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倉敷昆虫同好会No. 98

ＫＵＲＡＫＯＮ
連 絡 紙2022.7.21

★ ～ 年度幹事の改選結果及び新幹事紹介★2022 2024
去る 月 日（土 、旧幹事により開票を行い、得票ににより幹事候補 名を決定し、4 23 13）

各候補に確認をした結果、全員の承諾を得ました。若い人に幹事になっていただくことと

周年記念事業のこともあり、いつもより２名増でお願いすることになりました。70
月 日（土）に第一回幹事会を開催し、会務の役割分担、本年度の活動計画等を協議6 4

しました。 （ ）会員数 ；投票者数 （無効１ ；有効投票総数 票107 27 232）

住 所 興味・関心 担当氏 名

※岡野 貴司 倉敷市 蝶･蛾 例会、広報・HP、記念

※岡本 忠 総社市 甲虫 会計、名簿管理、記念

奥島 雄一 倉敷市 甲虫 博物館・同友の会との連携

※小橋理絵子 倉敷市 昆虫全般 広報・HP

※澤田 愛子 岡山市北区 昆虫全般 図書・文献

寺田 剛 岡山市南区 小蛾類 昆虫館への協力

中村具見 総社市 鱗翅目 昆虫館への協力・記念

水井 颯麻 和気町 水生昆虫 昆虫館協力、調査会、記念

三宅 誠治 岡山市南区 蝶･蛾 調査会・懇親会

守安 敦 倉敷市 トンボ 「KURAKON」編集

安田 剛長 倉敷市 広報・HP甲虫･トンボ・蝉･カメ

ムシ

山地 治 岡山市北区 甲虫･半翅目 昆虫館への協力

渡辺 和夫 総社市 蝶･蛾･甲虫 「すずむし」編集

※＝事務局担当（昆虫館職員） 記念＝ 周年記念事業（ 年度のみ）70 2022

倉敷昆虫同好会７０周年記念行事
―真備町・船穂町昆虫調査の実施報告と次回の案内―

〈実施報告〉

月 日（土）4 16
全日：真備町岡田 妙見池～山谷池周辺

参加者 名（岡本、守安、三宅、岡野）4



- 545 -

月 日（土）5 7
午前：真備町市場 新池～馬入山方面 午後：真備町妹 槇が峠～穴門山神社方面

参加者 名（岡本、三宅、水井、市村父子、岡野）6
月 日（土）5 28

午後：真備町市場 真備美しい森の周辺

参加者 名（岡本、山地、守安、水井、岡野）5
灯火採集：真備町市場 真備美しい森のバンガロー泊

参加者 名（泊：岡本、市村父子、水井、岡野8
泊なし：三宅、守安、寺田）

月 日（土）7 2
午前：船穂町 愛宕山公園～船穂ワイナリー周辺

参加者 名（寺田、水井、松山、岡野）4
〈次回の案内〉

月 日（土）～ 日（日）7 30 31
午後：真備町市場 真備美しい森周辺（ マービーふれあいセンター集合）13:00
灯火採集：真備美しい森 点灯予定（バンガロー泊：定員６名＋ ）19:30 α

※片方だけの参加でもかまいません。また灯火採集で宿泊はせずに途中までの参

加も歓迎です。灯火採集だけの方は、直接真備美しい森へお願いします。

参加希望者は 月 日までに倉昆事務局へご連絡ください。7 24
e-mail kurakon@shigei.or.jp TEL 086-422-8207

なお、これ以降の調査を次のように計画しています。多数のご参加をお持ちしています。

一泊調査会を兼ねる（以下に案内）8/27 8/28（土）～ （日）

マービーふれあいセンター集合（昼のみ）9/3 8:30（土）

マービーふれあいセンター集合（昼の調査と夜の灯火採集）10/1 13:00（土）

倉敷昆虫同好会 2022年夏の例会案内

〈日 時〉

12時30分より入室可）2022年8月21日（日） 13:00～17:00（

〈会 場〉

＜下記地図参照＞ （倉敷市羽島666-1 TEL 086-434-9039）「はぁもにぃ倉敷」

人数制限：現時点の人数制限の上限は40名ですが、コロナ禍の状況によってはさらに制限が

行われるかもしれません。その場合は参加申し込み順で打ち切らせていただくことをご了承く

ださい。

〈プログラム〉

１ 講演会（質疑応答を含めて50分）

野嶋宏一氏（株式会社 ウエスコ 環境計画事業部）講師：

演題 「環境アセスメントについて」
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２ 倉昆70周年記念事業－真備町・船穂町の昆虫調査実施報告（10分）

