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『関番 の引れ』思いっくまま

普

3. i 74 tr tr: 2T-7 t-lt t
じロオビミド.リ シノミし並んて`中国地方左象イ漿ケう蝶はうスイロし3ウ Lシ ιド

ギであつ。以前|よ いぅぃうなヒこつであ鮨れ雌 らししヽパ1晟血では締諄漁り難け泉
に■ってしま、た。告こハ呟朱ぁ夕産地とい力れたヒこぅでそぅままのJズ能で残 ,`て

ヽヽるここうはほてんど`ちぃので'tよ ありまいか,そ レそしコしョウLン ιドキヒ同じ
より

`蝶
■のだがら産地で'(ょ ″産すうのが著通だが、樽ん地ゐ状能がた麦忌〈は,

ていう。く山の力十グくヶ承7」 ピ.IJじョウιンιドキιしもにξttt tたたの一っだヒ

えヽう。(“たムの虫栗'な ど'に よう。)大 ム鍼Lサ 成リピ'で ばまだかりりいるうtt'が 、特ヽ

ムふ系でもぁまリタくばんられ■い。

れは孝通にしこ融東t関西に行ってがら数日後に係集すbこ ヒがでtた。人7ぇト
矛ス啄力にマう〈°だヒし`つのに会社tさ ば,て 同山県蜂Pg7中 閉並Lに ムかりてみた。

'こ

チ0

貿坪
`月

2θ 日。ちょぅピしロオピミドリの最盤期でめ,ん。当時は中国自動卑迫は
述レ刀久途切人であったので確分長tヽ 時間クヽかって碁合のィンターチ■/ノ t下 りた。
そこがら算間台製コこ向がって細tヽ 迫がクねうねヒ番フている。卑がでっヒ友又でt
bよ うり迫た`が短時間に高度tが 七ぎ、ヤロ山地の合■/tの 上になた。このヒを目夫
tて いた‰人が `rこ ぅいうしころはウスイロしまゥしンιドキがいそうだ'生 、、ぅ。
こは入スキ̂

キ粽tぇ切って、そのたにけ畑Vれたがあろ。こんなここうによtか

`半
信半疑だ`ったが中の速度t募して秀ttて 見6ヒ 樹でらそれらttt分が日に

人った。株 ,tみ うヒエ しくウスイロしョうこンιドキで`あった。一面入スキヤ雑

孝の生ぃ繁Ъ″嗅したψ旅に多くめイロ休が花ぴた,て ヽヽた。′夕し歩ぃてみうヒそこ
いうじゅうどこば し`t｀ う。メロヒ夫岨a間の方む椛ん,林と林のイ間の卓,い ピ、縦
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2.

1曼 |■ 礁んではじメジョオンのんにヴな渋1■ 来たりしてtヽ ろ,ヤロム地の0地 ヒいうの

は何てしじたず
｀
勇玄特の雰田えtも つ系肌で、ス、ヽ平承のヤトタバコtB′ 充東大田fZ

資が点在 tて いう。力|レスト地1夕 なので輝のヒころどこうに石及んがぼミんと残
｀
っ

てて`た1)す う。海雨時だから易いかかってな景が憂絵のようにおげらに見んるoこ

りいう中で足jЪ とのんびリヒ燕グ'廻 bウ スイロヒョウιンιドキ|す 日本
^玖
泉ヒ|す遼

うょソょ行りり
`"れ

t与 んうつのであった。
この封糧リコヒョウLン ιドれ 日た迄Jむサ倹包わ 。りに出いつぎ`ることもあ多れ ,

λたしの11全 :予 新勧、ろというこヒしめろうοしがtヤ 日J4レしの台もにはこの場t赤ロ

うだ ろたが 人出ん て、今でも焔
算 絶1′電争斧

'2《
脇 ち

「
せ『 1み ,ヒ鰹う。ηくゎ人がしロオじ'ミ ドリt彩鮨

歩いたノι田てヽ|さ 良ぃ環為のところ|」 クないし、多くの人が入っていろミとしわって

あまり人山はオんねにt」 いようであう。中間の′夕いし穿りに上雁iと 、ヽうとこうがあリミ

の辺りの方がりヽヽヒも閉しヽていう。
ウ スイ l13ヒ ョ ウ ■ ンLド キ の指 生以局略し 曰 オビ ミド リ と よ く一彼 tて い う。 だ が

ち展「じZ;き :i税I管行に√野?『(鴻れイFЪtif縛鼻瞭I象
だがらしロオビより略メ」旅れる。私の才た、たこころ|よ 打すtゲ平燿■とこうぽがり

で`、わたたよう可アa力をであっても休斗色で博糸集tたち〕|もがなし`,夕はぅ4呂だ↑つしね

ないが。

算間 有走 のた地 で
ヽ
け標 )島 が低いのでしロオビ乙同じノ月2θ 日

`貝
力螺変 期 だが、一

珀えのた地はもつヒらぃところがわく、浮島力′～/″θれ′とこうであう。こハ辺り

に辱うとん性期 もクしZ水 て
`月

下旬がら7月 上9と なう。7月 2θ tt t通さ・ろとほ

しんピビミでっf乏 消にてしまう。標高ヒ関係薄く′ん墜期けZ″りMパ とほ|〕"―

残はおり)ミ れが一つのロギヒなろう
しぃか↑明だがリト常にた型であろ。この孝問イtこは標島がムヽ たヽめか′髭■的
'

:よ

|:警

,全
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雪|[:う

t｀ Lη存じ球;ケ i:執様
|∫千1i子

うちλ,1脇lit亥

によくみ人ていて′標本t―管した位そいけ区″」がつがりし`こヒがあう。特|こあいZ地
のJ｀ 形のものけうぐに分ちが算間周範Lの 大■1の しのはた夜よくイ臥【しヽる。コしョう

ιンιドキヒ1憲 別ろしすろたしいうハがイちじ`らたつい位であろ。tう酬し尺衆(名

誉の各めに時にあセ剰す)が林乞色うなえたヒtこ んなことがあった。コしョゥtシ

ιドキ。唯の禁晨dの標本を見て″このZ地ハ標本|ょ 後dの 弁え力吟著F白 乞のイロ体げ

誅 F鑑綜 線 米 1['力 i駐隻;れ
閉ぐなけ事の効 にバ 気がつい

ぅやあろんで`うか。''ヒ しげけるヒ、″そのイ立知

t;↓ 1年 l争 :夕 :『争:、

しらスλ傷′
だろプヒいつ。私ぽこ点けコしョう
はレ /ヾ /千 して

″
アンタのしこだがら当然
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3.

全請ウ入イロだヒ13っ てしヽた入々 ″とぃった。家晨翅のヒこぅに榜点t,,しのは
ビハ限雛 |ミ もこの二ため区別点 て(て ウスイ曰は後辺曖タト錫⑫褐色孝が第夕,`室 で

細〈IJ,て tヽ つヒうしt颯 てヽ うヽがらであう。しがt夕 くカィロ林(特に雌において)

はこの点、について′紛らわttヽ イロ赤tあ ぅ,灘曇ょ哀衝が後とヽ かヽらや|バ ヒしていうベ
突ぼ私が外晰後を,尺山嘲

“

紅したのは鉾問台地だけひそれ以タトでは絲ム高県(|ヨ 山県)

ル ヶメら原 ,日 名倉 山′戸か 十有近ズス上次庫県 )イ立で
｀
そ水 しわず力

｀
ずっ1に っただ 1す

で1あう。これらのた地の州影卜はぃず
｀
れもか青うでうスイロうしt｀″えっttし ていう。

コ イしにこ∩蝶のた地光tス ‰られら場所は次痺県内とイOTケ 戸申t/ケ tヽ たがういぢ几
力`|ナ たことがない。ιっヒもれぃ採:に 方が'ま ずが,たイ絶!1性は人しヽにあう。
た種∩食草|ま オ ナヾ■/ヒリ,て ぃぅ。このラ植物は周矢ュのとクリ渕́ セ単の一っ

