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寒さも和らぎ、梅の花も咲き始め
咲き始めました。春の足音に
足音に合わせ、花粉も
花粉も飛び始め
飛び始めました。今年は
今年は飛散
予測もあ
もあり、
り、つ
らい季節
季節に
そうで
自宅近くでは、
ムラサキツバメの集団越冬
量が多いとの予測
もあ
り、
つらい
季節
になりそう
です。自宅近くでは
、ムラサキツバメの
集団越冬
は見られず、ウラギンシジミと
ウラギンシジミとムラサキシジミだ
ムラサキシジミだけが生き残って
生き残ってい
っています。 （総務幹事：田中和夫）

【２月例会】
日時：平成３０
３０年
日時：平成
３０
年２月２７日（火）（第４火曜日）
場所：立川アイム５
場所：立川アイム５Ｆ第三学習室
立川アイム５Ｆ第三学習室
講演： 大野和美氏 「ミャンマー蝶探査報告」
早坂弘次氏 「東アフリカ、ケニヤの家族旅行」

【今後の例会予定】
午後６
午後６：３０～８
０～８：３０
３月１８日（日）（第３日曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
９:３０～
３０～１１:
１１:００ 年次会員総会
１１:
００～
１２:
１１
:００
～１２
:００ 記念講演：
記念講演：斎藤秀昭氏「ムシ屋と脳」
斎藤秀昭氏「ムシ屋と脳」
１２:
３０～
１５:
１２
:３０
～１５
:００ 懇親会：花の舞にて
４月１７日（火）（第３火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
小田康弘
康弘氏
タテハチョウ亜科の雌雄差について」
講演： 小田
康弘
氏 「タテハチョウ亜科の雌雄差について
」
５月１５日（火）（第３火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）

【連絡事項】
１．「会費納入」のお願い
グループ多摩虫は３
グループ多摩虫は３月から新年度に入りますので、２０１８
月から新年度に入りますので、２０１８年度
２０１８年度会費
年度会費の
会費の納入をお
納入をお願
をお願いします。納入
期限は２
月末として
としてい
ますが
総会会場でも
会場でも受領
受領し
期限は
２月末
として
います
が、総会
会場でも
受領
しますのでよろしくお願いします。
・会費
・送金先

一般会員：４，０００円、
一般会員：４，０００円、 学生会員：１，０００円（高校生以下）
ゆうちょ銀行振替口座
００１８０－０－６７７１３
他銀行からの振込口座
金融機関：９９００＜ユウチョ＞、
金融機関：９９００＜ユウチョ＞、 店番：０１９＜ゼロイチキュウ＞
種目：当座、
口座番号：００６７７１３、
種目：当座
、 口座番号：００６７７１３
、 口座名：
口座名：グループ多摩虫

例会や総会の進行に支障が出ないよう、所定の様式にご記入いただくこと、
例会や総会の進行に支障が出ないよう、所定の様式にご記入いただくこと、釣銭のないようご配慮
いただくことをお願いしております。ご理解をよろしくお願いします。
（会計幹事：藤塚弘）

２．「会員の異動」
ご逝去の
連絡」
「ご逝去
の連絡
」：
渡辺力（ワタナベ ツトム）
ツトム）氏：1
氏：1 月 12 日、胆管癌
日、胆管癌に
胆管癌にて逝去さ
逝去されました。享年７６才。
享年７６才。
例会に
冥福を
２月例会
にて、ご冥福
をお祈り致しました。
【１月例会 概要】
1 月 21 日（火）18
日（火）18 時 30 分より武蔵野公会堂にて 1 月例会が開かれ、参加者は 24 名でした。
今回は
一人一話」
今回
は「一人一話
」、皆さんの活動報告などをお話し頂きました。
皆様から頂いた内容を纏めまし
皆様から頂いた内容を纏めました
頂いた内容を纏めましたので、ご覧ください。
さい。（敬称略・順不同）
敬称略・順不同）
加藤太紀：
・マルタンヤンマの採卵から成虫までの飼育。
・マルタンヤンマの採卵から成虫までの飼育。
・ブックアプリを活用し、昆虫の本を沢山読み、知識を深めていく。
・念願だったマダラヤンマを去年東北北部で採集できた。

