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グループ多摩虫

グループ多摩虫の皆様
ウスバシロチョウや黒色アゲハチョウが飛び交う新緑の季節となりました。
もう少しすれば、ウラゴマダラシジミなどのゼフィルス達も飛び出す事でしょう。
ここ２・３日、街中では毎日の様に真っ白なアカボシゴマダラを見かけます。
都内でも完全な普通種となってしまい、分布の拡大は止まらない様です。
【５月例会】
日時：平成２３年５月１７日（火） 午後７：００～９：００
場所：武蔵野公会堂
講演：松井弘 氏

第３会議室（３階）

「飼育の楽しみは３次元」

【６月例会】
日時：平成２３年６月２１日（火） 午後７：００～９：００
場所：武蔵野公会堂

第３会議室（３階）

内容：「一人一話」
【今後の例会予定】
７月１２日（火） （第２火曜日）

８月１６日（火）

（第３火曜日）

９月１３日（火） （第２火曜日）

１０月１８日（火）

（第３火曜日）

【連絡事項】
１．「仁平さんの慰労会」
５月１４日、浅草「まつり湯」にて会員１０名が参加して慰労会が行われました。
なお、記念品参加者は２４名でした。ありがとうございました。
２．「高尾山：蕎麦と昆虫観察を楽しむ会」
６月４日（土）に日影沢・木下沢の探索と高尾山上でのライトトラップ観察を行います。
詳細は添付資料を参照して下さい、なお雨天の場合は１１日（土）に延期します。
参加希望者は、５月２８日までに斎藤秀昭さん harunoc@gmail.com まで申し込んで下さい。
３．「新着交換会誌」
埼玉昆虫談話会 ：
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5 月 17 日の例会で回覧します。
以上

（田中和夫）
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１） 小檜山賢二さん 「象虫を題材にしたマイクロフォトコラージュのお話」
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高尾山：蕎麦と昆虫観察を楽しむ会（昼の部、夜の部）
主催：グループ多摩虫 （担当 斎藤秀昭、中村 清）
日時：２０１１年６月４日（土）雨天の場合は１１日（土）
１１日も雨天の場合は中止
昼の部
集合場所と時間：裏高尾町日陰バス停前 １０：００
予定：自己紹介後日影沢の探索（徒歩）１０：００〜１２：００
昼食（各自持参する） １２：００〜１３：００
木下沢の探索（徒歩） １３：００〜１６：００
バスで高尾山口に移動、蕎麦屋で夕食１６：３０〜１７：３０
夜の部に参加しない方は解散
夜の部
集合場所と時間：高尾山ケーブル下駅前 １６：３０
予定：自己紹介後、蕎麦屋で夕食 １６：３０〜１７：３０
ケーブルで上駅へ。蕎麦屋の予約をトライしますが出来なさそうです。
仏舎利近辺にライトトラップ設置 １８：００〜１８：３０
観察会 １８：３０〜２１：００
ライトトラップ撤収 ２１：００〜２１：３０
解散下山： 各自１号路を徒歩で下山
備考：
１）子供さんから成人まで会員以外も参加を歓迎します。
２）高尾山からの下山（１号路、１時間弱）を含め、徒歩がかなりの距
離になりますので、子供さんは１０歳以上に限らせて頂きます。小
学生は保護者同伴でお願い致します。
３）希望する方には昆虫の名前や標本の作り方の説明をします。
４）申し込み締め切り５月２８日（土）。昼夜各先着２０名まで。
５）申し込み先：斎藤秀昭（harunoc@gmail.com）メールのみ受付。
６）参加費：無料。交通費、食事代：各自負担。