３ 各グループに分かれての情報交換（50分）

テーマ 真備町・船穂町の昆虫調査の標本チェック、各自が持参した標本自慢、情報交換…

グループ 甲虫、鱗翅類、トンボ、その他

・会場の一角に展示物コーナーを設けます。各自、ご自慢の標本や写真等を展示してくだ

さい。

・同時に展示します真備町、船穂町の昆虫の同定にご協力ください。

・終了後、各グループに簡単に発表していただきます。

・ただし、コロナ禍の状況によっては密を避けるために、このプログラムを中止せざるを

得ない場合もあります。

～休 憩～

４ 話題提供（120分）

・年度末のスライド発表よりも気楽な発表会

にしたいと考えています 。

（例）今取り組んでいることの中間発表

今後取り組んでいきたいテーマ

虫活動に関するアイデアや秘話

・発表の方法はスライド、紙資料配布、

口頭説明などとし、発表者にお任せ

します。

・時間は１人15～20分を目安としますが、発

表者の人数によって変動する場合もありま

す。

・事前に発表者を募って調整しますが、時間

に余裕があれば飛び入りもOKです。

〈参加申し込み〉

8月14日（日）までに同好会事務局へメールか電話で申し込んでください。

発表を希望される方は、その題目と発表方法もお知らせください。

e-mail kurakon@shigei.or.jp TEL 086-422-8207

〈注意事項〉

各自の平熱を1℃・参加者は でお願いします。また、事前の自宅での検温により、マスク着用

は参加をご遠慮ください以上超えた場合

・終了後の集合写真はコロナ禍の状況を見て判断いたします。その後の懇親会は今回も行いま

せん。
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倉敷昆虫館・重井薬用植物園共催行事の案内
○秋の！虫をつかまえてみるかい！

2022 9 23 10:00 12:00日時： 年 月 日（金・祝日） ～

：重井薬用植物園（倉敷市浅原 ）場所 20
： 名（付き添い他来園者すべて含む）※参加費無料参加定員 50
：8月23日（火）午前０時～9月22日（木）申し込み

植物園ホームページの でお申し込みください。申込みフォーム

※メール・ＦＡＸ・電話での受付はしませんので，ご注意ください。

倉昆一泊調査会（2022）案内
コロナ禍でここ二年は中止になりましたが、倉敷昆虫同好会では調査と懇親を目的

に一泊調査会を行って来ました。今年は、同好会 周年行事として現在行っている倉70
敷市真備町・船穂町の調査の一環として下記の要領で開催致します。参加希望者は、

下記の申込先にお知らせ下さい。

倉敷市真備町調査対象地域

令和 年 月 ～ 日（土、日）日 程 4 8 27 28
。※日中の調査は、午後１時にマービーふれあいセンター駐車場に集合して下さい

簡単な打合せの後に調査場所に移動します。夜間のみの参加も可能です。

※宿泊者は、夕食とミーティングを午後７時に予定していますので、真備美

しい森ビジターセンターにお集まり下さい。悪天候でなければ夜間に燈火

採集を行います。(灯火採集は，午後 時 分ごろから駐車場周辺で行う7 30
予定です ）。

倉敷市真備町市場 真備美しい森宿泊場所 1647
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=3934

一人 円程度（素泊まり）宿泊料 2,500
※宿泊はバンガローまたはビジターセンターで、寝具を持参しない場合はレ

ンタルも可能です。食事の提供が無いため、持込か自炊となります。詳し

くは上記のホームページをご確認下さい。定員（ 人）に達するまでは宿16
泊を受け付けますが、一応の目安として 月 日を締め切りといたします。8 15

miya@tamano.or.jp 090-7502-8468申込先 三宅：

a.atrata4@gmail.com水井：

申込み内容 お名前，緊急連絡先（携帯があれば携帯 ，日中調査参加※ は， ）

。かどうか，宿泊かどうか，何時に来られる予定か 以上ご連絡ください
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：マスク着用、帽子・長そで・長ズボン・履き物はスニーカーなど、服 装

