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小 野 井
☆、1スが多だから″ぽしヽに吹込んで釆て′末だ日K色 そりぞネなこ名愧よ

してくJtあ .媒充yム の線がレ`ろしヽろに無 ll冷 しヽウ,オ l冷 いながらえれ去

って額Fく o霧が好くにオし′山渉FKつ てνヽ力よりだ。

籍魚露κかり伯係線に乗り込んだ′がり躊20分 。光二ずろ階|ザ κ終ミの夕」

イであら。今日↓び欠の外∠ぢク水如のカヘ務ろ二∠にザフているのだが燿

暉堪ホして見ろZ′ 新見帝のダ67`に あつて繹鋳|オ 900z命 年,ゴ ´スによ

ってlJづ いな力`そゲ啄
｀
″ヽ統く■夕だ。今日lτ うウ7日 のワ|口 。やっZ湘薇

σゴt二 :ヾ 燿バする。教見駄へ酔幌たのバ1/βキ10冷曖,さ ゝ.ひ
ら薪りこバス4

μ行▼階ぢ
`分

と多うの|〔
・乗レた。バスの中ぐ′ヱ仏手のケや二地の方にユ

の山」てついていみいろ∠親切にオえてt/Nに ヾいた。派小Z乞 う所てt降 り質

力
^が

ょぃ。夕1冷に曖峻7で送ぃ場い。預上|び ″孝にロセリがい、ヽギ々とで́あ

ろ′階1て ク`らじ土地の物引て′分な蒸つF―
rら たへたへZる ょうに修わatた

バ′ ごatが殊にィ(主 っく,lt>ミ ンゼミ∠アプ`フゼミが瘤ざった′な|び り

″角ヂてぃる。ヤチョツや lレ リシジミがたたな鷹ぴ賛う。降
`′

て
'ヽ

ら項直ぐ

に道なZつてしヽたところいやに通がなKな って 1́ヽ でびκ尽左組んだ彿手

のようなもののLな歩くようになつて来た,そ少な凛通だ。どうち′初めか

,)六 へんグとミろであろ。や′フヒ,縁 かなヒころヘムそうなので′ぼつとし

たが。なんビそこが行、ご二ぶIIで ,2,3人 の新を切 I'ハ していた人こが′

暴薇喀ぃでたちで,あ 豊あiゃ って釆くノ`この労な不督だうづ脈′で副ζρ

て、ヽた′直ぐ:こ 工ししヽコースを示してもらって初め′ヽら褻りがおしためIJ

省うまでt/ば しヽ.ι牲へ丘へ′'な木えてもらつにのlJそ オしから後のヱとであ

る。本論 lて クロヒカゲ′ヒメプラナミジャノメが多、`.参 ツ||〔 |び ″′スア

ゲハやガすがアゲハの雄率がらら″した。イズザンシヨツトたり「に系ていろ

雌もルた。恙なスがど2ま でウ縫く./▼ ハンミョウが人な話たにしたざ
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ろのにム会つだ。μへたへ七ヤって進tボ′バ程′呻
・t童の移、ヽ事,ビ クや

