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厳しい寒さもやっと
厳しい寒さもやっと和らぎ
やっと和らぎ、
和らぎ、梅の花も
の花も見頃になりました。
頃になりました。春の気配も
春の気配も感じられ、昨日は
感じられ、昨日は
モンシロを初見しま
が、花粉が
飛び始めた
のが悩みの種です。
モンシロを初見し
ましたが、花粉
が飛び始め
たのが悩みの種です
。（総務幹事：田中和夫）

【２月例会】
日時：平成３１年
３１年２月１９日（火）
（第３火曜日）
午後６
０～８
日時：平成
３１年
２月１９日（火）（第３火曜日
）午後
６：３０～
８：３０
場所：武蔵野公会堂第１・第２合同会議室
場所：武蔵野公会堂第１・第２合同会議室
講演：小林
小林真一郎
真一郎氏
ムシヤの世界，ムシヤの見る世界」
講演：
小林
真一郎
氏「ムシヤの世界，ムシヤの見る世界
」
杉山裕美子氏「日本人と虫～古典
杉山裕美子氏「日本人と虫～古典＜
「日本人と虫～古典＜蟲愛づる姫君＞
蟲愛づる姫君＞を中心に～
を中心に～」

【今後の例会予定】
例会は、午後
例会は、午後６
午後６：３０～８
０～８：３０
３月２３
２３日
（第４土
４土曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
３月
２３
日（土）（第
４土
曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
１３:
別途、ML
１３:３０～
３０～１４:５０ 年次会員総会
別途、ML に案内状をお
に案内状をお送りし
送りします。
１５:
００～
１６:
１５
:００
～１６
:００ 記念講演：朝日純一氏「
記念講演：朝日純一氏「サハリンから見た日
サハリンから見た日本産高山蝶」
本産高山蝶」
１６:
３０～
（旧「はな
「はなの舞
の舞」
１６
:３０
～１８:３０ 懇親会：「さかなや道場」
（旧
「はな
の舞
」）にて
４月１６日（火）
４月１６日（火）（第３火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
５月２１日（火）
５月２１日
（火）（第３火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
６月１８日（火）
６月１８日（火）（第３火曜日、武蔵野公会堂第１・第２合同会議室）
（第２
７月 ９日（火）（第
２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２０１９
グループ多摩虫は２０１９年
２０１９年３月から新年度に入ります。
月から新年度に入ります。２０１９年度の会費納入
２０１９年度の会費納入は
年度の会費納入は下記のとおり
となります。
なお、会費の納入期限は
会費の納入期限は２
月末までです、宜しくお願い致します。
となります
。なお、
会費の納入期限は
２月末まで
です、宜しくお願い致します。
・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、
口座名：
種目：当座
、 口座番号：００６７７１３
、 口座名
：グループ多摩虫

また１月から
また１月から３
月から３月まで例会や総会の会場でも会費を受領することとしております。
会費の納入期限は２
月末ですが例年総会には会員多数の出席が見込まれますので、３
会費の納入期限は
２月末ですが例年総会には会員多数の出席が見込まれますので、
３月に入ってお
りますが特別に対応することとしております。
また、金銭授受の事故を防止するため会計は現金を会場に持ち込まないことにしており、釣銭は納
入された会費からとなりますので状況によっては対応できないこともあります。
入された会費からとなりますので状況によっては対応できないこともあります。
極力釣銭を不要とするようご配慮をお願いします。
（会計幹事：藤塚弘）

２．『会員情報』
会員情報』
故松田邦雄氏が、長年教育に携わった功労により「正
故松田邦雄氏が
、長年教育に携わった功労により「正 6 位 瑞宝双光章」に叙勲され
瑞宝双光章」に叙勲されました。
叙勲されました。

３．『新入会員の紹介』
神足光春（コウタリ ミツハル）：E-Mail: yamamai166@gmail.com
住所：〒182
住所：〒182182-0022 東京都調布市国領町 4-2323-4 クロスアイヴィ IIII- 209

４．『新着交換会誌の紹介』
下記の交換会誌が送られてきています。 ２月例会で回覧します。

尚、本図書も貸し出し対象としますので、貸し出し希望の方はお申し出ください。
交換会誌
１．埼玉昆虫談話会 寄せ蛾記 171 号
同上
172 号
２．
同上
３．京都大学蝶類研究会 SPINDA No.33
４．鳥取昆虫同好会 ゆらぎあ No.36
５．寄贈 月刊むし No.576