で免の糸冬りしスがら夜ιし雛,ん あるんと閉く。供の七草になろイ立だがら′中曰地方
の特産リピヒいうことは■く日本中に分帝tて ヽ`ろ。比寿五しだってがってァポイ
務などでズ山見たこてt杞、1公 す。花が咲りば誰にで`し分うt目 立っりれピ.′

看ψ`
ら初夏にがけてげ仲 見々つけにくい植物はのびあう。だレ鶴び受でヽ白しヽ花tつ りろオト
コェシし住りとぃク。コしョウLン ιドキがウグャウノマ、ヽらのlま クザインウがi
学大群メか、ハなリクiバあるとこうでtこ 索は理解はでtう 。しかしたの蜂間台ウじで
もκ虫ハ9孝期に巧れた限りで`t↑ そんなにヽ 量のオミ方・ /t見つすたことが'な い。
今にしてもうヒ碁んをに

'漿

;t勉 |こ 4争 ってお,げよがつたヒ後rいうぅけ久ビt/当 時
lす み秋ゥ孫0今Otろ ラ饂だっ`たためもあってつしヽそ玖力虫研atし たことがながった。
「生毎図

`准

」(イス肴れノノ7%り」にはカリコソうの実1ん し食うことがらしされて
しヽろ′オブ窪のスカけ群胡についてはワ予タトで'多羊しし協晰リスが再友博tれつこヒtで みたい。
ウスイロしョウιンιドキの分々 |よ ,ス靡県,岡山県l広島県′鳥琢た県′多根県

:努::2をもi場;ダ劣121嘲観
でいし孜初に多ιしたようにわて

i地に■ったりで`者の洵%tヒどめてヽ らヽ
ヒこうはケない,島澪岬れ'の たシしは二漸』山一け71で ぁろ t′ ス島県でもnttの 岡 山

]1亀け斎1「Iξア:r::｀′ll鼻省段号lll象程
°
のな見ifみ鶴l旗え場:イ:携 :

ヒぃうのに現在で暉非常にクなく辱った。そうにて力んのヒ雄 t今だに豊たすら
のけ岡山県のけで(,島東県のJズ光が私には不案内であろ。)彙際には日本で象も分ゎ
成の独い`イヾ表的句絶ヒしヽたろ。 この受う付t千隣け虫巣が中国山んで1ぃ っまでも孝橘
に本鼻める1ズ

"も

の糸危くこιtたケるのは私のかで`はあらまい。

(千
"′
 私戸中古同録合146ニッカアバート
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達突物督 の2色

人野 和夫

肇老は1撻些絶tたゲこわ秒んぴあり,特に商條め関係で、逮簗呻勿客虫に迫堵 間ヽ
場的に接すう膚纂なも多く、今¬ヨl通去へ知λtし ヒltま ヒめた択であつ力V、 何分、

各P¬的ftえ t上 台にしたものでt」 く、内パ|よ 不十分で1め らヒ畔弘自身自党していう。
こ久t機なに、う骸 :詭 んのイ鶴飾 を只ありた〈お願いしい ・ヽ

… ρ ο自然麒 ヒぢ弘発生の困ス関係・ 0…

吃地物叩κlよ ′PTatttれ ぅ対象が′自然環九である場合が主体でヽぁり1宅すし力V閉

籠 t火た後 の生t条 |よ 、全 くド ラ ン入 t失卜 ,ヽ鮮寺た めた めみ ウVヌ 1孝
発 生 し,そ の地

塀全体ぬ口冶の間趣ヒなうヶ―スが有ろ。とがt′ 一寵静勺|モ 妨れ 弓うと,イロ人孝
位に行つわたのオが多く,た 、夕也がむ体の協同歩調が行 らネた場合で'あ っても、戌

｀

呆 11-日桶うであろ家が夕い。一時的であれげ、有魔し繰 り退 んこれ b含尺て`1ミ 久|よ
.

非常に危貧であう。例たば'、

/‐l宋ヒして、チを虫神]クに用すう場合がみtヽ が、当初あ
る組この場野こでグしんだt/の が、商鮭り返んt糸 てしヽろうちに,力 な`り強力にtr」 tヽ ヒ

女ヵスが州竹でヽせなくアより、ヤパて,をの殺虫和に完全り抵札力t示 す様にりう。

繰鋼〕にみ」業ゥヽヽ含まれてtヽ 水|が1人イ本にまで影響t及げす卑にりう.

白だ)に は′自然界勿北があり、かようなボんに至ろ前lt、 ズ敵t狗効に老用す

i:f髯[:墓[鷺il'野il熱
:`手:71hi賃iZ:ま

われていうのも現実であぅ。益呟lι 討りう

世間一舟れ啓死つ、ズイ行tて 馳奮句時期で`はりヽ だヽろうか。
… 。oえ色に後入して飛球達n目 的00…

女ι 力ヾ|ラ予し″各肉:Tに イaパ ttKぅ のぼそれなりに目的が あう。J「lilしの逮炎与りは布

基滅Jt田 まれ、場こ下の遅二気嗜忌く、俎 圧もあ tヽ 。タトを にほ ラスtlし 夕|レ をりが嗜友

しており、酌フKtt ηイl入 に対に乾繰くしにくい澤崚主しり,て 、ヽう。形乞め気ゞ 1隆 け島
く、イ親 :卜生も向l■ しており、ガ崚房言L鈴 うt史に今句しヽ形4主帷は人麦良くはってい

う。人PRHに ヒ,(皮こ椰燿えば女ιにこってゥ柱み■ぃうたで、イたらは自3の 形種の

用|し けうろ目的で恣る者」用しようヒうち,一 う、イたう暉エサtだめてイれ＼、し■米

轟 穆』「 lν [等、
な
た謂 纏 競

]:なギ 1:[綺 γ tti懲■は日居すぅ生物(衛 生ぢ吹)で あろ孝
t、 さ築物め精械おり針であつ木材・瞥材 祗ヽ々 その他こ材(夕タミ暑→t力 ]者 すう

C
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5.

もの七承J上 |デ ク事にしたい。れだし1ミ 久ウとれす孝弘が同時に衛佳言虫・住品
%タ ヒtれぅもヵは右り4号 らので`おことわりtて おく。

′。人ウ虫ンロアリ
逍蒙物に対tて 孔も甚たな礼客t与んうのがシロアリであろ。

れが国では毎キコうθ万アものイ主なが逮案tれ ており、その内」θ%におU主ちでぁ
ろ.ホ■とスタトのεklむ鏃助コンクリート瑳二の住宅であっても、水材 t全 く4実用 t

晨琶熱テ17凡ア受花RみLlti乳 [il易特循量

'全

iケZ義
|〕で#鷲 i各 [品

洪火た松 生発tワんでtヽ うしいっても&で なぃ程あらゆる許卜水繊ンはイえ甲t歿

]」 L先
『臭曇I裁「£7呈停珈纂野銭疑テlll品みた猟募

各1走
'瘍

th肌砒維、、ガZ州
1き勿t構バす鷲言た

"で
あ算

しめ、そぬ薇君の赤三度によ,て 地震や台風
「」ピの入実に合んlぎkハ したまりしlJく 71tll朔たttて しまう。 ぇ、木オ才|び

｀
がりでなくレ

焼ん地ヒt:有 名力場亥省避f戯勝:ιササFl駐胤警童〔片λ;キ)な↑;謄,を
うヽ。本i吉 メ♂卜の遣吻だがらヤ|じ ひあリヒ

|が あたつヽ「ヽ↑)ヽ
たびあ)・

1-1、 ンロアリの種類と分々
ラロアリは世界中にケ布tて ヽ`うが、嗜に亜熱帯` 柊帯地方|こ 多く、/7′′～2θ′́

僣頻、、ぅヒされてぃゔ〃らごが口で現在状めれてし`うウの1よ 次の1晩諄種類バゎり、丈

バトよって寺7ン シロアリ′アマヾ ンロアリ(い ずたも竜美」ヽ欝に分をし、建物と
カロぢすb)の 2チをと夕]んぅしのしちう。
ヤマトシロアリ  日本を目にタル

'。

高ガ枡中に生急し耐寒1性 ムリ。こ物力0を 。
イエシロ7り    泉カメ面に分″。高等生発をし,最 たのえ物営虫.