ら小ゴ″ス七司ハヽ て、ヽあよりだ。ンヤクががよく練潮わ。くンιンデげシ

ベクパフκ山、ヽろ。メ臼びねオt″ が″やっZケ じlダや`J′ ホ しくばフに藤な気が

するθバ分拳ったらしい。ウブギレンブミ斗ムフサインブミ|び痛ス 1て本間

ち稚ぶ。ぃつめハてく多の:び′ゴミズグ∠イチこンジケヨウだ。7す マ|ご

fだ見
`し

θヽゴチヤバネ仏七りやキくダラじ七りがめ aぐ みしくボl)ヾ 。ウ

う́ 府間以二めなつて嫌レて来たが′めぼしいうのIJ´ raq l・鍵ρヤtぼ いュ

解た下してハ`林二、≧ヽ で欲ルだイ藤レス′λり
`力

つ`た。ボロボロのシ

ラオミジベノメが燃て来に。.きの時期}〔水わン主↓ヽら|び 太丞ギロr口 にな

つたのレか′あ口1■ がヽ 小おいoれへたへ壼:が なこよでψ続く。ぃゝ もの

lf絲 ″tが 、ヽしッリんざ
.l夕

してスに,|ズ気なとりであ`レて進む,セ 7カ ツノ

カメハンとタヤイロチヨン々りl〔 似たデシムレ七絲づに。集然わ但1下 労に

t`r4か りと大ぐづ六ボ鷹えた。黒々と人継嗽し`込tよ りが1冶嬌で口参あげ

てぃろ.バ スのヤで聞いた描い燃宅らレν`。のだヽひてえると縦|(ずっと添

く,席スが縫いてヽヽだ。多ゾハレゼミのをバがんltグよフて来た,五に慣L

に透した。丁庫正海も

`い

つたので,蜃全にした,スボ強く′郎
“

汐い｀́

ょくz゛ こででも‰らオしわように′こ でゝも負二にキアゲ′ヽバ形た。こ｀の

頑L・ lJあ え繰の道後山室ケじ|ずかり規模なノl｀ でくしたよりなもので′人が

なく′´面のガバ綿vヽ てしヽて憚導スボど気者がよい。、時l■ 液質をするよりで

あら・ ノ時遡ぎにlび 降り確ρた。本シミスブボ扁たので膚える。ケじ降ろ

Zセ ミの″がヒゲ
~7ン

に供フた。アオバ七ヒリた綱にして′ぼわ
.ウ

百丞え

らせてしヽ″ビ′孝二|■本ンチャバネセセll色 籠ので綱に＼llt亭べ′Zた ん

に恙|〔吹、ヽて来に残スに網Й巣̀崚 さlt′ 七じりほ凛たしたo下 手ちし,に う

のだbゴマダ7ンロニがソ々 7′ タイマボ
~7工

ごアイグち株って■|〔幹け

る。承がそイので藤りろのう率でだ、`.爾びミンミンゼミ、のアボ闊え触レ

た。κ殆くなったが′ノ1く術のお燿詢さ∠つくになくだってぃる。のどが渇ぃ

て来た。版冶力ヽわヤメンオイハシボた |′ がたのでオぼえた。窄)llが難K′なっ

てて'ヤ ラ・/ァ だハ̀な どがに公してくろらp1/り

'7ハ
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憫血
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そのワZ・・LE費的方無なもってtaし た、tヒ 思う。(Lbに 基あれば矛月民のなしt

房 ぞ́オtボ薯〈″だいら内寿もしれてよいが,.

二人並んでれ如行でのベズに圧あ′キリ″IJすべて通中車内で求める春

にげつてぃわ″しばあ
1く

してθ革撃ボ別 tろ ,その滅!J現在奪での薫多依

堪物擁ってぃる。ェンプンの考ι薇にやがてギ網の象な後工仏雅′ 挙́IC

道後平脅雀
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下し,水 のグい大さで 1ヽこ 重
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|)`疲
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郷分もするZ′ や

や上川政にぞ夕.事事が́ ごあらなむで′アダひψた.|オずレながらr者

さん、ス今より多敢岸にや`夕`りぶす″隼ρ勧核1■ぎリオlFの 新物、鰹4孝 隼に,

餘してθハンドlレからイt性ぜ年い縣1亀 ボンと塔乞緊なで也。それ■`あ

運転イの経歴七孝つててギlヾて也あ.々 がて締口|〔やしいかるLバスがlL

まる。%代帝七啜りのである。こうして球の

`00米

イれに逐ずろ 耳́薦リバ

すろ′くの間屍蜜らしてもの一二り月にZま らず、今ボ好期ならZ、 ユ ‖

の打本を見て想像するだけ・ 平

"|び

行広から者^渦 に紘バろφ7野の後ち蘊

衛100米 の山が取なぃて、ヽろ.ケくZ沙 口出鳥爾怖|て於て|び 雅られなレ`・

宅でィがらり恣乞五して′減のユ形|(磐なぃただ、ヽF_当 ム乞撃む■まがハ

イろ・ 久分彦で下孝.道 |すすで|(下 リズlC不つて、ヽだ。陽な背|〔数|す 、看

)llに劣って参フてイイく。常にロカン嬌夕佼七入れなボら・〈″きb″薄籍
`躇じめて。同曰
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lす経んltがヴ>ボの燿な株籐ば 、ヽた、あ各リスふ棋ろ

ので閻゛てえた、ず多Z、
1`ミ ネ′た71・ プウンん(米国)に送J、 お礼 |(本

色もらク''ど のキ゛そこで筆若も採集することにした。頂)■ 到二した頂1■

ば、ビ>の 中膊ザガンだで一杯になつてぃた。

頂Lの 単凛の中ご:`´ バッイ数が,ヤ チギ″者なにて ぃヽる。その者ψ`

らしても′かなりぃあ存であろ そ́の化′威。響いヽ甲スの頼が値が いた0

た嵐で夕のきわりな筵雛し,ケ し下|〔 あるキャ、ン7p蝙 l(砕る。南かうるつ

てグレ剛l(砕らのであろoXル祇の略i(なって、ヽろ゙ rム の化/all、椰南側ににし

て奨hMミ 黙であク.ホ リ゙メナ林の下'ち通`っ てタニ |二なる.沿 たいパふ
`
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帯にホツハ