肌の露出する履き物は厳禁。

：捕虫網（編み部分が長めのもの 、飲料水、昆虫を持ち帰りたい方は採集持ち物 ）

用具（虫かご、三角紙など 、雨具、救急用品等。）

※アクセス、注意事項等は倉敷昆虫館、重井薬用植物園のホームページをご覧

ください （ 月 日以降に掲載）。 8 7
※ボランティア募集

参加者は保護者同伴の子どもたちが中心です、多くの家族に対応するための

お世話役として、会員の方のご協力をお願いします。

（ご協力頂ける方は、申込期限までに倉敷昆虫館へご連絡ください）

倉敷市立自然史博物館のお知らせ
※講師は，ほとんどが倉敷昆虫同好会会員です。◎自然の標本なんでも相談会

夏休みの自由研究や日ごろ採集した標本の名前を調べるお手伝いのほか、標本に関す

るさまざまな疑問にお答えします 【標本を事前にお預かりして、後で返却する】方法で。

実施します。ご希望の方は当日に限り返却時に講師と直接お話しすることが可能です。

：2022年８月６日(土曜日)～14日(日曜日)11時の開館時間中に自然史博物館受標本受付

付へ標本をご持参ください。

：2022年８月14日(日曜日)14時～16時に自然史博物館受付でお受け取りくださ標本返却

い。後日受け取りも可能です。

：秋山美文（甲虫 、山地治（甲虫 、加藤学（ハチ）講師と分野（昆虫のみ） ） ）

水元誠（ハエ・アブ 、高橋元（バッタ 、岡野貴司（チョウ・ガ）） ）

守安敦（トンボ 、奥島雄一（甲虫ほか））

備考：生体など生ものはお預かりできません。標本には、採集場所・採集日・採集者な

どを記入したラベルを付けておいてください。

お問い合わせ：倉敷市立自然史博物館 TEL 086-425-6037 FAX 086-425-6038

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

【新刊紹介 「怪虫ざんまい 今日も昆虫学者は挙動不審」】

小松貴著，新潮社
コロナ禍の時代にふさわしい読み物だと思う。遠方に採集に出かけられないもどかし

さを近所での怪虫探索に打ち込むことで乗り切ろうとしている。生き物を扱う者として

共感するところが多い。ぼくを含めてふつうの人は思ったことをこんなにずけずけと言

ったり書いたりしないので，代弁してくれているようで気持ちいい。小松さんの一番の

持ち味だ。しかし，小松さんが興味を持つ昆虫は，どれも一般の人が聞いたこともない
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ような虫ばかり。岡山にゆかりのある昆虫では，最近話題になったアオヘリアオゴミム

，シが登場する。倉昆会員ならうれしいが，こんな本を出して，新潮社，大丈夫？じつは

これをぼくに届けてくれた竹中宏君は金光学園高校生物部の

２年後輩である。当時は，ぼくなんかよりも昆虫に詳しく

て，でも文系に進んでもったいないなと思っていた。卒業し

て3０年以上経って 「念願の昆虫の本を出しました」と届け，

てくれたのが，小松さんの前著「昆虫学者はやめられない」

だった。そう，昆虫少年だった彼は編集者として昆虫の本を

出版する人になっていた。そして，今回は小松さんとのタッ

グ第２作。虫好きがこんなところでも活躍しているのはうれ

しい。

ついでと言うにはもったいないが，小松さんのヒメドロ採

集同行取材記「昆虫学者界の「怪人 ，その尋常ならざる執念」

昆虫記者のなるほど探訪」も楽しいので，URLを紹介してお

く。

https://www.jiji.com/sp/v4?id=konchu_00078_202205030001

（奥島雄一 倉敷市立自然史博物館）

【 】倉敷昆虫館所蔵文献の紹介
事務局（倉敷昆虫館研究室）には各地の昆虫同好会、博物館などからの多くの文献等が

揃っており、希望の文献等を探して自由に閲覧できるようガラス戸棚に収納して会員の利

用に資しています。

また、会員には貸し出しも行っておりますので大いにご利用いただければと思います。

(特別な場合には会員外にも貸し出しをしています)

そこで、現在所蔵している文献を 誌上で数回にわたり紹介しますので、参KURAKON
考にしてください。

なお、紛失して欠号になっているものについては、現在も発刊されているもので可能な

ものについては取り寄せていくつもりです。

（その１）昆虫同好会・博物館友の会等の会報
会誌名 発行同好会 巻(号) 欠号 備考・友の会等

発行年
すずむし 倉敷昆虫同好会 (1) ～(157) - (135)まで

1951-2022 webで公開
みちしるべ 岡山昆虫談話会 (1) ～(58) -

1984-2022
しぜんしくらしき 倉敷市立自然史博物館 (1) ～(121) -

友の会 1992-2022
広島虫の会会報 広島虫の会 (1) ～(60) (1)･(4)-(6)･

1962-2021 (10)-(12 ・）
(50)･(51)

山口のむし 山口むしの会 (6)～(21) -
2007-2022
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へりぐろ 瀬戸内むしの会（香 (12) ～(43) （19)
川） 1991-2022

げんせい 高知昆虫研究会 (1) ～(97) (3)～(16)・
1952-2021 (18)・(25)