【１月例会 概要】
１月２２日（火）
２２日（火）武蔵野公会堂にて
日（火）武蔵野公会堂にて、
武蔵野公会堂にて、２９名の参加者がありました。
２９名の参加者がありました。この月は
名の参加者がありました。この月は 1 人 1 話でした。
参加者にはお話の
内容をメモ
メモ書き
書きして
して頂
いたので，
ので，下記に纏めま
下記に纏めました
した。順不同。
。順不同。転記
転記ミス
ミスなど
などが
参加者にはお話
の内容を
メモ
書き
して
頂いた
ので，
下記に纏めま
した
。順不同。
転記
ミス
など
が
あると思いますが、お
あると思いますが、お許し下さい。
坪池淳：
坪池淳：
昨年は育成 PR で子ども達と採集・観察に行けた他は、どこにも行けませんでした。
自宅(
自宅(横浜市緑区)
横浜市緑区)で採集した、ナミアゲハ・ジャコウアゲハ・クロアゲハ・モンキアゲハ・オナガアゲハ・ナガサキア
ゲハ・カラスアゲハ等を飼育して楽しんだ程度でした。
現在、越冬蛹のカラスアゲハ等の春型の羽化を楽しみに、私自身が冬眠しています。
藤塚弘：
藤塚弘：
昨年は新年早々に痛めた腰の不調が長引いて、春から初夏にかけてはほとんどフィールドに出ることができませんでし
た。そしてやっと体調が回復した 8 月初旬に、洗面場でこけたはずみに右手小指の爪をはがし、再びフィールドに出る
月初旬に、洗面場でこけたはずみに右手小指の爪をはがし、再びフィールドに出る
ことができなくなりました。右手小指の爪がないとカメラをしっかりホールドできないという驚きの発見がありました
が、このため例年作成しているチョウのカレンダーについてはモデルがなかったので、急遽長池公園のトンボにピンチ
ヒッターを頼んだのが意外と好評でした。そのなかで、ヨ
ヒッターを頼んだのが意外と好評でした。そのなかで、ヨツボシトンボの記録は貴重なので報告した方がよいという声
があったので、今年は長池公園のトンボ観察を充実させて、多摩虫に報告できるよう頑張りたいと思っています。
福田晴男：子供達と展翅採集、
福田晴男：子供達と展翅採集、
・台湾：フチグロホシミスジ
・台湾：フチグロホシミスジ 3 亜種の生態、3
亜種の生態、3 月下旬に 1 化が出ることを確認。台東縣・花蓮縣・南投縣 10 月。
・雲南：ウンナンホシミスジ、約 30 年前、大理で生態解明。シャングリラ・ダーチン 0 敗。6
敗。6 月中旬に終わったみたい。
・11 月フレンチギアナ：モルフォ・アグリアス・プレポナ・カスリタテハ。
・図鑑 4 巻：チョウの不思議の図鑑。
臼杵浩志：
臼杵浩志：
昨年 5 月に小 4 の孫と共に入会させていたき、小山田緑地(5
の孫と共に入会させていたき、小山田緑地(5 月)、清里親子合宿(8
、清里親子合宿(8 月)の 2 回、フィールドワークに参
加しました。今年は少し月例会にも参加し、会に馴染んでいきたいと考えています。アサギマダラのマーイングや＊＊
加しました。今年は少し月例会にも参加し、会に馴染んでいきたいと考えています。アサギマダラのマーイングや＊＊
＊＊の観察を伊豆天城、奈良などでやってみたいと思っています。
伊勢崎眞司：
伊勢崎眞司：
山梨・長野県下の消長の気になる蝶を調べて歩いています。主なフィールドの山梨県韮崎から明野のアサマ・ゴマ・ク
ロヒカゲモドキは昨年は発見できなかったので、今季またチャレンジします。
知り合いが明野でホソオチョウを採集しているので、こちらも調べる予定です。
美濃輪
美濃輪透羽：
透羽：
今晩は、美濃和です。蝶じゃなくて今年は山梨のキャンプ、クワガタがすきで土
今晩は、美濃和です。蝶じゃなくて今年は山梨のキャンプ、クワガタがすきで土場
、クワガタがすきで土場でミヤマクワガタを探して採ること
ができたけど、上手くミヤマクワガタは標本に出来なかったから、来年はしたいです。ミヤマクワガタの卵を
ができたけど、上手くミヤマクワガタは標本に出来なかったから、来年はしたいです。ミヤマクワガタの卵を孵したい
タは標本に出来なかったから、来年はしたいです。ミヤマクワガタの卵を孵したい
けど低い温度を保たないとダメで難しいから、
けど低い温度を保たないとダメで難しいから、ノコギリクワガタの卵を孵したいです。
羽鳥信義：
羽鳥信義：
・去年は手術後、あまり出歩くことが少なかった。 ・今年も”
・今年も”ぼーと”
ぼーと”生きて行きます。特に目標なし。

