
- 514 -

倉敷昆虫同好会No. 93

ＫＵＲＡＫＯＮ
連 絡 紙2020.11.13

倉敷昆虫同好会の年末例会がコロナ禍の中で実施できるかどうかをメールによる幹事会

議で慎重に審議しましたが，細心の注意を払いながら実施することにいたしました。ただ

し，例年とはいろいろ実施方法を変えていかなければなりません。会場については例年の

しげい病院内での実施は困難であるため，しげい病院関連施設である「はぁもにぃ倉敷」

で行うことにしましたが，いろいろな制約を受けます。また私たちも「密」を避けるため

に新たなルールを作らなければなりません。主な変更点は次の通りです。

・今後岡山県での感染者が増加した場合は，急きょ中止せざるを得ないと思います。

その場合は，参加予定者の皆さんには電話かメールでお知らせします。

・会場の広さや机の数から判断して，参加定員を25名とさせていただきます。

・参加者を事前に把握しておく必要から， に事務局へ電参加申込みは12月17日（木）まで

その際，中止の場合の連絡先を必ずお知らせください。話かメールでご連絡ください。

ので，早めの申し込みをお願いします。先着25名になり次第，締め切らせていただきます

は事務局に届くまでに時間的なズレが生じますのでご遠慮ください。FAX
・ にお願いします 「発表者名 「演スライド発表の希望の申し込みは12月13日（日）まで 。 」

題 「連絡先電話番号 ，および「発表の要約 字程度（ 掲載用 」をメ」 」 ）200 KURAKON
ールか でご連絡ください。要約は発表後でも構いません。FAX

・参加者は全員マスク着用でお願いします。

・例年実施していました自由懇談と写真撮影は 「密」を避けるため行いません。忘年会も，

残念ながら中止とします。

・例会終了時間の厳守が求められますので 時 分で終了とし，その後の片付けにご16 45
協力ください。

・参加者の緊急の連絡先は，当日も含めて倉敷昆虫館（℡ ）とします。086-422-8207

実施要項
１ 日時 2020年12月27日（日） 13時～17時（片付けを含む）

２ 場所 「はぁもにぃ倉敷」２階第１教室

〒710-0043 倉敷市羽島666-1 駐車場（無料）あり
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３ プログラム

(1)スライド発表 13:10～16:15

多くの皆さんの発表をお待ちしています。希望者の人数によりますが，自由懇談等

の取りやめで例年より少し長めの時間が確保できるかもしれません。なお，昨年は質

。疑応答を含めて 分でした。パワーポイントの入ったパソコンは用意いたします15
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 でも構い2010
ません）で作成したファイルを メモリーか に入れてご持参ください。まUSB CD
た，発表は近況報告も兼ねてお願いしま

す。

(2)夏の例会についての連絡と意見交換

今年からの実施予定でしたが，コロナ

禍のため実現しませんでした。改めて内

容充実のための意見交換を行います。

(3)近況報告

16:15～16:45

今年一年を振り返って，一人一言ずつ

お話しください。また，用紙に書いてい

ただいた近況は，次回の にKURAKON
掲載したいと思います。当日用紙を配布

しますので，できるだけ例会終了後受付

にご提出ください。読みやすい文字でお

願いします。後で事務局にお送りくださ

っても構いません。

事務局より
【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臨時休館してい

ましたが，7月より開館しています。ただし、

感染予防のため昆虫館へはしげい病院内を通ら

ず、病院の玄関とは反対側の入り口（昆虫館本

来の入り口）から入っていただきます。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。駐車場を利用される方は駐車券を

お忘れ無くお持ちください。
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倉敷市立自然史博物館のおしらせ
◎第28回しぜんしくらしき賞作品展

高校生以下の子どもたちの自然に関する標本や写真を展示します。

◆会期： 年 月 日（土）～ 年１月６日（水）2020 11 14 2021
◆会場：自然史博物館３階特別展示室

◆料金：通常料金（一般 円，大学生 円，高校生以下・ 歳以上は無料）150 50 65
◎第29回特別展｢岡山県のレッドデータ生物2020｣

岡山県のレッドデータ生物を標本や写真で紹介します。

◆会期： 年１月 日（土）～ 年４月４日（日）2020 16 2021
◆会場：自然史博物館３階特別展示室

◆料金：通常料金（一般 円，大学生 円，高校生以下・ 歳以上は無料）150 50 65
◆主な展示物（昆虫のみ ： 絶滅】オオウラギンヒョウモン，シータテハ，ヒョウモン）【