いよにす 愛蝶会（愛媛） (1) ～ (38) -
1985－2022

ゆらぎあ 鳥取昆虫同好会 (1) ～(39) -
1979-2021

すかしば 山陰むしの会(島根) (1) ～(69) -
1974-2021

筑紫の昆虫 筑紫昆虫同好会(福岡) 5(1/2)～17(1)1 7(1)･15(2)
960-1977終刊

私たちの自然史 北九州自然史友の会 (1) ～（114) (92)～(98)
(福岡) 1979-2021

KORASANA 久留米昆蟲同好會 1(1/2)～(通97) １(1/2)･2(全)、
(福岡) 1961 - 2021 3(1)･11(2・3）

佐賀の昆虫 佐賀昆虫同好会 (1) ～(56) (28)-(48)
1973-2021

SATSUMA 鹿児島昆虫同好会 (1) ～(111) ２（1）-12(1)
1952-1994

(1)～14)てんとうむし 姫路昆虫同好会(兵庫) (11)～(14) ※2008年より

1997-2001終刊 Webで公開NPO法人

こどもとむしの会へ

きべりはむし 兵庫昆虫同好会 8(1)～31(1/2) (1)～(45)
1984-2004 Webで公開

Nature Study 大阪市立自然史博物館 26 ～ 68巻 -
友の会 1980-2022

ひらくら 三重昆虫談話会 (69) ～(373)
1971- 1995

とっくりばち 石川むしの会 (76) ～(89) -
2008-2021

AMICA 富山県昆虫同好会 11(1)～(39) -
1967-2013

誘蛾燈 誘蛾会(新潟) (16)～(247) -
1967-2022

まつむし 松本むしの会(長野） (85) ～(90) -
1994-2020

駿河の昆虫 静岡昆虫同好会 (85) ～(288) -
1974-2022

ニュースレター 日本昆虫協会(東京) (1) ～(80) (57)～(74)
1991-2021

MUSHI MEZURU 鈴木 裕（神奈川) (35)～(52) -
2011-2021

インセクト 昆虫愛好会(栃木) （7) ～(72)
1972-2021

京浜昆虫同好会(東京) （12)､(16)～INSECTS MAGAZINE
(74)1952 -1969

【会 員 動 静】
○新入会 水元奈都美 岡山市北区 興味分野 ハチ目（特にアリ科）No.542 ：

松山 尚樹 広島県福山市 〃 蛾類No.543 ：
鳥羽 健太 倉敷市真備町 〃 糞虫No.544 ：
鎌田 広思 岡山市南区 〃 いわゆる害虫No.545 ：
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【交 換 文 献】
（2022.4.1～2022.7.8受付分）

比婆科学 (274) 比婆科学振興会
誘蛾燈 (247)､(248) 誘蛾会
蛾類通信 (301) 日本蛾類学会
Nature Study 68(3）～68(6) 大阪市立自然史博物館友の会
Mushi Mezuru (52) 鈴木 裕
駿河の昆虫 (277),(278) 静岡昆虫同好会
ちゃっきりむし(211),(212) 〃
大阪市立自然史博物館研究報告(75) 大阪市立自然史博物館
大阪市立自然史博物館収蔵資料目録 52集 〃
自然史研究 4(5) 〃
山口のむし (21) 山口むしの会
ちょうしゅう便り (41),(42) 〃
横須賀市博物館資料集 (46) 横須賀市立自然・人文博物館
横須賀市博物館研究報告 自然科学 (68) 〃
ホシザキグリーン財団研究報告(24) 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(26)(27)(28) 〃
広島虫の会会報 (60) 広島虫の会
すかしば (69) 山陰むしの会
いずも虫だより (123) 〃
日本昆虫協会ニュースレター (81) 日本昆虫協会
みちしるべ(58) 岡山昆虫談話会
いよにす(38) 愛蝶会

【寄贈図書 （著者よりの寄贈）】
岡山県産動物の観察記録集（淡水底生動物編） 江木寿男著

（単位円）【202１年度決算報告】
収入の部 支出の部

2021年度 2020年度 2021年度 2020年度
繰越金 印刷代（すずむし200

132,400 152,482 部）※２ 187,880 390,720
会費（77人分）※１ 送料（すずむし、KURA

154,000 192,000 KON） 29,938 30,116
すずむし分譲（10部） 振込通知料（郵貯銀

20,000 18,110 行） 4,950 5,500
広告料（創和会より） 事務費（封筒、宛名シ

50,000 50,000 ール） 3,172 3,850
特別会計より補填 0 150,000 雑費※3 0 0

収入計 356,400 562,592 支出計 225,940 430,186
収入総額 支出総額 差引残額
356,400円 － 225.940円 ＝ 130,460円（次年度へ繰越）

※１：複数年度分納入を含む ※２：KURAKONの印刷は創和会のご厚意 ※3：例会会場使用料12,500円は特別会計より

〔切手会計〕
残受け入れ 使 用

昨年度よりの繰越 10円切手 3枚 不使用 10円切手 3枚
PDF抽出料１件200円 50円切手4枚 50円切手 4枚

特別会計 2022年3月31日現在 400,3230円

＜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）