岡本隆然：
岡本隆然：
ついに 4K 放送が始まり、レコーダーが発売されたので、4K
放送が始まり、レコーダーが発売されたので、4K のビデオのセットを構築して、ハイスピードを撮影(
のビデオのセットを構築して、ハイスピードを撮影(飛翔)
飛翔)
する年にしたいと考えています。東北のアカシジミの群舞が撮れれば最高だと期待しています。3
する年にしたいと考えています。東北のアカシジミの群舞が撮れれば最高だと期待しています。3 年目の朝日連峰のベ
ニヒカゲ探査も今年は実現したいと思います。
ニヒカゲ探査も今年は実現したいと思います。
仲西周二：
仲西周二：
飼育の話＊標本箱カウント→標本は意外と少ない。＊飼育屋は各種の方法を試行する為、目標とする大型美麗個体→標
本が少なくなる。＊
本が少なくなる。＊今年は、ゼフ母蝶を地上で採取したい。
木野孔司：
木野孔司：
昨年：キマルリ・メスアカミドリ撮影できた。今年の撮影目標：フジミドリ・ミドリ・アイノミドリ。
橋本定雄：
橋本定雄：
相変わらずのアサギマダラの追っかけでいる。
2018 年度も、種子島、富士山、喜界島にアタックした。興味深かったのは「手乗りアサギ」と「フェロモンの匂い付け」
の映像が撮れたこと。あと日本から台湾へ２１頭の移動が報告されたこと。
の映像が撮れたこと。あと日本から台湾へ２１頭の移動が報告されたこと。
2019 年も、体調不良を押して、どこまでアサギマダラを追いかけられるか？
森紘一：
森紘一：
昨年は 4 月末～5
月末～5 月初に台湾に撮影に出かけ、フトオアゲハの飛翔の姿を撮った。
7 月末～8
月末～8 月初に 8 回目のモンゴルに出かけ、これまで未採集のカリアスベニヒカゲ、ヒッポリテウラナミヒカゲを採
集、飛翔も撮影した。
本年は、9
本年は、9 回目のモンゴルに出かけ、未採集のダモンシジミ、チョウセンエニシジミなどを採りたい。また年末に石垣
島で迷蝶を採りに行きたいが、蝶の出現によりどうするか決める。
齋藤太増光
齋藤太増光：
太増光：
昨年は、中部
昨年は、中部ベトナム（１ケ所）
、中部ベトナム（１ケ所）、北部ベトナム（２ケ所２回）調査を行った。中国南部と共通種が多く、特にベトナ
ムでは北部の狭い範囲のみに生息する種の正確なラベルが欲しく調査を行った。
本年も継続する。
（天候に恵まれる事を願っています）
梅村三千夫：
梅村三千夫：
1 年が経つのが早いと感じている方が多いのではなかろうか？1
年が経つのが早いと感じている方が多いのではなかろうか？1 説ではなまじ知識、経験があるが故子供のときの様な
感動が少ないからだと言われている。それならなるべく今まで行ったことが無い場所、行きたかった場所に行こうと考
えた。
昨年 5 月中旬には八重山の波照間島を訪れた。普通種が多い島と言われているが、集落内でも蝶影が濃く、屋敷林に使
月中旬には八重山の波照間島を訪れた。普通種が多い島と言われているが、集落内でも蝶影が濃く、屋敷林に使
われているフクギの花の廻りにルリタテハが大変多かった。朝７時頃日が当り始めるとオオゴマダラが何頭か飛翔を始
めるのが印象的だった。荒地には今まで見たことが無いほど多くのアオタテハモドキが群れていた。
5 月下旬には岩手県の早坂高原でチャマダラセセリとアズマギクの組み合わせを撮りに行った。抜群の環境にも拘らず
個体数は大変少なかった。
7 月中旬には栃木県の足尾へクロヒカゲモドキ。足尾ダムでは 1970 年に撮った景観が大きく掲げてあったが、棲息地
は 1 木 1 草も無い禿げ山だった。
一体何処からクロヒカゲモドキはやって来たのだろうか？下旬には岳沢小屋に泊まり、
草も無い禿げ山だった。
天狗沢へ行った。折からの高温で、クモマベニヒカゲ等は落ち着いて吸蜜してくれなかったが景観は最高だった。
雫石卓
雫石卓：
今年の予定：2
、9
今年の予定：2 月：キューバ、4
月：キューバ、4 月：北ベトナム、6
月：北ベトナム、6 月：ロシア（西サヤン）
、9 月：西イリアン、11
月：西イリアン、11 月：南ペルー
杉山哲三：
杉山哲三：
昨年はゼフ他、身の回りにいる蝶の飼育、時々はケーアイ企画より卵や幼虫を買って飼育。少年少女育成 P/J のイベン
トの為、ハーフサイズの展翅板作り、鱗粉転写用の材料作り、小仏川沿いの野草の保護に関連する庭園での展示会の為
トの為、ハーフサイズの展翅板作り、鱗粉転写用の材料作り、小仏川沿いの野草の保護に関連する庭園での展示会の為
の描き（年 20 点）など。特に新しいテーマは無し。近所の川村氏が卵の名ハンターなので大変助かっています。