ンミョウ多産
り参髪′雁浄じイ いヽを浮ゾバフ在

こミの貧ムlミ 本移の知ら″しがかつた

理由∠し・て券げら書″しみZだ、いび■

この髪かめヌゝて′夕敦閥ユのか地

|■ つか形のたすう旭場tボ少な小乃

ずめ多ので17感いかンてヽヽが可o

ィあヽあ曰′曰η泳ヽ
`株

焦したイロ

棒|び 7‐ べ(次お舒後半に添福系席

月紋たンわないKλr´ 鋼aJS械
Trischer で`し拝。

月ジ 欠の箸濯な塚4fげ 多熱味で

′ぐイレ
`レ

た。(碑
‐
独義従つ

講ん券瑚 盤カミキ

リムン 3薙
Rさ uほloles‖ lesヽ chr/sO‖′lrix Be‐

tesヤ くグラ″ミキリ

本雇lび 詢大そF於くもりr幣 |二務

■″で′9ケ 3′ 8.2猾 子山|■於て

ギ
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ミのだ
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本種のたすること(3,

既にllヽ 野澤六|=ぶ って象告(本終

ち|,4,Nο :6)さ
′
″tて しヽごすべ 私

略口
「 尋7颯 |′5日 ,冷京の1ヒ怖劇鬼

之歩ぃに時,挙種痛扇山山預一布

にム〈今″してヽヽろヱ∠な稚都じ

ネレ仁.押 ち慣上の平担越略夕読

表蘇御|え

`壺

ムゝ路お よびフk別 4興 |'I券卜山J%そト

にう憬駐司■血ヽヽ∠ごろで|ひ椒間←

∠してす→|ミ 句行寸ろ小彦をク数

曰撃すろミZがムスよしに。や博

り勁口の観察で|で ,,羽島山の場合

Z同 じく′てグ等れなわルしていろ様

|二・ 小種 應傘熙キ燿輩智するこ Zな く′

数間に依樺|〔誉イイずらのみでし仁.

その状態烙´鷹大■の麟颯y飾仏

レ客すが,その拳行|びズ|【依洒で

ぁゎので静澪llす ら=Zがム釆ぎず

尭新0して、ヽイいと鰤初頃ムPHq盪たく
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′9お ,両 尺ぐもの話しだが脅ベ

を油口硼日村で 1頭抹軍ごれてい

るのでア熙多してぉくら

Wにch軋 ハi7ylにulがれ恥。翻sθπ

ヤハベカミキリ

デーマ不朗の標季が准吻椰 F項

る。た綾的新しレ嘲象小らし、ヽので

象材してお∠。(承狡′私 )

春生キマダレヒカゲЬ
早期姿ム
肇渚客ば,7年4月 4曰 ′和気″

`熊山|(薇象に魚ぃにバ′くの薦鯰

鯛のを出ロゾも、ヽリベごあたIIの

参不で不″の本移 1合 な噺燎条じ,F.

合薇旭デに於ィろ春このか種の

パ櫂期|で通彰4万 ヽ句で,現磁

に家七されに檬も早ぃが2gで も

4月 19日 (}9b2年 於′総社 )

|てずぎ■ 肇弟各もその然現の澤

ヽ`の|■ |び

「

寸驚ぃざJtだヌカであ

る.挙口の状颯lτ採集働,″4Z
もか く昇呑の応があり。そ4tだ すヽ

牽殖著自4ケ異|=黙 ごられためで

あろりが,スにいくだダ駕約づ浮、ヽ

公現ゾして 考 象
`し

てお`く、。

ヽ:、 オ`1:

外う人を合する〃プトム
シ幼女 (3'

1954.3.25,自 びカヂトムン

の幼颯た0が レて見た。脅本乞|び
｀

わばらにする杉訂べて乳たバ昨年

鉤スの核した夕くの蛍の化|ご 鬼ら

れなかつだが′Fく Jく ゃがす2

r佃 のぬけがらが曇て釆に。そJ´ t

でノに策に法率が群二して■zボ珀|

つた。しかレそルtl■ t′ てり
｀
17好 ら

た30,し たらずの幼颯|び Zヽ う林つ

たのであるりいズずてゲ<Zウ lr7

嫉以二のが
“

lτ 爵劉 Fれたみ|ミ 帰

つて釆ギかってのて'あ ろうい。あ

の朽本がψl`ゃ

“

τきて`幹んタット

すろ許バ僣く裕つた為かめ多ぃ)ひ

昨年′口だず雅たレにのか子知れ

なヽ`。それ|〔 してラルうメ蔵yあ

の新本lt於 て|びるこし■れヽ ウのソ

βわ′しみ″ (ぶ絃 仏́ )

0(嘱象 ィ後ゃL.◇

ホ号に17期 せでしく磁隼にバ多

編集ぶ:|ま し摯のでそれこ獨象し

ました.
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