オォタロ7り   なJB協 肇メ南に分々 。大型び石朽水に管え。逮物力0宅 ナン.

コリ/ュ ンンロ7リ  ハを山群島に旬々 。大型で結立本にちく。逮物加宕タン。
ナカノマクロアリ ロ|ヨ 輌几111ル 人ヽ申

「
分々 。前増にル人に特″拠じ持っ。建物力0宅ナン。

デイユタンロアリ 南6唆地に灯々 ρ乾材t花 う。盗物ヵ]言 。
カタンクロ71)  ロロ九ヽ |ス 申しヶ″ぅ唯炒中に生わり選物加宅ナン.

サツマンロアリ  高‰n■ 1‖ 人申に分布.宿た財芽ヽイゼ板に生3.建 物ヵo客 ナン。
タイワンクロアリ  ォ縄本島ス印に分々 。木椎孝ヽ4物と食う。i物力D著 .

9カ サコuシロアリ  ′ヽ空め畔島に分布。地えイ土ι・刃け上に菅漿。達物力0著ナンo

ニトヾ ンロ7り  八壺山群島に分々 .扁朽木t住 り。逮物
"客

ァン。
このりち

r住
事い」t喰 ぃttて 常 にFDl題ヒ専らの t窓 ィェ ンロア リヤヤマ トシロ

Э



6.

アリやダイコク/Dア リのう絶ぴあう。ャマトアロフリけ′ク午水艶前は光力迫に生急
tて い■がったが'、 現在れ呪社Lがまし,λヒつってヽ`フ.ィ ェンロアリ″象血生急完
置t拡尺しつつめり、二茄半島 猥ヽ須賀従 が比,スで`、聞面では糸寺付近勇でん上
kて いう″

J-2 々マトンロアリの智 1生

ヤマトンロァ1)は 日本全国に分々 す0が、達物へのな″暉一般のラ慨勢勧缶な めヽ
久ば

｀
タタこ∩上3θぃ4立蓬しか行がず、ヵ曰著親 もZ´しヽ。湿潤可木本才t,みけ、夕り彙す

み
、
ま彗↑彎留:昇雰雪深:発、1:I讐冤Trt,1劣 r〔きも11ィ;ritttr
J-3、 ィェ クロァリ43)生

イエンロ7り 1事 比鮮史的列詐えり地域に分布うつが、ヤマトラロアリ乙現層り本Jけの
現りえヒ|す 関係つく%漠 tた沐材tし ヵ]啄ゥぅ,豹Z左小t'すみに顔■作り、ヵ,啄
J曳質もイくりF常 |〔 Z貧 Uボ能にとてしまク。えけ大tく 王台とヤ1じ にll｀ 望が目lυ 円
Jだ に働ιtt tれ 、 |っ の塚」・ 1′ θ乃匹 つのァソが生急ぅの′ヵ口考詢分 IJ若 率でぁ ら.

フk彙 り焼逸t作 り下移,よ り水tttψじ、発動考7分 t彰夕にカフ潤ガボ食3にイスってヽ うヽの力べ'

牛キ薇でヽぁぅ。

でマトンロ7リ ヒイエクロァリの¬増t簡単にん分りうには、往落移「分亡―夕7分
滅t、 そハイす運Lを 生ずライでコレコンワ7〈 .サ うと闘タメ

'こ

がら、よ〈ろとしにメこ
アゴt持 つフスの211iホ褐色のス蟻がヽ少て来ろいで'

されをつゲまん%Lと押ん秒ヒ白ヽ 承ヽ■忠ぅtの 力ヾ
イエラ́ロアリであり、ヤマトンフアリけまtり ヽ`。
また、9負

'P嗜

ャマトンロ7り の場合同笏7//で 'あ リ
イエンロアリゐ場合9口形之ttい う多がらι冠分
けら九う。(gゴ 参照)

1-4、 ダイコ7ラ ロアリ∩習1生

ダイ]ク ラロアリ|す こ柔人多以印に分々 τうが
ヒくに象材シ曰ァリと呼|デネ之キηの専L瑚いた本材
ヤ家具,ピ 7)ヽ ステレオ好ピ之夜%tl″月駐のようり乾いた竣t落ヒつクヤマト

シロ7リ イイエクロアリは冶翅タヒ■ったり佳雄ヵッ群侮(入 オームヒ好ヂ)し 、シ也□
に落ちたア↑で`翅が可スス(7カ タ～/ク θ"住飛ぶ)、

一
/‐lこ 尊り

“

ず上中|ミ 入り、本材の

ガ」ね目やバ材ヒ上のスキ間イ虜水の根
^下

リピに社会集団0ロ ニ丁)tイTろ が、ミの

ダイコクシロアリはモんで行,て 始、ヽた,1が ら(上 ヤに|ウ 人ら■い)食憲すうr― め、
大たもんが|ち い。
」~J、 そのんのり1生

生毛環は、9Fヵ らヽf翔じtた

`力

恢|さ 兵瘍‐胤残Lニ ンフのぃずれがにはり、ニラフ
は群化の時期|こ りつヒ均翅虫ヒ|」 ぅ。(図 2参解)

ハ

(図 1)系鍼頭:P(托鉢肋畷 )

A:ヤマトンロアリ 5:イ エラロアリ
〇

C
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ぅたヽ 単マ研春迫引し たり_― tW確
斃 I驚 1ゝした7詢め んちぅ箭れ の)未κ熟7ざ級 ;ニ ンフ(廂 翅呟にちら前予

」́ ι、クロアリの夭故
シロアリの入藩支|プ ロアリであう。クロアリけラロアリの′力虫vつPと 狂Lて 労〔め

【ネう。こぬ場合弁覇矢応勇
'tト

ユゥ旬りが、相すに
'｀

みつくヒ噺夢けに帰t幕 いoそ

めため相今し殺うが自分し夕じめ訳
『

あう。

1-7、  ぅロァリ4ア リぅ髪しヽ｀

シロアリ(宵矢ヨロ)は 1多ゃ生毛様 式は7り (別むど日)に 仏 てし`うが、アリ^″
FFn

ぴけオlく な tち ゴ
｀
古7"l,(空 嫌 日)に 迫 しヽい 力`れていう。アリ嗜日本 で2ヽ,θ た 花

状1ら れており、年りえた事も7」 ヽヽヨコアリパ藤んで来てシ0ア リη右廻吹ヒPo3壺じしぅ

孝がヽたびたび右うので、今早く見分t,b譴 者があう0

¨̈硝
／ん

(第

シロアリ

図3 シロアリ

角虫自、、ゝ 、、、

=η
ニ

-4資 畑

｀`
胸｀``｀

――_、
_月■ 7t)

CEx r)

:次 生殖虫 )

:殖 虫

若幼虫

｀`い`卵
/

の有翅駄■.調 7リ [wooD-A

Э

〇
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ヤマトンロ7り の冶翅虫は4月 中旬～5月 拒|こ も`りく准畦に、雨上りの着間尽場
卜向が,て 発、デ習,畦 がぁろ,イ エシロアリけ