大野和美：
大野和美：
昨年は 5 月にミャンマーでテングアゲハをたくさん観察でき、メスを見られたのが大きな成果でした。また、7
月にミャンマーでテングアゲハをたくさん観察でき、メスを見られたのが大きな成果でした。また、7 月には
ロシアのアムールとウスリーに行き、ウスバキの亜種ビソコゴルニエンシスを採集する事ができました。
今年は、7
今年は、7 月にミャンマーに行きゼフをねらいたいと思っています。雨とヒルが多いのが困った点です。11
月にミャンマーに行きゼフをねらいたいと思っています。雨とヒルが多いのが困った点です。11 月頃は、ボ
リビア行きを予定しています。私としては、久し振りの南米です。標高が高い所での採集ですので注意が必要です。
リビア行きを予定しています。私としては、久し振りの南米です。標高が高い所での採集ですので注意が必要です。
朝日純一：
朝日純一：
◎昨年の成果：
昨年の成果：（1
（1）海外：4
海外：4 月中旬、オーストラリアクインズランド州で憧れの蝶、エウフォリオントリバネアゲハと
オオルリアゲハの新鮮な個体の飛翔を楽しむ（冥土の土産ツアー第 3 弾）
。7
。7 月中旬、サハリン 35 回目の調査行。中部
でオオイチモンジ(2012
でオオイチモンジ(2012 年初記録)
年初記録)の分布調査、中南部でアサマシジミの新産地発見。
（2）国内:5
国内:5 月のクモツキ､6
月のクモツキ､6 月のアサマシジミ､黒化クロヒカゲなど､海外の合間を縫ってフィールド活動。
◎今年の抱負：（1
（1）海外遠征 3 回計画（4
回計画（4 月中旬ウスリー、6
月中旬ウスリー、6 月中旬サヤン、7
月中旬サヤン、7 月下旬サハリン）、
（2）サハリンの蝶の新しい図鑑発刊（2020
）サハリンの蝶の新しい図鑑発刊（2020）に向けて、執筆を加速する。
2020）に向けて、執筆を加速する。
北川朝生：
北川朝生：
グーグルの航空写真で見つけた所の、アサマ新産地探索をしたが、いずれも敗退。
今年も、ひき続きやりたい。藤岡コレクションの整理とやどりが編集などで多忙です。
宮内隆夫：
宮内隆夫：
・遠出はほとんど無し。ギフチョウのみ、富山～小松を友人と廻り成果がでた。産卵もさせた。
・地元杉並区の昆虫の記録を 10 年余り行っている。 ・今年 3/3 に「すぎなみサイエンスフェスタ」子供向けのイベ
ント。
「昆虫がおもしろい！鱗粉転写」を今年行う。
「昆虫がおもしろい！鱗粉転写」を今年行う。G
鱗粉転写」を今年行う。G 多摩虫の協力をお願いしている。他にマダガスカルゴキブリの手
乗り（井原さん）
、カブトムシ幼虫など見せる。
・モンゴルに行きたい（8
モンゴルに行きたい（8 回目）。
早川弘次：
早川弘次：
◎昨年は、8
年は、8 月 8 日から 19 日まで中欧（クロアチア・スロベニア）の旅に行きました。家族旅行のついでですが、島め
ぐりのクルーズにも参加。蝶も 16 種（40
種（40 頭位）採集しました。中には、ヨーロッパタイマイ・ヨーロッパフタオチョ
ウなど初採集の蝶もあり、まだ現在整理中です。
◎昨年 5 月に、横浜から目黒区に引越しました。駒場東大前の駅から 5 分位で行けるマンション
分位で行けるマンション 8 階です。都心ながら
結構緑が多く、ひまを見ては蝶も採集できる所です。◎今年は、まだ採集の予定は決まってません。メキシコ？
石川光一：
石川光一：
・昨年 2018 年は、それまで 3 年間続いたトカラ列島のヤマトシジミの調査行はせず、10
年間続いたトカラ列島のヤマトシジミの調査行はせず、10 月の鱗翅学会松本大会でトカ
ラのヤマトの分布境界に関してのポスター発表を行った。
・今年は、昨年 12 月に出版された中村和夫先生（元宇都宮大学農学部教授）著「シルビア物語」に刺激を受け、シル
ビアシジミの我国での発見と命名に関わったフェントンとフェントンが横浜港に到着した明治 6 年（1873
年（1873 年）には既に
横浜に居住していた同じ英国人・虫屋のプライヤー（「日本蝶類図譜」第 1 巻,明治 20 年出版）について、同氏の横浜
での生活や人物交流について調べてみたいと思うようになった。
野村治：
野村治：
去年から参加しています。デジイチで昆虫写真を 10 数年撮って
います。主なフィールドは狭山丘陵・裏高尾など。
よろしくおねがいします。
田中和夫：
田中和夫：
昨年は 4 月末～5
月末～5 月初めに台湾に行き、念願のフトオアゲハを
撮影できました。目の前で吸水する生きた姿は
撮影できました。目の前で吸水する生きた姿は感激ものです
感激ものです。
ものです。
今年は、ホッポアゲハやアケボノアゲハ
今年は、ホッポアゲハやアケボノアゲハを
ホッポアゲハやアケボノアゲハを見てみたいです。
(総務幹事：田中和夫)
総務幹事：田中和夫)