モドキ，ベッコウトンボ，マルエンマコガネ，ルイスハンミョウ 【絶滅危惧Ⅰ類】ウス，

イロヒョウモンモドキ，キゴシジガバチ，ヒヌマイトトンボ，ヒメヒカゲ，フサヒゲサシ

ガメ，フサヒゲルリカミキリ，マルコガタノゲンゴロウ，ヤマトマダラバッタ，ヨドシロ

ヘリハンミョウ 【絶滅危惧Ⅱ類】オオサカアオゴミムシ，オオミズスマシ，クロツバメ，

シジミ，コガタ ノゲンゴロウ，ゴマシジミ，セグロイナゴ，ダイコクコガネ，ナニワト

ンボ，ヤマトモンシデムシ 【準絶滅危惧】アオハダトンボ，アカマダラハナムグリ，オ，

オチャイロハナムグリ，オオツノハネカクシ，キバネツノトンボ，キマダラルリツバメ，

クツワムシ，ニシ キキンカメムシ，ニッポンハナダカバチ，ホソハンミョウ

◆出版物：

図録「岡山県のレッドデータ生物 」を受付にて好評販売中（郵送をご希望の方はお2020
問合せください 。 ５判， ページ， 円（税込み 。） ）B 75 924

【昆虫】◎特別展関連イベント「岡山県のレッドデータ生物2020」展示解説

◆日時： 年１月 日（日） 時 分～ 時， 時 分～ 時の間随時2021 17 10 30 12 13 30 15
◆会場：自然史博物館３階特別展示室

◆料金：通常料金（一般 円，大学生 円，高校生以下・ 歳以上は無料）150 50 65
◆申込み：当日受付

※ お問い合わせ・お申し込み先

710-0046 261 TEL 086 425-6037〒 倉敷市中央 「倉敷市立自然史博物館」 ： ）（

： （奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）Email musnat@city.kurashiki.okayama.jp

【 】会員動静

新入会員〇

No.536 寺田 剛 岡山市南区 興味ある分野＝小蛾類（特にニセマイコガ科）

No.537 広本和也 浅口市 興味ある分野＝ハナムグリ等の甲虫類

No.538 江口綾亮 総社市 興味ある分野＝ゲンゴロウ・タガメ等水生昆虫

No.539 市村檜文 岡山市北区 興味ある分野＝蛾類

住所変更〇

No.534 松本直美 玉野市 → 長野県佐久市
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【交換文献】
（2020.6.12～2020.10.29受付分）

駿河の昆虫 静岡昆虫同好会
TINEA 25(Suppliment2),25(3) 日本蛾類学会
蛾類通信 (294),(295) 〃
Nature Study 65(6)～（10） 大阪市立自然史博物館友の会
徳島県立博物館研究報告 (30) 徳島県立博物館
インセクト 71(1) とちぎ昆虫愛好会
比婆科学 (269) 比婆科学教育振興会
日本昆虫協会ニュースレター 日本昆虫協会
誘蛾燈 (241) 誘蛾会
げんせい (96) 高知昆虫研究会

以下は最近寄贈または受け入れた文献のバックナンバーです。
誘蛾燈 （昆虫学会大会記念号）(16)～(29) 誘蛾会

(43),(44),（49)～(55)
インセクタリウム1(1)～29(12) 東京動物園協会
広島虫の会会報 (2),(3) 広島虫の会
チョウチョウ 2(4) 元元社
ひらくら (61),(64) 三重昆虫同好会
COREANA (12) みちのくむしの会
アルボ (18)～(23) 鹿児島昆虫同好会
SATSUMA （創刊号）,（36)～(69) 〃
比和科学博物館研究報告(1)～(10) 比和町立科学博物館
山口の自然 (2)～(6),(11),(13),(15),(16) 山口県立山口博物館
New Insect (1)～(65) *１部欠 長野昆虫同好会
中国昆虫 (5),(6),(12),(27)～(33) 日本昆虫学会中国支部

【昆虫館受領文献等】
（2020.6.12～2020.10.29受付分）

岡山の昆虫 岡山の自然と文化39 別刷 奥島雄一著 岡山県郷土文化財団
レッドデータひろしま２００３ 広島県
しまねレッドデータブック 動物編 1997 島根県
姫路科学館収蔵資料目録タテハチョウ科(3) 姫路科学館
特別展示解説書 身近な昆虫365 横須賀市自然・人文博物館
蝶の島 沖縄探蝶紀行 三木卓著
はなあぶ 49-2 双翅目談話会
グリーンブックス７ 昆虫学ガイダンス 野村健一著 ニューサイエンス社
香川県のカミキリ 小笠原隆・高木真人・和田洋介

＜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）