`月

ネフ旬～7月 ′ο日にがけて発生し,

夕るがら在ヤにかけて電瀕めB月 か`りに向がって係3V毬 1性があり。″ケι4はだか影
響で半月ヂ野た生時鶏ヵ理馨魚

「
ヒ孝風ちこれていう。著血相ヨァリけ9月初ワ～ア月末

にや`けて発生すうので、4■ クロアリこの発生期が`7月不″旬～7月 /ク 日にが|ケ て多

複tて おり、少っ習lllも仏てヽ うヽハでこの時期がでえんでぁっ。クロアリ∩右翅虫

こ呵ヨアリヵら分り万け胴 処ヽ・偽焔 にたの雄り旭具があう。胴13シ ロアソけずん胴

7り けく〆れ沖

'ど

めう。姻応シ0ア リは前翅後がが辱げ同彰同尺′アリけ前辺が人
tく 〃まJが Jヽ ttヽ 。郷角応ンロ7り い殊数晨、ァリけ「〈りのワ形tと ていう。(図

3勿り
もし/□ 7り の冶女日虫が足のサみり務ウリいイI発生とたらォ巳当の権ながあうしのヒ

tt刀 わ叉イた一ム乏クロ7り につぃイ写Jこ れ
ドナι力あtiし い。イ旦し、永久

'う

」tめ でlτ IJ

タキ～/θ身)塀癖午の1青孝風にようと,矛中ア
.たた乾″ンロアリバ雅生tて いうと開くο

ヌ入方去港町ιあうミヒカ`ら、米|●Ilあ た1)ぁ あう循′シノロアリが鯖i入 品に
'th糸

ぽ入

国tて 、ヽうイ能性もあり、川鶴そがたがれてぃう,と がt、 この1青キlカラ欠ヒtた ら
大薇L■多でぁり、聞通いであ,て けしいしわである。ここび参考,す にえこの方イ立
ヒシロ7り ´ネ誕蛯発肇ヒの関係 その 制`慟に記つと、す押 Jヽ こ4則 ヽ

中則
‐
輛イ貫lヒ ちう。

丈、37Z711に 多ぃ
"1負
ではパ宦 6ヽ7年 んヽ衝所ヽイ更許ばようο夕L4allク パだで́ る不た

ら
びるり色アリリ゙卜の軽虫
2-′ 、酬翅日の中の逮簗件リガ虫
立無句ぢ呟の内、クロ7り れたに頭角t況わすのが瑞翅日(甲 W、 数)で あらο絶

数が多く、白ぞボ籠ではお1未 tiヒ tて 住すためあ鋼考呟ヒt(落名あぃ颯達ク後
しヽ。これらo咀ん 中で枯水t'3む僣類は、壼ちLが ,た 家ふたまたま健んで`スて
そこにイえわれた用ルが,5)の ェリであ・た場合当然絶勿繁 れoため卵を生み付 りつ

であううし、又ヽ乞なボ能で生み付けらスたまま建築鋼材 ヒk■イえカス、幼 ス`が全

老う写孝も為 り4暑 う。この知 玖1■ 写生すつ虫もユ次的刀霧 弦しLR券生す)。

第辺日の中て“́ 者啄のみヽ のヽがしうタキクイ久シ料のしラタキクイムシびめb。

特トラフン材に付tて ネたZtル |ラリキけ右名でありが、うフ/炒け也作ルヒtて だ
内タトと問わず広くイえ用tれており、防虫処理ttた材料)ヽ人外そのぢt紡ぐ浄faは 解

「 l景脇|:li畠 (ア :『 :1'1今 F∫ l17;'ξ友を考:繁1:9]晨 [【 :“ .ヒ

次にン′ヽつム/熟υ@々 慇うのに宅t与わつので均名である。マッデイクだンム

シ感松ルtett t、 松材′白人37)の みずぅんで食ぢうろ。ね耕け1琥辞Q材 ヒlて 多
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○

用t火 ていうため澤糧力に壺言り抑分でぁりゃ尭こでヽあろ。金客ポ鱚嗜しぅタキク

イムシにユ〈/仄 てお )`、 献虫も0たた77/を tて ぃうので`よく間盗んられう。日t‐ 府間

のフ|し ホンシドンムシは、もぃき藉t多 く威
ヽ
書tて ぃろ図燿舅瘤なピにたく利じ客が恋

夕・クツしずツ′ヾンムシけタクミt命考tlタ タミに′|ヽ ti」 無敬みえtちすイ史いも
ハにはちIJく tて しまり。一般 め住 宅に多い。 これらの虫の処理哺くん蒸剣鋼埋(遭

ワi衛 ;;IFl塩積11ま看1'驚k:F'朱
;:[;;｀,if)IIIII)′ilil:Iすガlシ ンタイハシがゎィ中間で今tLタ ケτ

者に発生に、家ヤに推ずまわりtら に嗚ろ▼孝オ7の 間に入り、白東シ7分 |ミ 沢tム け

よをilI::il‖′を|}を1を11:ilil湯
|[マ ;21::がξittz【孟掌

装材之夜なすかitll絡;;3,ア矛去ワ
本蓼空ヒして有名で1あ ぅ力V、 ウー|し め層

シ料 しヽメマキムシ升 キヽクイムク升け木

7を ,危 I繰[l爵ふ9』宴teillイ;冥「書暴義どlι隻島違ittl:鳥復|ラγ
ため益虫でぁろ。カッコウムラ料も同様であぅ。
カミキリムシ料の幼女は勅 tゥoぎすうため森林著蠍ヒtス 為んでヽあつが、 こ́

玖力虫に身生うる ,ヽ 子の類之ユ次発 生ttろ 争も良く抹oら れていう。´
般的ltたすえt

イすけたま卜の材料tイえ用した場合にこハ艇」ケースド起参.高 16り 建築日″ヒtて

を支孝え達場とで恭乙に鋭竹が:遅シ作イt紅材しtて イえ用tた うが、これtれをtて 池名が

高ぃのが夕ヶトラカミキリであう。こ承にヽたtあ りられたら交換しが手が舞ヽヽ9

2-2、 膜趙日めヤn違 築物乞虫
暇翅目ι種類が多く特異■』llt t t/フ ものが居るため、その習IL吹 |ミ 逮智りZ虫 ヒ

されつ。ニッポンしデナガ|｀ ナ/ヾ チ1♂ 自然状能でlJ土 中に雀直に業t作 ろが、イft
像巡った0例 がネカl智電、%の 工壁lt,(平 に黒数のたtあ り方tん と大1■えこせた牙
が1あ ろ。た、7り がタバ+料の7□ 7リ ザタバチはたに|す aがあるが4に は畑が黙
くた̀た 7り にスくるたてしヽう。 7う しデシ′ヾンムクf′卜透の下兇リンで`ぁり入ギの皮ノす
りヽづ版にイすいたカミキリム/の 幼虫に多生t、 人ぁ生する。あう任宅メーカーの日

地で'大量施生し, 人ttt t、 そこに,pt生みっりっためひピ`し`誂 tわ こt社会間
と に)で 発晨tた孝があり,

2-3、 その化の逮築物Z仏
以上のにに、ネαで斤(7ロ スヽ ネ史` 7孝 み4)taぢするウのに、/ミ バヽッタ

コォロギ ゴヽキプリ チ`ャタテの数が,り 、短気のケぃ4iら ∩タタミに|`コ 方グニ

ケ
1人 〔Fごれ を麟諧 ∫骨諄 躍 (Lまでぁろが、日本における威 申1晴は

/⌒

し
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たもィしt【 バリ、ラ多りしt優先つうより供給が先スでヽあうといった考ん方げ改善t久
ろ見とが当色りい。ケイ処

`更
に自然がっもYtに、宅地化は違角するものし鳥われう。

をのために今きで生eし ていたλ虫通し柱みがtiヽ よヽtス 、蜀うぃもの|よ絶漁
iし 、

tたたが爆レ分け人間の「准すぃJへ の4フスt3tみつであろう。し力`し、運男智物宕
颯に理臥て哺 万全■緒置が、地?で あつ′木材 1官 世界的 R冶 7λ 旬資源でぁり、ア駆力而す

