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倉敷昆虫同好会
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事務局より
１．「夏の例会（仮称）」について
2019 年 12 月 22 日の年末例会で，「夏の例会」についてのご意見（自由形
式での記述）をお願いしたところ，多くのみな様からご回答をいただきました。
そのすべてが倉昆の活性化のために実施に賛成というものでした。また，具体
的なアイデアも書いていただいております。スライド発表中心の年末例会に対
して，フリーな形での情報交換の場にすべきなど，年末例会とは一味違うもの
にしてほしいという意見が多かったようです。
これを受けて 2020 年 6 月での幹事会で「夏の例会」実施を決定するととも
に，その内容を検討する予定でしたが，新型コロナウイルス感染予防対策のた
めに開催できませんでした。メールによる幹事間の意見交換の結果，残念なが
ら 2020 年の一泊調査会，および「夏の例会」は中止せざるを得ないという結
論になりました。
10 月開催予定の幹事会で改めて協議し，2021 年からの実施をめざしたいと
考えています。会員のみな様には，いろいろな機会を通じてさまざまなご提案
をいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
２．事務局（倉敷昆虫館）への来訪について
倉敷昆虫館はコロナ禍の
ため 2 月 29 日より臨時休館
していますが，研究室への
来訪は別の入り口から可能
です。しげい病院の玄関と
は反対側の東に入り口（昆
虫館本来の入り口）があり
ます。病院の南側（検察庁
との間）の細い路地を通っ
てお回りください。駐車場
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を利用される方は駐車券をお忘れ無くお持ちください。なお，開館になった場
合も当面は一般の入館者もこのような経路となる予定です。

倉敷市立自然史博物館の催しもの案内
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のためさまざまな対策を実施中です。詳細は倉敷市
立自然史博物館のホームページでご確認ください。

◎博物館講座「昆虫の標本の作り方」
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：2020 年
第１回：６月 27 日（土）10 時～ 11 時 30 分（受付 9 時 30 分～ 10 時）
第２回：６月 27 日（土）13 時 30 分～ 15 時（受付 13 時～ 13 時 30 分）
第３回：６月 28 日（日）10 時～ 11 時 30 分（受付 9 時 30 分～ 10 時）
第４回：６月 28 日（日）13 時 30 分～ 15 時（受付 13 時～ 13 時 30 分）
◆会場：地階講義室
◆申込み・定員：それぞれ前日 17 時までに電話で自然史博物館まで（付き添いの方も同
席される場合は申込みが必要です）。ただし，各回，申込み順先着 6 組（１組は３名まで，
同居家族に限る）
◆持参品：マスク（全員），飲み物，標本にする昆虫数種類（捕まえた虫は当日まで冷凍
保存してください），テキスト「自然観察のてびき」，昆虫針，まち針数十本，先のとが
ったピンセット，ハサミ，木工用ボンド，展足板，展翅板，展翅テープ，ティッシュ，筆
記用具など。用意できないものは講座の時はお貸しできるものもありますが，持ち帰りは
できません。
◆備考：「自然観察のてびき」（472 円）は当日販売します。採集用具・標本作製用具も
あっせんします（友の会会員の方は会員証をお持ちください）。

◎自然観察会「夏だ！ 昆虫採集」
身近な自然の中でできる昆虫採集を体験します。
◆日時：2020 年７月 12 日（日）10 時～ 14 時 30 分（受付９時 30 分～ 10 時）
◆観察場所：倉敷市真備町市場 真備美しい森
◆集合場所：真備美しい森駐車場
◆持参品：マスク（全員），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。
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◆申込み・定員：７月４日（土）９時～７月 11 日（土）17 時までに電話で自然史博物館
へ。ただし，申込み先着 100 名様。小学生以下の方は保護者同伴で申込んでください。
◆交通案内：自家用車の場合，国道 486 号を総社・倉敷方面から矢掛・井原方面へ向か
って，井原線「備中呉妹駅」を過ぎて井原線の高架をくぐってすぐに「真備美しい森」の
案内標識があります。以降，案内標識に従ってください。備中呉妹駅から集合場所まで約
４ km。真備町市場方面からの別ルートもあります。集合場所へ駐車できます。公共交通
機関をご利用の方は，備中呉妹駅からタクシー（日の丸タクシー，要事前予約
0120-17-1288，片道約 2,000 円）等をご利用ください。
◆備考：雨天決行。ただし警報発令時などは中止します。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 た は 自 然 史 博 物 館
（086-425-6037）までお問い合わせください。

◎特別陳列「新着資料展2020＜チョウ・ガなど＞」
◆会期：2020 年７月 11 日（土）～８月７日（金）
◆会場：自然史博物館３階特別展示室
◆料金：通常料金（一般 150 円，大学生 50 円，65 歳以上・高校生以下無料）
◆展示内容：「清水健一コレクション」（中国地方産チョウ・ガ類，約 15,000 点），「渡辺
和夫コレクション」（岡山県産チョウ類ほか，6,831 点），「喜多嶋鐡也コレクション」（日
本産チョウ類ほか，約 1,300 点），「冨山哲夫コレクション」（世界のチョウ類，163 点）

◎特別陳列「新着資料展2020＜甲虫など＞」
◆会期：2020 年８月 19 日（水）～９月 27 日（日）
◆会場：自然史博物館３階特別展示室
◆料金：通常料金（一般 150 円，大学生 50 円，65 歳以上・高校生以下無料）
◆展示内容：「三木進コレクション」（日本とボルネオの昆虫，約 18,000 点），「松本堅一
コレクション」（日本産オサムシ，約 3,400 点）
※ お問い合わせ・お申し込み先
〒 710-0046

倉敷市中央２-６-１ 「倉敷市立自然史博物館」

TEL：（086）425-6037
Email：musnat@city.kurashiki.okayama.jp
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/
（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）
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【会 員 動 静】
〇新入会員：No.535
〇退会者：No.385

山本

卓

No.486

平井幾道

興味ある分野 = 蛾類

吉備中央町

池田真啓

No.506

武田雅生

【交 換 文 献】
（2020.4.11～2020.6.4受付分）

比婆科学

(268)

比婆科学振興会

誘蛾燈 (240)，
（特別号)
蛾類通信 (293)

誘蛾会

Nature Study

66 (4）
，(5）

大阪市立自然史博物館友の会

Mushi

(48)

鈴木

Mezuru

日本蛾類通信

KORASANA（93）,(94)

裕

久留米昆虫研究会

久留米虫だより(245)，(246)

〃

大阪市立自然史博物館研究報告

(73)

〃

収蔵資料目録

〃

館報

〃

自然史研究 4(3)

大阪市立自然史博物館

52集

〃

(44)

〃
〃

【2019年度決算報告】
収入の部
2019年度

前年度よりの繰越金

85,695

会 費
（90人：延118人分)
分譲代

236,000

雑収入
（抜き刷り代受領)
広告料
（創和会より）
収入計

（単位円）

支出の部
2019年度 2018年度
印刷代
187,880 414,720
（すずむし200部）
226,000 送 料
29,602 20,500

2018年度
232,29

（すずむし・KURAKON）

0

16,800 事務費
（封筒･宛名ｼｰﾙ）
0 雑費
（抜刷り代支払い）
50,000

486
50,000
372,181

525,093

収入額

372,181

支出計

1,731

4,178

486

0

219,699

439,398

支出額
差引残額
－ 219,699 ＝ 152,482 （次年度への繰越）

＜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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