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51∫
晶ィξ:どこ鳳 |:墨 r5下“

中7中8■5月 T句 -7月上し湖
5i'絆

71吉lL.IilζL言:ξlり
「

Wど1博
ヲ` 3月蜘-5月中25月

51`月

察礁雌LTttT為島二年篭π之鳳雹]聰lI円
タデハ

51月

幣笙イ峰1:日鰐 書は筆墨
″れSWlELヒパシチヨウ

種″

5λ

日猪 獅 l轟 i′

しど LIN N Eヒ ガ 押 〒ハ 3月上1旬 -5月 ,6月 L旬一

5[.通

を1揚
誰tα HER6ST フカタテノヽ 」月上旬-5月 中り′Ci月 上旬-11月 中旬´

51月

鵠I臨こ奮ill勇』γJ轟〔乳 還ど
にRスミすわ

59`11亀

妊ζr奮 甚ttlズ
ιイじ

`と
ここなノ BυTLE Rコ ムラリキ 5月 下旬

~「
0月 _

6:月

1鶴′獄鶴2[畷「鵠 [菖菫理,ゴ
シダラチヨウ

F6″

“

&`α/ SAttYR IDAE ジマノメチヨウ
'科6告

.I嘱11撃13月 中Z71月 1で

「
上;1.ξ

メ向うすミJマ ノメ 4月下旬-6員中

6鼻

,If写
物
イ柘色亀宅すiliヽ顧 貞、lEY 

ウうすミジヤノメ 6鳳″JttL



VOL.4 No.62(34)
6]・

月露 峯 上ま 饉 rレ
豪 赫 M°丁れ HULSKYジ ｀ノメチョゥ

64・ L.」膨L ご■製受あ HE因 ITtSO N  Lrカ デチヨウ 6月 lI旬 -7月 L旬

8月 中旬-10月上司。庄陸地帯に,産 。

65, L,α嵐″λ BUTLER 7口 Lrカ ゲ 6月上旬-10月下旬。

Jと部上陸逆帯で稀|コ採葉出来る´

6:ぅ

月どこγl暫雫電だ電軍名まζτ蟹後地曽i讐暮
則とSキマダラヒリ4月南

6[月
単ζ胤 鶴 ξl夕

」
ケ
彦Jα FRLjHSTORTER ヒメジヤノメ

6争

旬里
。

点    1乃 蹟/1ttNづ
マ以 5月 中旬一御月

茄::1『11:」]:1111::fil】 II[襲II耗|1善
賢

|ノ :;芳 :【lこ』1,環[借作|:

1軍

`マ

7,I・:単、軍野賓Ъ庇
蒻II:itFtζ黎犠ミ

言FttLTθ色電」戦1ミ

ラ
墓lχ)払1・飾葉〃鼻続織 飢後発

敷耐遣
農:雪顧環こ鳳ξ嚇妻転票聾L甫電I,「

現在もの吉己張。公表lrよ ,1は
'チ 16種

だら翌3警」ヨ11、 争鰍実  揚まミ:ユ号驚「I

主 要 文 献

臨形出の昇虫`寸 可=方 も割1月1,7:2-4
2散附遣の盛類|こ つこ1て,操ル.5142-44
金d」静}連の注目寸べき蝶類,寸ずなし2(12):133-735

闘山嬌菫曲 目金ル̀岡山‖4勿 同好会会報彎幸噂ソノ1・

彗鐘診鶏鶴肇薫
鮨
」T罪穐ツ

ろ

亀敷附迫″蝶Eつ いてのだ汗究(― )′合ェ立イヒ2(3):3-6

雀敷称肛の蝶 |二つしヽての召F究 (二 ).奮ェ文イビ2(4り |′ -3
倉敷の蝶′_麹 ′,(1)if f― ノ7.

1,斉 71労昭

2: 広瀬 敏朗

3.