久1生 t特 れtLつ 矛が外々の数務であり資4ヒ へヽんよう。た地 の開為も族本的に見直

し、自ボ t可能■Tたり残 t、 自然ハオトの地 7//t生 がす今スは学賜llに 困晰L■ をでほ

く、アで米でけ眈に 総́ オ琺ヒ旬ってぃう。パが日でけス的り1劉島がえよていうた
め当分んの話であぅが、自グヒ∩スちが図ぇろ務

“

かや計画が́ 曰ゥ軍く颯況でき
つよう願うものであう。

(千 ケ
`5吹

田や山田南291レ希千里■′-4′ y) C

蔦件卸赫Sん耐ρθρ
"τ ☆

オ方力
｀`
アリノ＼の虫駒イLデる「↑

′7 gl年 1月 25日 、渚予餡0イ■2ハ 森 会にてオ方ガ'ア デハ
のウ詢とうラ負得たので、そのウ亀イt場 7年 屯:ι lて おく。

蛹けメしらいハコすうヤにの二次床の林線にわろlら さ3はん 直ヽ径 3c気位ぅ五十が

2っ ぼ幹分水tた え沖わつ人tい イ又ザンショうよッ′写た。イ寸近にlJオ すけ
｀
アデハめ

晨樹
llttLま %h,IItti暑乞をえと,の

イス1ガ ンアコウが食れ 尾われら,

句す、′蛹■′気夕み偽イラ̂高 さに背蘭をりし
に向す、tら に1蛹は2伝 効ι気イ立́ 高さに省●t束 に向け、いず

'れも孝牛上に蛹イtt
ていた。蛹のιけ幹と同じ黒褐ιで`あった。
機身、こようより2牛・コπ′25・ ■7に あ 1合 が,2`、 コアに′♀がフЛイじしたク

(子 191 日噺千Й子|-5ダーダ)

◇ ネ命 ノ＼ 久 貝 の 糸召イド ◇
鷺らの方々がだ俎まに。宣ドお薇い教はす。

麺 [■ lこ

%PI Ilο ttaci10tttr■ Ns,N

民 名   テ イi 許

半天知た /8
山上真化 191

曹 イ参κ 171

オニ鼎紹こやん
^上

D「 ||-38

中魚え叩日野や新町ン5-1日電 電:も

東京御 11ヽ 平テ||ヽ 11町 |´ 37?′ 死舘lo2う乞

力
｀
業 丁Eじ

あ矢買  θ智42o)夕う26

会社買  θウタ(別 )3件 |

み 貝 θ42う 件|)場 31

(駒気召「 瞬年)
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ち
ス薇嗜

ダ

フ

フ́

シ

ス

(図 2)

ローマ空″歩」色辺1

(図 3)

テ|レ tり 周辺

／

■

　

ス

タ リア の蝶
,-1lr)7

tf'\7rE

t図 |)

イクリアオ陀を図

:キ歌

1市

1糞

=|ー

野崎右生

イマ占し、話で?D怖 でヽすが
'、 ノ7蓉卑ι

月ヽ 7月 ′/9%年
`月

これ用で'イ タリ
ア|こ う回恋歿 t、 をのPgnよ る,F、 平地
で進ベイう/′ 日F8P希 ントt掘つ燿姜ながあ

り、イタリアのタル 場́に触れうこと

がでt'tた のてい多ιllttた どりつつ、

報鬱t=すρ
(|)ロ ーマ逝」叩

タカ近くに)し祓釣4人 ネttて いぢ
い蜂承が'た がっており、7夕年ι月3日

トリノヘの帰豚ゝローマキtケ 早ヽ日に
よ笏tt、 20キ Fun休18寺間なっくり、/、 ィ
ウェイに恭クて歩t口 り、こイコうシ

Qブ
｀
●′メ 今ョウじンクロ /`1オ ιル´

口 じヽョウ毛ン七ドキの線 イヽカロス|レ リ

ラノミ写約′西須孫集した。夕し軟的花が多く
ちょぅとした時』が燥 た時変tめ ぅ斉す

あう,

:ヒ 7七 l珊升ァドリア海にntたを
〃で、2ヽさ国内タトめ苑引くラ答各で断

"ぅ
1、 t

な日丁で`、さミにシ作にヽ ″ヽらt建 ;を■うぃ うヽ

託 [で生張にていたる何度りヽあ方糸た。町が

ら4b位のビフエ |し ソ‖1周通lに 蜂原があり

協Fロ ーマ聟翡じ曰膨陸類であったが、グ
イダイ毛ンキ キ`アげ・ハ ベ`ィ マキ時も

みら入千こ_7月 は極めて発く、夕方社孝を

早日に切りLず '′ βテlel恭影毎氷′0と tて がら

夕方ケθ寺颯より孫集に公勝すbと うヽ 各緩
゛り?だ ったる、たしたハ果喀なっていだ
い。/タ リア痛在ャ玄雇に|オ ′人もなリミ
とがム未り″`ったが'、 テ化移りの町よりご

Э
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フェルサ‖1起た ,た タクシーム違 4ャ カ V、

ネ B毛 しい嗜業を琢 っていうヒ.ョ ーロンパ

タイマイtl顔 薇ブら水テル|レ乃りtく れた。

(3)卜 1)'日通し
フィアット′本校り也卜l)'|す 、イタリアらしからぬスヤ々 落ちっいた町で、パート

す―ハゐ社が`ここにた、た為、́及しaく 舜在tた ク毛レプラ́ マッタ́ ホーンカV

/′ θκ負́ とこのに位こkl● がら,し にグリて逐ζく雪tぃ ただ`ぃたア|し ア入が'響 ぬろ。
第一|ヨ ロ̂忠歿では、ネ刀め上` 日も林おず:逸忠が.で tり がっ たる、でむtん す

゛
2～

多B寺間の時間が六れたこミろで近くの上に公溝トリてみた,スキ々緑けみvバ整猜こね
たら級住宅地でヽ、かr」 りたこ月公園もぁぅがほとんヒ「鍔し でけJく 、時たまJヽ ぎた
すよヽ マ`キ′ヾ'ノ ャ

'メ
イスt― |し ヒー入が藤5だ友で、ラブミ類し見ら薇うがった。

しり ,ヾ |レ ドネキア
′ロロのな残時ピクやら休みιしれをりに

つっためでホテルのフロントのマダムlt長野
め形λん地亡脅″たとこぅだ|レ ド希キア ヶ`ニ

|レ ビニ`ア写椎落され、長も今老にウリてう■
ヒミリで工 itは 彬けて年た。 トリナより∂θ
k換位面、フランスヒの日為|こ ィ立置tト リノゝ
り列車で約 lθ寺間半で`形く。トリリカ`らの分
イ立行(ヒ

't穆
、ヽたワ|し 7タ スのF親 とりり

当夕ιt 3θο′仇たぃ山|モ デこ渉ねえtし 町`で`あ
り′燿1動 がマで仏にヽし、ウ`ルの規模は″干イし
のア′レプスの出に光 ′ヾ卜さじ様であ が、′|ヽ
ビんまりした日本人向tの 宿のすろシしでもっ
か tl気 に入)て tき った。駅前の道t″分花
4i〈 ヒイ気蜂地イカヾ夕え

"燃
、推 の々/t冽 崚tιし

れら斜面でデ|レ
′のシノミ`

`イ
ヨウじメン

ロ じヽョウιンtド キ類 スヽ響インの製■し
バ`|ンド

｀
キア周江L

○

〇
レ
トリ′

ョゥιン` 今々 マグラ
`セ

リ数t孫 隼した。ば、、たこヒにζ月′日に託にェレじフ
げ ド

｀
ゥサベ`二しカリ)がえ生 1て いたが、カン寺[た アポロは新動しず

｀
、フιマッマキも

ノ♂に糸答った。(フ バ
°□111週間後フランスイ則でをた彙うることヒリ,た。)

/77夕年7月 2日 目́ 強頼で`再グ'当 ウじt訪れ、前回スイ晨が't暉 ど良〈なつ`っ たミヒ

もあ,て 夕子勧苑□が激し`ったこヒt及 若t、 崚夕帯についた迫tど
.ん どん夕って竹

くことにした。慮松め様り水のみヽ 森ヽ林玲之過ぎ`、伊1よ り4のだ登った辺刃より林
が切れ、デレ場^元 じゎ蜂ゥじ孝ヒリリ、ァポロのイ主みそう■メリしヒリう。采tて 尺
さぢ白、ヽ製長が上下運動放しく確んで表ろのでで(遊外ヽがけ希ットインしてかうとア
ポロで`あった。標高わθク気位ヒB由 れつ,し点で'、 孝l金 平らてL終場もあつ務,,の 場許
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が′うり、ここで
府物tこ t、かぽ
つこヒてうう。

ク風水で
｀
ちった

ん、イ教ィラは形【
派んでぁっしが
ィロ体数暉火い
夕|∫ く■ヽ`。

'そ

し
11 こ とがらな_lt

疹り喬び針
「

オす|
の林が場ゎ仏下
夕が多くりり、

蝶相も早■って
くう´クロホ シ

ウスバがZ地
"に

,甲
しヽ、ェレビ

7｀ フリアスが

\ ,.,h \. ,U,{.)

