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暑さが和らぎ過ごし易い気候になり、南からの迷蝶の季節になりました。
さが和らぎ過ごし易い気候になり、南からの迷蝶の季節になりました。クロマダラソテツシ
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３年振りの発生が見られるかも知れません。私も、東京都の臨海部を中心にソテ
発生が見られるかも知れません。私も、東京都の臨海部を中心にソテ
ツの調査をしていますが、まだ食痕は見つかりません。昨年、東京や神奈川で
昨年、東京や神奈川で発生
発生の
ツの調査をしていますが、まだ食痕は見つかりません。
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発生
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カバマダラは、今年は
カバマダラは、今年は未だ
、今年は未だ話を
未だ話を聞きません
話を聞きません。
聞きません。これからは
これからは身近な蝶
身近な蝶に注意したいですね。
（田中和夫）

【９月例会】
日時：平成２６
（第３火
３火曜日
曜日）
日時：平成２
６年９月１６日（火）（第
３火
曜日
） 午後６
午後６：３０～８
０～８：３０
場所：立川、立川市女性総合センター
立川、立川市女性総合センター５
階第３
場所：
立川、立川市女性総合センター
５階第
３学習室
内容：講演
内容：講演 中谷貴壽氏「ＤＮＡで探る高山蝶のルーツ」
早坂弘次氏「動画で楽しむフレンチギアナ採集記」

第１部は、中谷貴壽氏の講演「DNA
第１部は、中谷貴壽氏の講演「DNA で探る高山蝶のルーツ」です。
本州産高山蝶９種と、北海道産ダイセツタカネヒカゲを加えた１０種について、大陸産個体群
との関連から、日本列島へ渡来した時期やルートを考察します。

第２部は、早坂弘次氏の講演「動画で楽しむフレンチギアナ採集記」です。
第２部は、早坂弘次氏の講演「動画で楽しむフレンチギアナ採集記」です。
本年６月２４日羽田発、１１日間の日程で南米フレンチギアナにて蝶採集の旅を行った。
フレンチギアナに行くには２日間の時間がかかるので、実質７日間の滞在である。
モルフォを始めアグリアス、プレポナ等多くの憧れの蝶に出会え、夜間採集では各種、多数の
蛾も採集できた。加えて大小変わった甲虫、バッタ、トンボ、ハキリアリ、ハゴロモ、はては
タランチュラまで観察・採集できた。雨季後半の南米、猛暑の中で度々スコールに見舞われ、
それに時差ボケ、過酷な面もありましたが、滅多に味わえない素晴らしい体験でした。
それに時差ボケ、過酷な面もありましたが、滅多に味わえない素晴らしい体験でした。
この採集の旅をビデオに記録しましたので、それを紹介します。

【以降の例会予定】
午後６
午後６：３０～８
０～８：３０、
第３土曜日、立川、
、立川、立川市女性総合センター
立川市女性総合センター５
階第３
１０月１８日（土）（第３土曜日
、立川、
立川市女性総合センター
５階第
３学習室）
写真展：「私のベストショット」
１１月１８日（火）（第３火曜日
（第３火曜日、
第３火曜日、武蔵野公会堂第１
武蔵野公会堂第１・第２
・第２合同会議室）
講演：中村英夫氏「イタリアの蝶の思い出」
増井暁夫氏「コムラサキを楽しむ」
１２月１４
１２月１４日（日
日（日）（第２日
第２日曜日、立川、
曜日、立川、パレスホテル立川
、立川、パレスホテル立川）
パレスホテル立川）１６：００～２０：００
「忘年会」
忘年会」兼「昆虫何でも競り会」
兼「昆虫何でも競り会」
１月２０
１月２０日（火）
２０日（火）（第３火曜日
（第３火曜日、
第３火曜日、武蔵野公会堂第１
武蔵野公会堂第１・第２
・第２合同会議室）
１人一話「今年の抱負」
２月１５
２月１５日（日
日（日）（第３日
第３日曜日、
曜日、武蔵野公会堂第１
武蔵野公会堂第１・第２
・第２合同会議室）
講演：久保田瑛子氏「北イタリアの蝶」
小柴清之氏「少年少女育成プロジェクト 2014 年度活動報告」
３月８日（日）（第２日
第２日曜日、
曜日、武蔵野公会堂第１
武蔵野公会堂第１・第２
・第２合同会議室）
合同会議室）
「年次総会」、「講演会」＆｛懇親会」
講演会」＆｛懇親会」

