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グループ多摩虫会員総会
グループ多摩虫会員総会

２０１６年３月２０日（日）
午前９：３０～１０：３０
於：武蔵野公会堂 第１・第２合同会議室（２階）

【年次総会】

『総会の進行』
総会の進行』
＊ 司会：斎藤
司会：斎藤秀昭
斎藤秀昭、議長
秀昭、議長：
、議長：田中和夫
田中和夫（議場で決定）
和夫（議場で決定）、書記：渡辺
、書記：渡辺隆
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２８
（会則、第２８条）
＊ 会員総数１５７
会員総数１５７名、総会出席者数
１５７名、総会出席者数４０
名、総会出席者数４０名
４０名、委任状受理者数
、委任状受理者数６５
状受理者数６５名、合計
６５名、合計１０５
名、合計１０５名となり、
１０５名となり、
過半数 ７９名を上回り総会は成立
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）大野
１）大野代表挨拶
大野代表挨拶
２）議長指名・総会成立宣言
３）議事 ：１）2015
2015 年度活動報告
行事報告、
行事報告、 幹事会実施報告、 育成企画活動報告、
オホーツク Project 活動報告、 会誌発行報告、
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
2016
2016 年度活動計画（
年度活動計画（案）
活動方針案
活動方針案、 行事計画
行事計画案
計画案、 育成企画活動計画案
育成企画活動計画案、
オホーツク PJ 活動計画案
活動計画案、 会誌発行計画案
会誌発行計画案、 IT 関係計画案
関係計画案、
会計予算案
会計予算案
３）表彰 青少年奨励賞、 皆勤賞
４）新入会員紹介

【記念講演】
井上 孝美氏
孝美氏 「ヒサマツミドリシジミの全貌」
ヒサマツミドリシジミの全貌」

午前１１
前１１：００～１２：００

【懇親会】

総会終了後、下記にて懇親会を行います。
１．日時
１．日時 ： 平成２８
平成２８年３月２０日（
２０日（日
日（日） １２：
１２：３０～１５
０～１５：
１５：３０
２．場所
２．場所 ： はなの舞吉祥寺店
はなの舞吉祥寺店（
の舞吉祥寺店（武蔵野市吉祥寺本町 1-2424-7 吉祥寺光ビル 3F）
3F）
３．会費 ： 一人＠５
一人＠５０００円、（学生会員
（学生会員は＠
学生会員は＠２
は＠２０００円と致します） Tel. 042
0422-2828-0651

【今後の例会予定】
午後６
今後の例会予定】
午後６：３０～８
０～８：３０、
１９日
（第３
火曜日、
日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
４月１９
日（火）（第
３火曜
日、
武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
講演：大島良美
講演：大島良美氏「
大島良美氏「秩父ミューズパークのウラギンヒョウモンの生態について
氏「秩父ミューズパークのウラギンヒョウモンの生態について」
秩父ミューズパークのウラギンヒョウモンの生態について」
早坂弘次氏「
氏「ジャコウアゲハの変異について
ジャコウアゲハの変異について」
早坂弘次
氏「
ジャコウアゲハの変異について
」
５月１７日
１７日（火）（第３
（第３火曜日、
火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
講演：手代木求
手代木求氏「
氏「タテハチョウ図鑑刊行まで
タテハチョウ図鑑刊行まで」
講演：
手代木求
氏「
タテハチョウ図鑑刊行まで
」
６月２１日
２１日（火）（第３
（第３火曜日、
火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
講演：岩野秀俊
岩野秀俊氏「
氏「スギタニルリシジミの分布拡大の要因を探る
スギタニルリシジミの分布拡大の要因を探る」
講演：
岩野秀俊
氏「
スギタニルリシジミの分布拡大の要因を探る
」