多ぃ地点でぁり,7ポロは2峠バベ/ケ イ草の数の為ガレJだの地に衣熟3す る、のに討
し、7ロ ホンウスだのた夕急地哺死多寝tし たくちろより可坂キ寺のシt｀ 卑シ也ひ数百にと
陥((え全に着ル分けて、ヽろ。エレビアは|卜 型のね類が;循 、中型が'夕絶採れたが
綸げて日本のワLマ ベニの厳43月 うtが無く、夕じr/tり ιんのものが

'つ し`。この彬ま林
帯には他にへ1)ι ンしフキ今ョわ`じ ョゥ多ン類がかられ、きたデ|し の́シ′ノミも

グム彪コし多くコリドン|レ リンノS・ イカロス|レ リングミ しヽてンノミ多数伯がしヽた。
アタ%年 ι月多ロロの強鵜 千繁は、前年|♂ にヵ`孫久′よ力`ったクιマツマキと鮨度

のえ、ヽアポロてるユtヽ /周 /2′ |)日 にウ地を訪間、町でパ シうュラモ予約 t、 コカコー

『け琥積、鴻〔
"]鷺

昴I:」芳r赫鴛:アだテ千。羊J111争 TTr
数がみられた,日 本てЦ11(ヤ 見々れなし`な♀のもつたかつた累ナ」ビtaミ リltりた幻、
美 tい 目1)の 山々と末に発分堪台し,つ ここか

И
でさし。アだ口t畷レにあ生しており(¥

テi勇争llTTl妻 ll【 ]1:じζtlシ }をみiヶ 14:I姥 ;|くLぶこぶ[[flr
ヨーロ、ソ/ヾ の山のフKIよ ガたく彦んで`し`のが

'も
Kめ為力`何グをに多党うないで水だ|ケ は

日本の引くに勝うつのは無ぃヒ痛むした。

`円

けまだ易んシーズンで`け照ぃよつて'、

ラ白っれべ)ション|`彩ぃたというボあで、イタリア料理とつインにt象と打ちつつ、
ドルド・外キアの夜は、;サ い ぅヽた。グ日け化の夕菊tも 焦点tあてうことにし、クロ
体シウスバ`ヽ ヘリιンLン キ写の尾る潜蜘沐帯ヘヒヴろ。 この1詢種ι前年より魚¥たが'

(rt rr, r' h + 7-7,I: n. I L?'t <
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たう`ったが'エ レビアは3種類しゎヽ居ず,こ の独 |す 7月 ゐぢが多いようていあタクしが
t前年豫れ●夕`ったゴマシノミゐ数のアリノンンノミが

`月

にれ たのには鷲 たヾ。
、ヽず人にしよヨーロッノれ・は

`月

に殆んどの種類が一考に強ろょつて`、夕ιツキ｀

マ/日 ェヽレビ7ヽ コリアス` ゴマイが同じ時期,“ んど同じ場71で孫に,^け有
ヒも効幸のたいこてである。
151チ ェルビニ`ア
ホテ|し のマダムの

もう一つのル71在 携引じ
でトリ)ト リ|ヾ

'ス t
盆ヤンマティ9‐/で

｀

黎」経で
｀
3時間で`行

|ナ う。%1回のム歿
,キ、

`周

l午 日に訪れた
が チヽェlレ じニアit

近ゲ〈F/rtぃ て'り t
らな ヒハちろ厳ち
出が現 えてtレ )で

'ヾ

ス ハ碑
t)に こ フス

ぃうちじ'さ ん|■ 闊く

こlLラ テ・ウェ |し じ'

一
'(今

ェ|し じニ`ア

○

(tイ ヨう)ロ ル 'ス
(rtrul.4tIl:<) j

の山)て のこと。よくさく島科いてかうヒマッターホーシ´ イタ,ア での呼び
｀
んであ

った。今ル lし ビニアIJカクを2ク′θ仏石」こ住こ t、 ここよリゴンドラを2本来り継 いで

」勁θ気位のしシテ,― ザ
｀
との蜂ヤ都に動 う。ヵメ|に マッターllk― ンが選Ll)向 う″jけ

スイスめ`ソ■|し 7ヽン ト́ ι月とl」 しヽんスキー落Lが ,く , ァヽ`|し 1ヽキ ア〉リザ
｀
っ ヒ広含

人でコンロッ/ヾ ア|し フ・スらしい所t.あ う。しつ`t蝶のなけまだ早過だろのがメ〕)|デ

っ1孝
つう咲ぃていたが、夕"7「 ラとしり類ιJ｀ さ■)ノ ミら+3頭 しか擁久す

｀
、この

日はえ全にマ|し

'′

スかりに柊った。+ェ |し ビニァの風系、夕が難索畔負がったが′久喜
とい′ロニ,政れた日本ノ、には間足にらわめてぃが

'な

りろがず 彿局1度 ヒザ行力`l」 が
っ7そ 。́
(`)ιゲーた (フ ランス)

バlし ドネキ7が らすくい́たヽ トヽンキ|レ し■)マ ルプスをくく・リカにげるしフラ)ス狽]

のtダ ーネ ヒ与う。ワ |口 のよ吸犀ンたハ体卜の
`月

/夕 日′何 とがアポロttたうクと

′ヾ|レ ド升キアによか1ナ たが`、生|｀管雨潜釧兼ヒリ1)、 一晨気に泉1)″キったが●噂上らず
このまき卜り に‖弔ろハしつよらちヽ aヽが し、ちょぅど反子H則のホームに入ってき
た 1)■ ン行tの ,1中 に籠び索ったρ2θ 分位

^ト
ンキ|レ tJ塾 ぎbヒ 雨け上んでおり、

〇

l
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(|コ ケ)

雲も切れ,台 ぬ尋日tん もさしてい)。 線l洛ltガ

って並がぁり細長、ヽ町ヒリっていろか1、

うぐ俊
卜疇 うtす よで、上からけデし場もあリアポロ

^尾そ
うち蔵じが.す う。強占迫■λっけどルどんど,

てつくて、3θ分俎びトーサカめ『萌ヽがあり、何(

■ヽヽろした4貝り́斜仙め後らい/iLに 大型の白いまた

がよつわりつくようにもそtそ 動いており),a竿○

○

( I l'i 9 ^'= 
ckr )

(it rr.,lt17 r:1) アデ|■ ョう斜 4絶
タテ/、 免う斜 ノ4種
シジミ‐Y.ウ 枡 ′9佳

鰤 関係で、リストの詳細博噸藤ttて いただとlt

)□ 十ョう料～
/夕 種

去|メ たう料 /7浄壼
ιしり毛ワチヤ 7浄窒

たが、文で砂方がいll■ ぼ

毛夕L`希 周辺

どち■ン

ら立■本しの立ってヽ ろヽ名P作 1日 跡のよゲJ地点に

よう。実卜びって学くて工しじ|ァ ェヽソレロ汐`'