【連絡事項】

１．『多摩虫６３号』
多摩虫６３号』の配布

会誌「多摩虫６３
会誌「多摩虫６３号」が完成しましたので、９月例会にてお渡
しいたします。例会に来られない方
しいたします。例会に来られない方には、郵送いたします。
例会に来られない方には、郵送いたします。
ご寄稿を頂いた皆様に感謝申し上げます。今後ともご支援をよ
ろしくお願いいたします。

（編集：
編集：羽鳥信義）
羽鳥信義）

２．『会員名簿の配布』
会員名簿の配布』
８月末時点での会員名簿を９月例会で配布します。個人情報
保護の観点から、紙での配布のみとし、データの公表は致し
ません。名簿の配布は年１回とし、住所変更などの連絡を受
けた場合は、適宜、
「ミニたまむし」誌上に変更内容を掲載し
ます。
間違いなどが有りましたら、田中和夫
和夫まで
間違いなどが有りましたら、田中
和夫
まで
（NAB02155@nifty.com）
NAB02155@nifty.com）連絡ください。
連絡ください。 （総務幹事）

３．「新入会員の紹介」
「新入会員の紹介」
匠汰郎（
桑原 匠汰郎
（クワハラ ショウタロウ）
ショウタロウ）：E
：E-Mail: blueblue-lagoonlagoon-kazz5@docomo.ne.jp
住所：〒
193－
東京都八王子市川口町
住所：
〒193
－0801 東京都
八王子市川口町 957
加藤 禮子（
レイコ）
）：E
禮子（カトウ レイコ
：E-Mail: seaside_paradise_re@yahoo.co.jp
住所：〒
196住所：
〒196
-0013 東京都立川市富士見町 2－7－22－
22－103
さとし（
サトシ）
：E
ちば さとし
（チバ サトシ
）：
E-Mail: chiba@kchiba@k-shien.jp
住所：〒
住所：〒190190-0031 東京都立川市砂川町 8-8888-24
坪池 淳（ツボイケ ジュン）
ジュン）：E
：E-Mail: juntsubo@n01.itscom.net
住所：〒
226住所：
〒226
-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町２４７番地
白井 建（シライ タケル）
タケル）：E
：E-Mail: mayuko.shirai@mx7.ttcn.ne.jp
mayuko.shirai@mx7.ttcn.ne.jp
住所：〒
206住所：
〒206
-0013 東京都多摩市
東京都多摩市桜ヶ丘 4-1717-10
篠田 友紀子（
ユキコ）
）：E
友紀子（シノダ ユキコ
：E-Mail: yamagasuki@ac.bbyamagasuki@ac.bb-east.ne.jp
住所：〒
203－
住所：
〒203
－0001 東久留米市上の原 1－2－8－313
敏男（
トシオ）
：E
大河原 敏男
（オオガワラ トシオ
）：
E-Mail: luehdorfia@v3.dion.ne.jp
住所：〒
住所：〒192192-0913 東京都八王子市北野台 5-2929-4

４．『例会用の名札』
例会用の名札』
事務局では会員の要望を受け、5
事務局では会員の要望を受け、
5 月例会から名札を配布しております。
名札の配布を受けた会員は、今後例会その他会の行事に参加される場合、必ず着用するようお願
名札の配布を受けた会員は、今後例会その他会の行事に参加される場合、必ず着用するようお願
いします。また、例会二次会に参加される場合も着用下さい。
未だ名札の配布を受けていない会員は、例会受け付けにお申し出ください。
企画：
大野和美）
（企画
：大野和美
）