杉山哲三：
ミヤマカラス・ミスジチョウ・ホシミスジ・スミナガシ・アオバセセリ、他、ゼフの飼育確率を上
げて行くのが目標。ゼフの卵の入手が自身では困難なので業者から買う様になった。八王子市内の
小学校の総合学習の川の生きもの調査の手伝いや、多摩虫の昆虫少年少女育成 PJ 活動を続けてやっ
て行きたい。
雫石卓：
昨年のむし社ツアー：ソロモン・北ベトナム・ロシア・西イリアン・フレンチギアナ
昨年のむし社ツアー：ソロモン・北ベトナム・ロシア・西イリアン・フレンチギアナ
今年のむし社ツアー：マダガスカル・ラオス・ロシア
前川峻：
今週の金曜日からマダガスカルに行きますが、マダガスカルではペストが流行っています。
9 月末時点で死者 124 人、感染者 1200 人。今、現在、終息宣言は出ていません。ペストは過去の
病気でなく、現在でもアフリカ山岳地帯・ジャングル地帯・チベット・中東・南北アメリカなど、
毎年繰り返し発生。日本には大正のころに入って来たが 2 千人の犠牲者が出たが、食い止めたとの
こと。
マダガスカルのペストは、肺ペストが 65%、人から人へうつる。発症すると、
65%、人から人へうつる。発症すると、5
、人から人へうつる。発症すると、5 時間から
時間から 24 時間
で死亡。WHO
で死亡。WHO から出ている抗ペスト薬は、ストレプトマイシ。副作用があるので、最近ではニュー
キノロン系の抗生物質が効く。気を付けて、マダガスカルに行きたいと思います。
山田成明：
蝶歴 37 年になる。相も変らぬことをやっている。でも最近（年をとってから）の方が楽しい。ボ
ルネオに通って 13 回目で、やっとベニボシを採り、昨年は FG でアグリアスを採ることができた。
まだ心躍ることが起きるのが嬉しい。
週 2 回、木曜社に行っているが、チョータローも年をとり、今年でお役御免になりそう。
国内では、ヒメギフ・アサマをやっているが、毎年同じ所に行ってもつまらないので、昨年は探し
国内では、ヒメギフ・アサマをやっているが、毎年同じ所に行ってもつまらないので、昨年は探し
に行ったが、5 連敗とか 6 連敗をくらった。でも探すのが面白いので、今年もチャレンジするつもり。
最近は、採っても展翅をしなくなってしまった。
朝日純一：
正月早々腰痛を発症。年末年始に昨年の蝶の 1300 頭の展翅を外す作業で、同じ姿勢を続けたこと
で腰が悲鳴を上げた模様。一昨年から年に 3 回海外にでており「その年に採集した蝶の展翅は翌年
に持ち越さない」をモットーにしたことで、かような大展翅作業が常態となった。今年は 4 月後半
に豪州に、7
月前半にサハリン行きを決めているが、今年の秋はサハリン図鑑の執筆に充てるかも。
に豪州に、
7 月前半にサハリン行き
を決めているが、今年の秋はサハリン図鑑の執筆に充てるかも。
橋本定雄：
相変わらずのアサギマダラの追っかけ。夏は主として富士山にてマーキング。
冬は伊豆にて、越冬観察。今年は、一週間位、富士山にとどまれるかな？
冬は伊豆にて、越冬観察。今年は、一週間位、富士山にとどまれるかな？
富士山からの移動概念図」
マーキング時の画像＆
再捕獲時の画像を
添付し
「富士山からの移動概念図
」とマーキング時の画像
＆再捕獲時の画像
を添付
しました。
日野隆：
日野隆：
年前より北米北部の蝶を追いかけています。まずアラスカに出かけ、何回か行った後カナダの
10 年前より北米北部の蝶を追いかけています。まずアラスカに出か
け、何回か行った後カナダの
極北部へ行くようになりました。
昨年はバフィン島に行ってきました。この島はカナダ極北の東部にあり、海の向こうはグリーンラ
ンドになります。日本人でこの島に蝶の調査に行ったのは初めてのようでした。低温続きで雪が降
ンドになります。日本人でこの島に蝶の調査に行ったのは初めてのようでした。低温続きで雪が降
った日もありましたが、何とか蝶は見ることができました。目的としたコリアスは日が照りさえす
った日もありましたが、何とか蝶は見ることができました。
目的としたコリアスは日が照りさえす
れば２℃でも飛び出し、５～６℃あればかなりの数を見ることができました。
北米極北地ではダニにやられたことはありませんが、採集地での無数の大きな蚊がかなり煩わしい
感じです。一番怖いのは熊
感じです。一番怖いのは熊ですが、
一番怖いのは熊ですが、幸いグリズリーにも白熊にも出会ったことは無く、ニアミス２，
３回で済んでいます。彼らは人間はまずいと思っている！？そう信じてツンドラの荒野を歩き回っ
３回で済んでいます。彼らは人間はまずいと思っている！？
そう信じてツンドラの荒野を歩き回っ
ています。今年も懲りずに北極海に浮かぶビクトリア島に行くつもりです。
ています。今年も懲りずに北極海に浮かぶビクトリア島に行くつもりです。