二次会の様子 →

平成３
平成３１年３月１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、２０１
は、２０１８
２０１８年度活動報告や２０１
年度活動報告や２０１９
２０１９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、朝日 純一氏の記念講演も有りますので
純一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１５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３
平成３１年３月２３日（
２３日（土
日（土） 午後１：
後１：３０～２
０～２：５０（受付、１
（受付、１：００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）2018
2018 年度活動報告
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 会則の一部変更の件
第 2 号議案 次期幹事の起案
次期幹事の起案
第 3 号議案 2019
2019 年度活動計画(
年度活動計画(一括審議)
一括審議)
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 グループ多摩虫顕彰、青少年奨励賞、
グループ多摩虫顕彰、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】
朝日 純一氏
純一氏 「サハリンから見た日本産高山蝶」
サハリンから見た日本産高山蝶」

午後３：００～４：００

【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３
平成３１年３月２３日（
２３日（土
日（土）

午後４：
午後４：３０～６
０～６：３０

２．場所
２．場所 ： さかなや道場・吉祥寺
さかなや道場・吉祥寺東口
吉祥寺東口店
東口店（武蔵野市吉祥寺本町 1-2424-7 吉祥寺光ビル 3F）
3F）
（旧、はなの舞・吉祥寺店）
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：

――――――――――――――――

