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２０１４年
午後２：００～
２０１４年３月１６日（日）
１６日（日）
午後２：００～３：３０
於：立川市
立川市子ども未来センター
子ども未来センター 201・
201・202
202 会議室（２階）

【年次総会】

『総会の進行』
総会の進行』
＊ 司会：大野和美
司会：大野和美 、議長：田中和夫（
、議長：田中和夫（議場で決定
田中和夫（議場で決定）
議場で決定）、書記：渡辺 隆
＊「総会は正会員の過半数の出席で成立する。委任状も出席とみなす。総会の議案は
幹事会で作成し、出席者の過半数の賛成で決議する。」（会則、第２５条）
＊ 会員総数 156
156 名、総会出席者数 43 名、委任状受理者数
名、委任状受理者数 53 名、合計 96 名となり、
過半数 79 名を上回り総会は成立。
名を上回り総会は成立。（出席者は開会時の人数です）

１）松田代表挨拶
２）議長指名・総会成立宣言
３）議事 ：１）2013 年度活動報告
行事報告、
行事報告、

会誌発行報告

IT 関係報告、

会計報告、
会計報告、

監査報告

２）一括審議事項
２）一括審議事項
第１号議案 2014 年度活動計画案
年度活動計画案
行事計画案、
行事計画案、

会誌発行計画案

IT 関係計画案、
関係計画案、

会計予算案

３）個別審議事項
第２号議案 「多摩虫」投稿規程改
「多摩虫」投稿規程改定案
第３号議案

機関誌の保管・保存等
機関誌の保管・保存等に関する規程新設案

第４号議案

会員専用ＨＰ会員紹介欄のリニューアル案

第５号議案

表彰制度新設案

第６号議案

例会時間変更案

４）2013
４）2013 年度新入会員紹介
５）その他、連絡事項
）その他、連絡事項

【記念講演会
【記念講演会】
同上場所にて
午後３：４５～４：４５
稲岡 茂 氏
「パルナシウスの話（解らないから面白い）」

【懇親会】

総会終了後、下記にて懇親会を行います。

午後５
午後５：００～７
０～７：３０

場所 ： 無門庵 新館 （東京都立川市錦町 1-2424-26

Tel. 042042-529529-2323 ）

会費 ： 一人＠６０００円、（高校生以下は無料と致します）

【多摩虫６
多摩虫６２号発行】

総会に出席の皆さんには会場で配布し、参加できない方へは郵送致し
総会に出席の皆さんには会場で配布し、参加できない方へは郵送致します。
郵送致します。

【以降の例会予定】
午後７
以降の例会予定】
午後７：００～９
０～９：００、
４月１５日（
日（火
（第３火
３火曜日
曜日、吉祥寺、武蔵野公会堂
４月１５
日（
火）（第
３火
曜日
、吉祥寺、武蔵野公会堂 第１・
第１・第２合同会議室）
第２合同会議室）
講演：
講演：小柴清之氏「
小柴清之氏「ペットボトル利用飼育容器他」
ペットボトル利用飼育容器他」
松井弘氏「
自作飼育ツールの話」
松井弘氏
「自作飼育ツールの話
」
５月２０日（
５月２０日（火
日（火）（第３火
（第３火曜日
３火曜日、吉祥寺、武蔵野公会堂
曜日、吉祥寺、武蔵野公会堂 第１・第２合同会議室）
第２合同会議室）
講演：
講演：日野隆氏
日野隆氏「北米極北地域の蝶」
北米極北地域の蝶」
橋本定雄氏「
年富士山のアサギマダラについて」
橋本定雄氏
「2013 年富士山のアサギマダラについて
」
６月１７日（
６月１７日（火
日（火）（第３火
（第３火曜日
３火曜日、吉祥寺、武蔵野公会堂
曜日、吉祥寺、武蔵野公会堂 第１・
第１・第２合同会議室）
第２合同会議室）
講演：
講演：大野和美氏
大野和美氏「キルギス・アライ山脈の蝶類」
キルギス・アライ山脈の蝶類」
齋藤太増光氏
太増光氏「
ベトナムに
を追って」
齋藤
太増光氏
「南ベトナム
に蝶を追って
」

【連絡事項】
１．『第９回高尾山の蕎麦と昆虫観察を楽しむ会
９回高尾山の蕎麦と昆虫観察を楽しむ会』
日時：２０１４年４月５日（土）雨天の場合は６日（日）
６日も雨天の場合は中止（参加希望者にメールで連絡）
定員：なし
集合場所と時間：高尾山ケーブル下駅前
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。
仏舎利近辺にライトトラップ、糖蜜トラップ設置 １８：００～１８：３０
観察会 １８：３０～２０：３０
ライトトラップ撤収 ２０：３０～２１：００
解散下山：各自１号路を徒歩で下山（３０分程度）
なお、集合時間に間に合わない方は、直接観察場所においで下さい。