北川朝生：
。22
現在藤岡知夫氏の標本整理の仕事をしている（有給）。
22 万頭のうち 10 万頭まで整理したが，あ
万頭まで整理したが，あ
と 2 年半で片付けなければならない。皆さま，終活の一環か海外で自分の採りたい蝶を目指してい
るが，私はアサマシジミの未だ見ぬ産地を今年も探したい。しかし長野は採集禁止になってしまっ
たので，新潟や岐阜，石川で試みたい。私は孫も 2 人いる爺だが，蝶屋の平均年齢が上がっており，
いつまでも若手と言われ，心苦しい気持ちもある。今年もよろしくお願いします。
木野孔司：
昨年，しばらく遠ざかっていた写真撮影を再開いたしました．秋川の小坂志川でのミヤマカラスの
集団吸水から始まり，オオミドリシジミの開翅写真撮影もできました．今年は更に色々な種類の写
真撮影に挑みたいと考えています．
森紘一：
1 月 5 日に日本電子情報産業協会と日本電機工業会の新年会で，世耕大臣の挨拶が始まるタイミン
グで、参加者の携帯電話がバイブレーションモードで鳴り、会場が騒然とした。地震の予知のアラ
グで、参加者の携帯電話がバイブレーションモードで鳴り、会場が騒然とした。地震の予知のアラ
－ムだったが、バイブレーションも多数が同時に動作するとすごい音がすることを認識した。
石垣島屋西表島には７～８回行っているが、いつも蝶の採集と撮影だけだったが、昨年 7 月に孫た
ちと出かけ、シュノーケリング、洞窟探検、滝に打たれたり崖から川に飛び込んだりのキャニオリ
ングをやり非常に楽しんだ。蝶以外にもこんな楽しいことができると知り、本年も行くつもりであ
る。
11 月に石垣島に田中さんと行き、ガイドを頼んで採集をしたが、ウスアオオナガウラナミシジミ
とマルバネルリマダラを初めてとった。これまでも現地の情報なしで行って空振りばかりだったが、
メスアカムラサキとムラサキオナガウラナミシジミの可能性もあるので、本年も行くつもりである。
モンゴルは昨年 7 回目を訪れたが、カリアスベニヒカゲが採れなかったので、本年も行くつもりで
ある。採集しようが、購入しようが、飼育しようが、貰おうが、何をしてもいいから、日本全種の
ある。
採集しようが、購入しようが、飼育しようが、貰おうが、何をしてもいいから、日本全種の
蝶を集めたい。
倉地正：
5 大陸での蝶撮影を 2010 年カメルーンで完成させてから台湾と孫のいるアメリカを除いて海外は
度目の台湾、初めての韓国、クロアチア、チェコで撮影し充実した
休憩していましたが、昨年は 2 度目の台湾
、初めての韓国、クロアチア、チェコで撮影し充実した 1
年でした。今年はまだ具体的な計画はないのですが、どこか 1 カ国追加したいです。
また永年続けてきた東京都の蝶データが 10 数万件積み上がってきたので分析・まとめを開始した
いと考えています。ちょうど多摩虫 70 号がオールカラーで出版される事になったので、手始めにい
きものデータベースプロジェクトで協力している立川市の蝶相分析を行い投稿しました。
宮内隆夫：
・遠征は 5 月と 7 月の裏磐梯採集会程度であった。昨年は季節の進みが遅く、蝶などの発生が少な
かったが、ライトトラップに来た高原性の蛾を見ることができた。
かったが、ライトトラップに来た高原性の蛾を見ることができた。
・地元杉並区の蝶からゴキブリまで全昆虫を対象に区の調査員として昆虫調査((主に写真記録
主に写真記録))を続け
・地元杉並区の蝶からゴキブリまで全昆虫を対象に区の調査員として昆虫調査
ている。結果はリストにして毎年杉並区に提出している。
・11 月 8 日の気温の低い中、浜田山の柏の宮公園の花壇に止まっている、裏面の濃い
日の気温の低い中、浜田山の柏の宮公園の花壇に止まっている、裏面の濃いキタキチョウ
キタキチョウ
を撮影したが、どうやらツマグロキチョウらしく見え採集したら、秋型♀であった。倉地さんに
データベースを確認戴いたら、杉並区では 49 年振りの発見で、その時の発見者は奇しくも会員の
福田晴男さんであった。多摩虫 70 号の短報に投稿した。
・70 号関係では「杉並区のフユシャクガ類」として、区内で私が記録した 13 種の状況を投稿した。
種の状況を投稿した。
そこに地元のボランティア仲間の青年からイチモジフユナミシャクを 12 月に撮影したとの情報を
月に撮影したとの情報を
得て、写真を確認し急遽付け加え 14 種として更新させて戴いた。