飛び虫t,次第lt aい R,じ
,ltり ってきたと尾っ

勺t升
和ァ

が可ホ代りヾ`日 lt＼ った。1浜圭にすく` 上`ザ'、 こたが代がアポロ第1号 ヒ可フた。」
`c快 4生 の中耐再^携 帯 綱 だったと ヽヽが ウス /ヾ シg諜 りずっとを 最店 があうヒしつ め〃V%一眩であった。わ近くにほ目じ後し

1骨 lⅢチIIliγ爵IIど 3為課aFi設週,た が結局上ってしヽろ1頭 t追ウロした7

く得ってきた為;lt上 げ、トリリ45tの 列卑に乗うと大泣め雨ゥ¶摯りはじめた。オ
めがすヽていたアポロだ|ナ にこの日め2,員はルネイ多ぬ得ぃ公てち,て 、、う。

イタリアは経ラ亭皓九がこィししていうい 力ヽれろt
のハ8然 け宅がで、バ|し ド希キアのム例中ピ11クん
ピ に`会ねすl蛛しな丈ヽ種類場富で実tt、 7ス リであ
つたり植吻Л卿えけ帯上tれひ ろ派τ“、またキ麟
地は4固 人のチリトリーがえ。てヽヽろう毎ので,tt
ぞすらが 、蝶株朱にはIIt卜 問題 け諄力`った。 トリ′

写 |夕
||ア 先著アl本 人た し7う ンス人に血く、ローマ

弓「オfリ ン午呻南:レ 人ヽ昇ヒt↑ リミリうようで́うろ.z系
はフうシス

'こ

噂iじ ろがk言みが般 諄いこt｀ う目柄

為夕導 鍍 絡 盗 £::rt織桑,7.胤篤
適用才糸場にと発しむこと力やで`tた。

(I'そう1詭 リスト〕

租イ共いたに1す 。
(千 /`2 欠静膨計痛区矢来町ケ )

■,,||||
鑢 ‐

|  `
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観 察 レポート =オオイチモンジ=
π推邸生

(よ んか
｀
こ〕

日本におするオオイ今毛ラジ
｀
の稽も地ほ′先力迫及ずf‐7ち ,山 atヤ 嶋てっぅ技%

静風̀ム 集′ぃえ卑ヒ湖務杖の1迫夕県卜「たられている。このりう‖事になぴ多く,観擦に
通 tて ヽヽゎのはすじ力象

'労

彙̂将
い1飛現であうヽ 地理的和守tた んれば拝‖|バ

イ適1で あつ。 オオイタιンジ'に

関t(a観廉ウι
`漱

ヒt■ け、口淵気̂
ん著「高ムゥ業J

皮び「日本ア|レ 7・ スの弦巣」があろが、かしポートけこれらのノトにうしtない りヽ、ヽ孝
玖 たび題ふtヤ 1じ に家t違易 たヽヽともうりを不見つろ卿分ι当・グありうちが移P諒ス下
さぃ 。

υ眸‖
|に おけろん生経■,

生ステープを麟 しれねヽァでけ無ぃハそ′J含定の多しlt書 く考,ケ もの/7/あ うがお

許し顧、ヽたt＼ 。又観″い傘し́才「中虜い|の 多いも参考に数しておく。
7日 下旬～9月 上旬にたまれたり,は約1週間程で膚イし,そ め後約/夕ヶ月trし 3

々に達 に,9月 中旬～lθ 月上旬にすけて越ぶえt造 りそハャで'選冬する。′ P′キ 9

月末の形見察では、EFl利イす■で全てい効夕が越水柔t道 ,て いたド1多↑村格有血ιけ

かな1)通)kて おりまだ住会升申の効虫し多く、中に1す 2含 幼燎で`さんλυよこれうdil

であった。た、ヤ房温泉有近では明神同様に住てがえt造 _っ ていた。これ嗜オ票高差

“

的/幻→にようだ虫のムリもぁ∠れに夕し例すらのヒi計ため質湿仏下が今イaヮ 【更に逆多
れが助atね l これだけの発角たが生じてぃうものヒ陽われる。尚、こぅ時oド

:ロ

′キの製1韓具合であらが、電猾水個々 ^差
|,あ ろが採島ゐ仏い方(ヤ 瘍温泉・8月 η

イす逸)は あネツ仁棄tて おらず者々 ヒtた 本がり、ヽ.´ る、ア↑ホ掛名本臓色ではク`静り
ジ算実叉哺紅業bヾ進んだ木が多くつわ″幼女nた ttが らク,り げリト常に矛盾した話だ
が、自然号でけ当然あミして`こ人が博泡7弘写t水だtて し`ら

『
困の一フで'あ ぅう。

趣外力`ら目さ
いめらハ嗜J月 下旬～

`周

上旬で、/777年 ′月2日 の姥諄 てほB月袢有
血で殆んιが4今 ,新満ち付血で3～ 午今め問なわり、ど冬ざめ山イたの′力虫ttヽ た
が3合 ホ業ロハ幼虫が,かった。え′9θθ年は

`月
9日 に明神有血でのでlt終含it羞 l

ていた。ヨPち 、 早しヽ4]体 1丁 ラ月下旬頸越ふよりtめ | `月 上可に4冷 |ャ リに不く、
下旬F蛹れ、7弓 中旬ョlИしハ過程tヒ らο

(知 叡のだ見・召:は ,

急冬きで杉カウは スヾノ類峙有の住みt残すのでそれι緻りに燿七ぼκ見け極め
てがうてヽあうっ,7りしtた 効夕応業のん喘ηがらi ttt tttて 彰なたすう。4寺 に|～ 2

,7[1,flittξ等

卜

lll筏努}窺ざヽ 易〔;矛ψJユR:髪洋i窮 ζやΨ」

○

C
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′ しが l、 そ
^J甦

りに′力虫静止粒題の素泉 にヽ`くつしハ′卜薬片 tへ
のしのt作う。(図 3り こネら侵象は特物〔があうaで逮オがらでしら
、さ冬幼虫(撃 )ス降4今 ]で の

`'呟
苑́見|す ち,っ ヒでっがぃでぁ

颯警trt通

′雌片

(図 2)

〔葉友〕

ろ力ヽ どふ単 ^場ケ |す 食泉血くの//1眠頂芽に作 るこにが見 も多く、人いで'糸口れ休嘱

坊上′糸田オ廷上の‖貝であ り埼 blヽ さつたハ場だ け項井上が'グなんどですた tい うヽ″た

よに適 当■条件 ム柔め材料 (力 が無 ぃヒが可り離 れた許 に業■作 う場合もあろが、

こハ係■ィ列夕に 疎ぃてけ殆んビパ3合 鉤員め近とに集バあbめ で、ド'ロ ノキが完全
に落業勤b前 でかっ越ふ柔はすで

.に
作り終 ,て いうこヒハ両条4t満足でtb9キ翔

t選べ 縫ヾ tケカ子たく簡単に老見可能なあう。呻多「よをでけ9月 末がら10月 上旬が

そめ,キ期であっ。ィ旦に、え亀t澪 すぅoけ オ/1イ 今ιンプのう0スカゥ、に課(イ人た食

琥モと殉ウ蛾´
`カ

ウがイ吉緯のし、こヒで`あろ。(写 真|)半」別め方ラムとtて 、輸ス場合|よ

Otttれた主派が太めでがつ食へ'方 がたくガリガ
｀
夕て

'あ
ろθOオオイ今によしべ金ベ

πあつ老,分 人́きい場合が多しヽ。(オ オイタでは素長の1/4程 度以下)③葉翡≧。′卜葉ん
が夕熙、ヽこと。こ

'へ

うt嗜たて辺冬勢亀
t捜 七げtll合ぶ易に発見て`tbが 、
空栄が'夕～/ο ヶ101ヶ

^グ
11合 であろ″

7泉 21ま£茉盆ヤゐ幼虫であろが
このボ籠がら1れ涙までの時間嗜極め
て早く/夕 分だ度であり。タロ唄である
が、休〕ん頂芽lモ

ーる血ぃ集の一打に
たのたtさ 湖当分にt/0ね込ヶ■入れ
住:,じ 切ら■ヽ`てい <。 切り2ゝ みt
Xれた2,ケ ハ芽トー番丘t嗜7分 ヒ芽
しの間t何 口しの吐糸で,結 び、その