4.ノ |ヽ振 オロ彦

5,水野 弘造

6、 奥谷 71~l―

7,月、277 洋

8,

9:

外嚇 )(1951):

(1952り :

(1952):

(1946)
(1952,

(1947〕

(1949)

(1950〕 |

(1950り l



NO.6

ホ ン ミズジカル7脇

4)輌 fヒ 展ιご
・
η11二 時夕llこ つしヽ (~:木神の

蛹fヒ 時刻||「 由Lて ,J見 離it観 察したせr,ヱ 乃

|ご よ111∫大休 P、 M9-一 AIヽ15と 鼈blJ l′し、民

羽イビllll残 111開 tノ (1'大体口

'こ

'イン1114“ 化 /μ

環印|で 商Flnけ t百 が
.最

もデい|11だ:蛹 |ビ ‖寺補}

ιつ方|[t冒 少憫l外 /JN'あ るりヽ1り し‖tは (ヽ ダ.リフ

|ビ 時如|の 方は現在返ヲくのlibを 翻 1ビ させた

に夕ヽケ‖つら寸l殆んどボP.M5-51二羽イじ

し、 書問羽イZ等 一回も見てしヽなしl.

5'Irilの 運イカi本種の蛹は哺と時間初人

体中的1に伺の衛螺t,与 之り』t_ヽ の|こ 安バ腹部

を漁連 |コ 振動させることがよくある。その

振著力持1の

「
ど[11～ 5カ位であ|'1ヒ ヨウ

モじチヨウ噸め蛹で 見らllあ ご11と 同様の

運り]‐で¬員もつと長し1/係 だ。この振動をスト

プヽ7.ウ 冽 ソヽナで1頭 の蛹につし'て 只 1回討

つてみただけだか'、

その条果IJ l分 FOU I』6

回の事J合 であつた。フ刀夕〒ハ ′ヒオトシ

チヨ rり 時′蛹でもfln llた り1振動 を与える

と、lI記 タタoき夕,係 五禾
~す

が、コれらの蛹

IJヒ :Jウ ‐T_し類の輛と
「

11策 に1辰『〕通llfひ lF

常|ご決く、数之らlt ttti程 である.2れ :う

の蝙マ子は触1[た ものがそのよ の`IIt,ゝ
‐
。(_1

ると、 更|こその帳rlJ期 の長さは長くなり、

=ltは
蜻の 1種の威[喘動作だと考たら11■

はじう},1びたわ 127・ ザハ手ョゥ類 |ュ 見るoゞ

わさす額勤|二 よる警きはタデノ、子ヨウ驚+り 蝙

5(55)
に IJ存 任しない。

6)新 食準イワプサ :今度木会会ョ′とば

られた香川難のの官武
｀
頼夫

`tナ

ら今恐全吸

中フ度」5‐ lぐ で野/tの イ「フ方
・
り SIJIは欧.

bl軌 。η θlり
｀
らを力噛菱J糸喋したと′〕待F庚 りを

いをだき,旦 Z´〕虫をも10枚預ばる` |プ 送́つて

し)た だ
｀
しヽた.Llハれ仝代から群友さ丼Lる こ

とと|.■ゎrtる が、現i‐lと に記録さ11た 食

草′ _l_キ式'す ギ′シじミバサ、コデ
Lワ

リ.

シ■ り`気 等ノク1勺
|‐11‖ 爛いよ うで部Tし Lヽ 食

_9_と してこどに訛じておきたLヽ =件,知 らせ

下さつた仝ltlr厚 く待pネL申 し上けたし、.