１） 春のキリガのシーズンが始まり、エゾヨツメなど春のヤママユの飛来も期待されます
子供さんから成人まで会員以外も参加を歓迎します。
２） 子供さんから成人まで会員以外も参加を歓迎します
。
３） 高尾山からの下山（１号路、３０分程度）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。
４） 懐中電灯必携です。春が浅いので防寒着が必用です。
５） 申し込み締め切り４月２日（水）。
６） 申し込み先：斎藤秀昭（harunoc@gmail.com
申し込み先：斎藤秀昭（harunoc@gmail.com）メールのみ受付。
harunoc@gmail.com）メールのみ受付。
７） 参加費：１００円／１名（ライトトラップ代）
８） 会では保険をかけませんので、必用な方は各自でおかけ下さい。
９） 交通費、食事代：各自負担。終了後の懇親会も予定しています。
（担当 斎藤秀昭、中村 清）

２．「住所の
住所の変更」
変更」
川邊 透（カワベ トオル）
トオル）：E-Mail: tkawabe@kcn.ne.jp
住所：〒630
630--0213 奈良県生駒市東生駒 1-461
461--14 (新)
住所：〒
630
長谷 純（ハセ ジュン）
：E-Mail: hase@jp.hhジュン）
hase@jp.hh-express.com
express.com
住所：〒565
565--0851 大阪府吹田市千里山西 4-14住所：〒
565
14-15 (新)

３．「２０１４年度の会費」
２０１４年度の会費」
多摩虫の会計年度は、
多摩虫の会計年度は、３月より２０１４
３月より２０１４年度となります。
２０１４
２０１４年度の会費を未納入の方は、急ぎ
年度の会費を未納入の方は、急ぎ納入してくださるよう
未納入の方は、急ぎ納入してくださるよう、
納入してくださるよう、お願いします。
昨年の総会で承認されましたように、２０１４年度より女性会員も４０００円となり、高校生
以下は１０００円となります。
・会費

一般会員：４，０００円、 高校生以下：１，
高校生以下：１，０００円

・送金先

ゆうちょ振替口座：００１８０－０－６７７１３ グループ多摩虫

ゆうちょ銀行口座をお持ちの方は、口座間送金が送料がかからず便利です。
ゆうちょ銀行口座をお持ちの方は、口座間送金が送料がかからず便利です。
会計業務の効率化及び間違いをなくすため、納入はできるだけゆうちょ振替口座にお願いします。
（会計幹事：
会計幹事：日野
幹事：日野 隆）
【２月例会 概要】
２月１８日
２月１８日は講演２件、日野隆会員の「ニュージーランドの蝶」と北川朝生会員の「サハリンを訪れ
１８日は講演２件、日野隆会員の「ニュージーランドの蝶」と北川朝生会員の「サハリンを訪れ
て」でした。寒い中また立川の会場でしたが 37 名の参加があり、会場のアイムはほぼ満席でした。
日野さんの講演は綺麗なＮＺの棲息環境・生態写真を見ながら２００８年から２０１３年の４回に亘
日野さんの講演は綺麗なＮＺの棲息環境・生態写真を見ながら２００８年から２０１３年の４回に亘
る採集行の集大成でした。１７種の土着種の♂♀裏表の標本写真には特産種のＮＺアカタテハ、ジャノ
メ６種、シジミチョウ５種を含み、夫々の種の地理的分布図は綺麗に整理されていました。
ＮＺにはアゲハとセセリが棲息していないと言うのも驚きでした。特産種の中では４種のベニシジミ、
３種のウラギンベニジャノメ、珍品のモリジャノメ等特異な特産種が興味を引きます。
北川さんの講演は昨年８月上旬のサハリン初採集行の記録でした。
当初モネロン島へ行く予定が突如ロシヤ政府高官の旅行でキャンセルされ、８日の予定を４泊５日に
短縮。ユジノサハリンスク周辺の採集に切り替え、主としてべニヒカゲとゴマシジミの大きな成果が
短縮。ユジノサハリンスク周辺の採集に切り替え、主としてべニヒカゲとゴマシジミの大きな成果が報
ジノサハリンスク周辺の採集に切り替え、主としてべニヒカゲとゴマシジミの大きな成果が報
告されました。採集地はグーグルマップを使い何処で採集したかが極めて詳細にわかり「居ながらにし
てサハリン」が楽しめました。場所を当てると豊産する当地のベニヒカゲの♀裏面は１００％白帯型だ
そうですが、モネロン島では白帯型の割合が減り利尻・礼文に近いそうです。サハリンでは比較的珍し
いジャノメチョウも採集できたと報告
いジャノメチョウも採集できたと報告がありました。朝日さんも出席だったので、後の飲み会では大い
報告がありました。朝日さんも出席だったので、後の飲み会では大い
に話が盛り上がったことでしょう。
日野さん、北川さん、ありがとうございました。
日野さん、北川さん、ありがとうございました。

（企画幹事：久保田瑛子）
企画幹事：久保田瑛子）

無門庵 新館

〒190190-0022 立川市錦町１
立川市錦町１丁目２４
丁目２４番
２４番２６号
２６号
TEL.042TEL.042-529529-2323

2014.02.18

２月例会
日野隆会員

北川朝生会員

「ニュージーランドの蝶」

「サハリンを訪れて」