以上

1月例会

2018.1.21
橋本定雄さんの「一人一話」
富士山からの移動概念図

（写真）マーキング時の画像と再捕獲時の画像
写真上：石川県白山市で中村明男さんが再捕獲（9月20日）
写真下：富士山でマークした時（8月30日）

例会の風景
二次会の風景

『１月の蝶』

越冬中の蝶達

ウラギンシジミ♀（品川区）

ムラサキシジミ２匹（品川区）

平成３０
平成３０年２月
３０年２月２
年２月２８日

グループ多摩虫 会員各位
総会のご案内

このたび、会則に従い
このたび、会則に従い下記により総会を開催致します
会則に従い下記により総会を開催致します。
下記により総会を開催致します。
今回の総会で
今回の総会では、
の総会では、２０１７
は、２０１７年度活動報告や
２０１７年度活動報告や２０１８
年度活動報告や２０１８年度活動計画案の審議
２０１８年度活動計画案の審議を
年度活動計画案の審議を行います。
行います。
また、斎藤 秀昭氏の記念講演も有りますので
秀昭氏の記念講演も有りますので、
氏の記念講演も有りますので、是非ご出席下さい
是非ご出席下さいますよう、
下さいますよう、ご案内
ご案内申しあげます。
案内申しあげます。
なお､当日ご出席が出来ず、代理人をもって議決権を行使される
なお､当日ご出席が出来ず、代理人をもって議決権を行使される場合は、添付の
場合は、添付の委任状に
添付の委任状に
必要事項をご記入、ご署名
必要事項をご記入、ご署名のうえ、
署名のうえ、３
のうえ、３月９日（金）までに到着するよう郵送または E-Mail にて
返送して下さ
返送して下さるようお願い致します
して下さるようお願い致します。
るようお願い致します。（E-Mail 宛先：NAB02155@nifty.com 田中和夫）

【会員総会
会員総会】
総会】
１．日時
１．日時 ： 平成３０
平成３０年
３０年３月１８日（
１８日（日
日（日） 午前９：
前９：３０～１
０～１０：５０（受付、９
（受付、９：００より）
２．場所
２．場所 ： 武蔵野公会堂２Ｆ
武蔵野公会堂２Ｆ 第１・第２合同会議室
第１・第２合同会議室
（東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目６−
東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目６−２２ Tel. 042
0422-4646-5121 ）
３．議事 ：１）2017
2017 年度活動報告
会計報告、監査報告
会計報告、監査報告
２）審議事項(
審議事項(個別審議)
個別審議)
第 1 号議案 行事計画活動予算計上の件
第 2 号議案 次期幹事の起案
第 3 号議案 2018 年度活動計画(
年度活動計画(一括審議
一括審議)
審議)
活動方針、
活動方針、行事計画、
行事計画、育成企画活動計画、
育成企画活動計画、会誌発行計画
IT 関係計画、
関係計画、会計予算
３）表彰 青少年奨励賞、 皆勤賞
４）新入会員紹介
５）その他、連絡事項
その他、連絡事項
＊欠席される場合には、必ず委任状
＊欠席される場合には、必ず委任状の送付をお願い致します。
委任状の送付をお願い致します。

【記念講演】
記念講演】
斎藤 秀昭氏
秀昭氏 「ムシ屋と脳」
ムシ屋と脳」

午前１１
前１１：００～１２：００

【懇親会】
懇親会】
総会終了後、下記にて
総会終了後、下記にて懇親会を行います。
下記にて懇親会を行います。
１．日時
１．日時 ： 平成３０
平成３０年
３０年３月１８日（
１８日（日
日（日） １２：
１２：３０～１
０～１４：３０
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＠５,０００円、（２０歳未満
（２０歳未満は
２０歳未満は＠２,０００円）
０００円） Tel. 042
0422-2828-0651

奮って参加下さるようにお願い致します。
以上

グループ多摩虫代表
グループ多摩虫代表殿
代表殿

委任状

総会の議決は
1.

氏

2. 議場の採決
に委ねますので、
よろしくお願いいたします。

年

月

日

会員氏名：
会員氏名：

通信欄：
通信欄：

――――――――――――――――

グループ多摩虫代表
グループ多摩虫代表殿
代表殿

出欠の連絡

私は総会に
1. 出席
2. 欠席

します。

懇親会に
1. 出席
2. 欠席

します。

よろしくお願いいたします。

年

月

日

会員氏名：
会員氏名：

――――――――――――――――