本神´森帯とl寸 るこlt為 イバラ昇lシ
‐t｀リア

層('Sノρかれてl(1)′Dlり の|´1,Lll tt υフl■ 色/J交

西しなkとゴ'し てそ )た i″つたのウヽと冦・1〕 オ
′
[ろ が、

夜矩としプつたtノ カが~7~帝 にラく埴物″葦Fl

家■ち直ち |コ ロtは出来つヽ1■ 革様原it物 む

2 EI二 も一の31弓1涯 逢小多上 での組間ヶあ

ぁ。なお
「

の機会 |二 一吉しておくが=江J奇

。自末両沢め労尭「 日本の蟻 JIュ は本種の

な草の一′りとしてコJソノくす(_‐軟'サミリ

と域つてしヽるか
｀
、蜘暉訓口物鋤C1948)lr

よ11ば
'シジミバナ(=コ コソ /く'サ )となつ

つている。鼈4勿 |■ は暗しヽたとてよくわひら

ノ」しヽホ.一 寸あ/3bし し`詭が可る。面 。294
(広瀬義霧,

稲山にホソハンミヨウ
発敷翅力|=恭 |サ る太種 C icittυε′ι

%eciliS ttLLASの 産世としては現在

LI=るZ島占参
｀
万1ブぢ lt引

=Bざ
rd~か のたが

1954ヨ 6月 13日 、り崚格fE離′冴RdJIコ登

頂ρ際、松ふの下事の間を腹1謹 |こ
・渇ajj可 る

本種を発見妹集した。歩なりヽら可産
~す

るよ

う′額ので,新
‐
しとヽ産層ととノて~応報告可孔

――Ⅳσ。295 (ノ |ヽ 野 斉 〕



4 (36)
しつ1,4,NO.4  吉1正

百  行   課

25 2 その同婿合の

 ヽ12 繭″Jヒ IE

: 21 3月 上旬 、́

2,21 lγ
zttIIジ

ゑ“
P5 ′鯛α激 ″ノセ

“7 立薩瑠″

f′  仕陵沼翅帯

レ0イ :4/ ルち15

行   韻

v`〕 L.イ  NO、 6

げた編研究丼[誌 丁 1村 巨A 卸紹介

蛾類同を会発47

第一巻内容 (第 1号隣pl。 第二号近り|リ

⑥井上 寛 :日 本産すミシヤク晨こrエ ダ
1シ

ヤク亜牙斗|二 つし1て 〔要 文リ

0杉  繁
'F:日

本産食曜衣性コャカ・6種

⑭井上 高 |八 ■鶴長ぴ三宅目の足熾

⑥岡野磨12~郎 :El木 崖甘干の制I類 |こ のし1て

Ol」J本 議メL:エ ゾスズメ́の幼蜜と蛹

O結方正美 :日 本産打/′。cQ´ た届|こついて

のその僣最近の文献 =1蟻等

一一一一―‐年2晰 `公苺毎常百300月
―

O催 |こ「 鰐数日海会通信」 弩数回口[師

入会打申込は

東京都大田区入新汁4-lj2
転彗□座東京 150268香  陸フK駐

⊂ 〕 >
i_■崎傷三先生 : 所0益  )声は「 寸寸おし|

ぞF置雪I属帽辱[fI:FFIIIよt
てt｀ ろいる有Fil'Il記 講あり面日(算見政ヒノ

芸 Lン た。́限急き
｀
右御 Tし まで

,

)■詩踊三  六月十八日 3

会目庄所変更
`;rt食

rミ fミニミン貧ご ミ́ ヘ ィ:ミ,

蘊集.驀
しととしヽゃなものが降り赫き、lfI角 の日躍

日もなずきずするllaを〕ヽりヽたて家にとじこ

められると云のた始太.適当|二 切目をつtl

てtrlが
ljる ことが'肝

要.日新しc)記録をぅ

んと御報告曇t)去 寸。

正

その機同好会の

離 |二薔 .J[.|:i

J月 下旬
´ヽ

ふ″

"`θ

/ヽ2屁メ

β%属ん潤

ρ́,,7αιι化′,7為
住陵港の

工T書洛電帯

27

日

2,

30

3チ

32

訂 正

正

16θじ″凸

14刻以シ
ァ
ι

31 普通

5月 Fyご丁RI白

20本転は

01こズ

`′

γこれ

´

吻

普通種

M進 好重丁RIЁ S

本舞は ,

15t 近 の鶴 形 山 公 園

戦後ιどく荒llて t,た 鶴形山公園も最江

はゴつと+が入″lら lrLて ,或地目はすのうヽ

りきψt(_ヽ |ュなり見変つてしまのた。東町か

ら山百まで色動申通路りヽつ ぃたので人々は

タクヽ一で栞Lげる有様で人数 もりヽほリノミ`

たたようだ
｀
。ソ`ッジが沢LL植 えら,1て花鯛

ぼはアゲハチヨウ類がヲく叱太寸あよう12

なつた″連路のついをあなりは
'ス

河わメリ

足をぢヽみ込まなかつたと、■ろで、人手が入

zと中が4レ くヽなるのひ:漁 席こあ乃_が 、こヽ

でも又力iし t｀虫オ.発
見出来るかもわならな

し`.`｀ く吉つた調子で凡てがためぱなつて

しまつたl19け では蠣C).又 菓寺″方はまだ

また相変らずの状態で虫達の楽天地.蔓 と

もなれば畷休みの宙題と云つ重荷を背買つ

た子供違をも混たて、ノ|、 さな虫屋違なつ し

めき各 うコとた'ろ
う。 (編 集 部リ



すずきは第4‐器第9号 吻∫慇躍響∫言鞣
鯉 鍵 舞

倉魃
.岡

‖1越醸 翻 鞭 耐 鞭

密 虫‐辞 断 気 索 内

傘
.灘

昆 ム 同 好 會