【８月例会 概要】
８月１９日（火）
１９日（火）１８：３０より武蔵野公会堂で
日（火）１８：３０より武蔵野公会堂で例会
１８：３０より武蔵野公会堂で例会を開催。
例会を開催。５５
を開催。５５名の参加でした。
５５名の参加でした。
１．沖縄在住の宮城秋乃さんの「動画で楽しむ沖縄の蝶お珍生態」
宮城さんが撮り溜めた沖縄産蝶の生態で各種蝶の求愛行動、縄張り争い、産卵、寄生蜂、
宮城さんが撮り溜めた沖縄産蝶の生態で各種蝶の求愛行動、縄張り争い、産卵、寄生蜂、蠅と
の戦いなど興味深いものでした。以下興味深いシーンを列挙すると；
の戦いなど興味深いものでした。以下興味深いシーンを列挙すると；
１）ナミエシロチョウの集団吸水に混じる♀
１）ナミエシロチョウの集団吸水に混じる♀個体。（通常は♂
個体。（通常は♂）
２）タイワンアサギマダラとアサギマダラの混飛とハイブリッドと思われる個体
３）ヤエヤマカラスアゲハの♀
３）ヤエヤマカラスアゲハの♀の吸水
４）リュウキュウウラナミジャノメの♀
４）リュウキュウウラナミジャノメの♀の吸水
５）本来の食草以外への産卵事例：クロアゲハ、コノハチョウ、リュキュウムラサキ等
６）リュキュウアサギマダラの黒化型
７）幼虫にたかり体液を吸うヌカカ（幼虫がその後羽化できたかは不明）
８）スミナガシの人間への威嚇（と思われる翅を震わせる行動）
９）沖縄でも本土並に黒いナガサキアゲハの
９）沖縄でも本土並に黒いナガサキアゲハの♀
ハの♀
１０）ナミエシロチョウとアオスジアゲハの求愛時の束毛を広げる行動
２０１４年は蝶の多い年だったそうです。その後参加者からの質問に応えていただきました。
２０１４年は蝶の多い年だったそうです。その後参加者からの質問に応えていただきました。
２．福田晴男会員による「
２．福田晴男会員による「東京女学館の４
東京女学館の４年生の理科教育の実践事例」
年生の理科教育の実践事例」をＤＶＤで紹介
５月に片倉つどいの森公園での野外採集会と標本作製指導。生徒、保護者、インストラクター
としての多摩虫会員など総勢１５７
としての多摩虫会員など総勢１５７名が参加。子供達が嬉々として広い野原で虫を追いかける姿
１５７名が参加。子供達が嬉々として広い野原で虫を追いかける姿
は微笑ましいものです。
昆虫少年・少女育成ＰＪの一環。物を良く観察する重要性を標本作りで学ぶことなど福田会員
昆虫少年・少女育成ＰＪの一環。物を良く観察する重要性を標本作りで学ぶことなど福田会員
の熱意が伝わってきました。沢山の成果があったようです。
３．小柴清之会員から５月ＧＷに八王子で開催し、
３．小柴清之会員から５月ＧＷに八王子で開催し、多摩虫が全面支援した
多摩虫が全面支援した「八王子の蝶展」
八王子の蝶展」
の説明と地元ＴＶでの紹介ビデオの
の説明と地元ＴＶでの紹介ビデオの上映。
上映。
八王子近辺に棲息する蝶の標本展示、ウスバシロチョウの室内飛翔、この時期の幼虫と食樹の
展示、鱗粉転写に実技指導など親子連れの参加者が多数来場。小柴さんはじめ協力された多摩虫
の会員各位のご尽力に多謝。
（企画：
企画：久保田瑛子）
久保田瑛子）
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８月例会
宮城秋乃氏「動画で楽しむ沖縄の蝶の珍生態」

演者：宮城秋乃さん

樹液に集まるスミナガシ

福田晴男氏「東京女学館小学校採集観察会動画」

演者：福田晴男さん

「東京女学館採集会」ビデオ

リュウキュウアサギマダラの集団越冬

ミカドアゲハなどの集団吸水

小柴清之氏「八王子の春の蝶」

演者：小柴清之さん

「例会の風景」

「八王子の春の蝶展」紹介

