブログを開設して、一般の方々に写真や生態などを掲載されている方もおられる

と思いますが、会員として同好会ホームページの「虫たちの素顔」にもご投稿頂き、ホー

ムページの内容充実にご協力頂ければと思います。
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【お尋ね】
会費納入振替における送金者不明のものがあります。心当たりの方ご連絡ください。

（振込日） （送金額） （郵便局 ）or ATM
年 月 日（電信振替） 円 ※電信振替のため不明2019 1 8 2,000

「岡山県野生生物目録2019」が公開されました
年３月 日に 「岡山県野生生物目録 」が公開されました。昆虫部会の委員2019 29 2019，

には，倉敷昆虫同好会会員も多数所属しています。

「岡山県では、県内に生息・生育する野生動植物について、その分布、生息・生育等の

現況を把握し、本県の野生生物保護施策の基礎資料とすることを目的に、 年に「岡2003
山県野生生物目録」を作成し、 年に改訂しました。本目録は、その後得られた新た2009
な知見や、野生動植物の現状を反映させるため 「岡山県野生動植物調査検討会」による、

調査、検討を踏まえ、この度「岡山県野生生物目録 」を作成したものです 」2019 。

岡山県 自然環境課の ページよりWeb

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61」

◆日時：５月 日（日） 時 分～ 時 分（受付 時～ 時 分）26 10 30 14 30 10 10 30
◆集合場所：真庭市余野下 大津神社駐車場728
◆持参品：筆記用具，観察用具，弁当，飲料水，雨具，救急用品など

◆申込み：５月 日（土） 時までに電話・ファックス・ハガキなどで自然史博物館へ。25 17
◎自然観察会「おかやま自然探訪62」

◆日時：６月 日（日） 時～ 時（受付 時 分～ 時）16 11 15 10 30 11
◆集合場所：美作市巨勢 大山展望台駐車場

◆持参品：筆記用具，観察・採集用具，昼食（腐りにくいもの ・飲料水，雨具，救急用）

品など。防虫対策と熱中症予防対策をお願いします。

◆申込み： 月 日（土） 時までに電話・ファックス・はがきなどで自然史博物館へ。6 15 17
◎博物館講座「昆虫の採集方法と標本の作り方」

昆虫採集の道具の使い方やマル秘テクニック，一般的な昆虫標本の作り方について，室

内実習を通して解説します。

◆日時：６月 日（日） 時～ 時（受付９時 分～ 時）30 10 14 30 10
◆会場：自然史博物館地階講義室

◆申込み・定員：６月 日（土） 時までに電話で自然史博物館まで（付き添いの方も29 17
同席される場合は申込みが必要です）ただし，申込み順先着 名60
お申し込み・お問い合わせ先：倉敷市立自然史博物館（ ）TEL 086-425-6037
※詳細は博物館ホームページをご覧ください （奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）
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【会計報告】
年度会計を下記の通り報告します 〈事務局〉2018 。

収入の部 支出の部
前年度より繰越金 232,293 印刷代 414,720（すずむし200部）
会 費 71人 （延113人分） 226,000 送 料（会誌･連絡誌） 20,500（ 、
分 譲 すずむし12冊） 16,800 事務費 4,178（ （封筒･宛名シール）

広 告 料 創和会より) 50,000(医療法人
収入計 525,093 支出計 439,398

収入 支出 差引残額
（次年度へ繰越）525,093 － 439,398 ＝ 85,695

【住所変更】
広瀬義躬 福岡県福岡市東区へNo.9
瀬島翔馬 千葉県柏市へNo.483

【新会員】
会員番号 氏 名 住 所 興味ある分野

松本光平 倉敷市福島 トンボNo.531

【交換文献】
（2019.3.29～2019.4.30受付分）

神奈川県自然誌資料 （40) 神奈川県立生命の星・地球博物館
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（22),(23)

山口のむし (18) 山口むしの会
ちょうしゅう便り (36) 山口むしの会
Nature Study 65(4) 大阪市立自然史博物館友の会
広島虫の会会報 (57) 広島虫の会

【寄贈図書 （昆虫関係）】
（2019.3.29～2019.4.30受付分）

ホシザキグリーン財団環境修復プロジェクト報 ホシザキグリーン財団環境修復プ
告書 ロジェクト

【昆虫館受領文献】
（2019.3.１～2019.4.30受付分）

伊丹昆虫館研究報告 （6) 伊丹昆虫館
岡山県自然保護センター研究報告 (26) 岡山県自然保護センター
Ciconia 福井県自然保護センター研究報告 (22) 福井県自然保護センター
日本鱗翅学会中国支部会報 (20) 日本鱗翅学会中国支部
倉敷市立自然史博物館研究報告 (30) 倉敷市立自然史博物館
※今後倉敷昆虫館受領図書のうち昆虫に関係する文献についても紹介することにし
ます。

＜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）