最近は暖かい日が多くなり、都心部でも
最近は暖かい日が多くなり、都心部でも越冬蝶
都心部でも越冬蝶だけでなく
越冬蝶だけでなくモ
だけでなくモンシロチョウやルリシジミ・ヤマ
トシジミなどの新生蝶の姿
などの新生蝶の姿が
見られるようになりました。既に石砂山ではギフチョウ
既に石砂山ではギフチョウも
トシジミ
などの新生蝶の姿
が見られるようになりました。
既に石砂山ではギフチョウ
も発生した
とのこと、明日にも桜の開花宣言が
とのこと、明日にも桜の開花宣言が出
、明日にも桜の開花宣言が出そうです。いよいよ春ですね。
そうです。いよいよ春ですね。 （総務幹事：田中和夫）

【連絡事項】

１．【多摩虫６
多摩虫６６号発行】

会誌６６
会誌６６号は、
号は、皆様のご協力により予定通り発行の
運びになりました。３月３
運びになりました。３月３日、ヤマトＤＭ便で発送致
３月３日、ヤマトＤＭ便で発送致
しました。
しました。万一、届いていない
万一、届いていない場合は連絡ください。
いていない場合は連絡ください。
尚、今号より総会や例会
尚、今号より総会や例会での配布を中止し、全員へ
や例会での配布を中止し、全員へ
送付することになりましたのでご承知ください。
（編集：
編集：羽鳥信義）
羽鳥信義）

２．「２０１７年度の会費」
２０１７年度の会費」
３月より新
３月より新年度となりますので、
年度となりますので、会費を未納の方は、
会費を未納の方は、
至急納入して下さる様、
至急納入して下さる様、お願い致し
お願い致します。
致します。
一般会員：４，０００円、高校生以下：１
一般会員：４，０００円、高校生以下：１，
高校生以下：１，０００円
【送金先】
送金先】
ゆうちょ振替口座：00180
ゆうちょ振替口座：0018000180-0-67713 グループ多摩虫

３．「アドレスの変更」
「アドレスの変更」
又幸（
山下 又幸
（ヤマシタ マタユキ）
マタユキ）：
iki--1-648@docomo.ne.jp (新)
E-Mail: iki
住所：〒811
住所：〒811811-5223 長崎県壱岐市石田町久喜触 56

【２月例会 概要】
２月２７日（土）、
２７日（土）、３６
日（土）、３６名の会員を迎えて、
３６名の会員を迎えて、２
名の会員を迎えて、２月例会が開かれました。今月は人生の達人お二人
月例会が開かれました。今月は人生の達人お二人
の講演がありました。
初めは松井弘会員の「蝶飼育よもやま話 ～定年退職者の暇つぶしにぴったりの趣味」でした。
松井さんは退職後、浦和のマンション１階に転居した後、本格的な飼育道を歩み始めました。何
でも飼うことの好きな氏は、そのお道具の製作に始まり、飼育下では難しいオオミスジやクロヒカ
ゲモドキを快調に産卵させるなど、今まで 130 種を飼ったそうです。その薀蓄はタガメや自らのお
孫さんにも及んで、それぞれに幸せな成長を促進しておられました。
もう 1 つは森紘一会員の「ビジネス出張と蝶」でした。
富士通に勤務して以降、海外出張は実に 31 ヶ国 167 回、1985
回、1985 年以降はネット持参で出かけるよ
うになり、それぞれの国で採集を満喫しました。会社がレンタカーの使用を容認していたそうで、
会議の日程を見ながら、うまく採集スケジュールを組み込んで、普通だったらなかなか行けない場
所にも踏み込みました。当時は採集が主体で蝶の生態写真はあまり採らなかったとのことですが、
興味深い地のご紹介がたくさんありました。
その後は、
その後は、いつものはなの舞にて二次会がありました。

（企画幹事：北川朝生）

2016.2.27

２月例会

「ビジネス出張と蝶」

「蝶飼育よもやま話」
～定年退職者の暇つぶしにぴったりの趣味

二次会の風景