夕颯静L幡

(図 |)

(集友〕

(7多 |)ん材チによく似たJtta食泉(集丈沢忠合に■)

○

○
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%は %在 に集tt/0り 蕗とし、芽に|ヨ た
業泉t内イallに 入め吐糸で'全イ本t固 た
tι え粛すろクえめ方向|な がリリい
、、ヵoバで'、 上下左わぁぅゅぅ方向■
向いていう。///ボけ上き己言ん8月が'_般

的t“ あうが1中 に1丁
~本も疎ぁつけ

根霧,,■ 夜って丸めただけのしので
半同肖めt/の しありこえも↑大見貝1で
あう。こ久らに比べ゙ ず―足tぃヽ

I ahx!,l)*'a \ 3 n6t. io,14r'l
上確 :モ tび 、全て頭わ れ λっ (写項 2)起婆瘍彗裂作ヤが 今ムカ虫びわけ橋有近⇒

てい(今 夕でにイ列/91モ 見たここがみしヽ。越冬業に入った劾虫は、初期け(比腋的久
晨がらぃ時メ月)× □に丘、ヽま,分 に形ろ力ヽ 気温が下がうに従ヽ`集め万へ入りおむ碩
向があう。こに灌封もけ負左の上茅詢■イ半みヽ 除`々 に人□近くにバしクしてたう。2に

東がら出てえろのは昨雨イル哺れた唆がい日が多、ヽ(蘇rz κ談)と ^事 であろ。こ
スはゼフつP写 のり「多イも条イ守しt一 つにする。巣がらまたノめ玄は直ち|モ併taぐろムヵ女ヒ

夜べIJぃ 玖刃呟が あり。住年りぃジレじめム労虫|す 為 こ再び'ス ろミ こウあるが、夕 までぁ

肌 栄

“

1で |す けヒん どつが,た。 この
'な

期の3～ 4今玖力虫けザ齢狂れ人外争9救上に後ん

t上 げ御止すら。こ颯暉ミスプ数で'も オオイチιングのみに見うれう嗜埼の習lllで

ぁっ。a泉は趣スト前ヒけ逐ってィ可ら特徴t持た|よ 、ヽので目IFが蜘晨く苑月LI↑ ぶ′ら■ほ
うでは■ヽ 。ヽF卜合に■bヒ 、和期数日博今命のはざりでまだ褐6で あろがそのな一

丈tて グリー/に たわう。と同時|こ 坂食選ち着た、考止花こt及がら実ヘヒ%す ,

この醍諄触こ■bヒ attttttく ,禁表上に下旬せ■静止 tて し`うので再ι■発見|タ バ

易にr」 ろ。
‐
(絵司喬〕
迦r冬前のぁステ_ブ｀

t子地で飼腎すつヒ、多くの場ε好内に1｀ さいだ夕にり,て

しようしが,杉、ヵ虫の牟数が進んでし■、ヽ遊にはんtう うという各えてつう。従フて

な司
′;|す 想

にに越婆ヒ

!:(各 |「 :子

の 摩夕3し 多く はたコシ冬業)丈 イ資a′司肴t4カ |ヾす てヽ 7ヽtの で

(|)趣
｀
冬を理去

飼肴の前 r/bヽ フト虜く功t人のうのは越 |卜 の1タラ里であつ しtっ てし過言では■ヽヽほビ

を言で`あり, 叉久貝欠の́ るの原因ヒちう。4果老光の基本ヒr」 らのはより自然ボ能に

進 ぃことであろ力、 コンクリートた。生発では不可能■ので、水め係り万宏にした。

んに孝ιt tがイ夫□めの嗜畑↑柔の浄イ物るに形うかで、下界に峰ろうヒ燿猛∠によ

リタカtよ す知颯が忠てくら.こ 米t紡くИる。未で、頭胴バ鼎ζ卜越冬集迄糾ハラ合,残痺に

(+5°こ詢/ra)2へ 3日 入れ、幼虫t落ちるがせてゲらか功このイ象〃へ選二めら。た』酵挿にす

⊂

[
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に巣がら独てしまつたt/ハ につい■|夕 、先ォ'′力虫t集め前1で持ってイテきtピ ンし

ツトめよう月もので'及tつ つぃて集^ヤ
ヘ晨すο晨,た らブくにつけすぐにガ元粛康ヘ

入れぅ。このぶり■幼虫の場合は ,だ動 tャ すいので`前に記 tた 2～ 3日 で'嗜 りく

′ヶ月催度|`ハ 久てぉが■いヒ再ぴ弊り
｀
ら状て tま う可lLl性が高ヽヽ。イ旦し、卓り業に

|ょ λ分,■たするミし。
矛11繁ζ亀洋1年で、図4に 卜すように%(早禦
はΥlil儀 己【雰l楊

'I疼

〕く:子 l装fたメ:量保蒜 ,11「

疎め戸ιの)た 紅tキ t′ 毒日蒻tふし
'の

t多 た
れ日貝りa風通tの みいFに置く。このオ当tk t(
おくヒドロ)キ 色体の例q易 げバ良いのも手仏っ

11推 I£:13[il:す i曳篠::書 :・ brに `ウ

虫に

2日 下旬1人 ′先げ、日中め質ラ巨が市 に々上昇す

負脅ふλ!f霞辱2な:高 t哲
を
,夕集籠l,)。 (図 5

■、3月 呻旬以彬作|す 、ろ夜スに口S´ 溝推にし、
晟々亭lt 4ネツす多。この場合/～ 2日 ごヒに′ソ

時間風と当てう。(め んどうくさt｀ 場合は2～

3分 うち力であおく
¨
。)こ のようにとて

'草

(バ

|ヨ 侵)a芽りこでtイをっ。
ミの薇 ち́轡ア1に よう係ツ去之よヒめろヒ歿|の 厳に

(友 |ヽ

ち る。

雲9日 l P日=l Jl員 |
睦旱 l i

(図 -4)

11 1 ・

朝

(ローS'
食樹研吹tに

おわせた師崚せ3

レヽ人上の様■越ふ嗜理尤tヒ った場合の過

去3年間の象緩■友2に あげる。

i pF

本色本金ホにVttaJIの風盟しのが着

(た 2)
イス嗜年代 イ

「
嗜数 ,;l/r t{. 成功辛

1917～7∂ 5 ,1 3'負
`0 %′97′ ～79

／

り 5 93

′979～ go 12 12 10θ

°
騎 聯 俗羅 鵠 [｀たょ引.a樹 の担 訥.合れ ク虫t越冬ル tま 切

襲#l'為りl聴争撮fi『感争LE漁仏
4fil‖

巖T浴 I素 :λふ1::lli

○ イデイ
揚7年
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ライトlt当 てうヒタし藪的簡単に業り`ら公つo

弟ごらまた
`ヽ

力弘|よ lプ ラス今ッ7烈大型金

で、休にビ/者 t tた 機構L入 れ,上 になント
tラ長ったバ器(図

`)に
角に 併がパれ|デ 、

供給すう。2υ 日ほヒマ効呟が左けてきて算友
t上向に静止t台産を作う,伺うだヒ救上に

0産 t rlFり ま南イじすることもあぅ。だEttD丹 りが
らЛ]ん 1であ平ウリ7↑奪日数t泉 3に 示す。

(図 6)

司々営?街:11｀ ♀llttf「+[髪1
林集期 飼ζ翔 冷司各

'寺気猛

酢 手 曰 や足

フ今 今0 豫総 嗜駒

/θ 月 夕～5月 /7～ 23°こ ∫ 曰 /日 g日 ′θB

`月

日
「 2年 ～2θ セ 4日 5日 7日

場0し ナし年生//1の 日数がヽ8

日間に籠t晨 た。(但 t3々

のPl撃 日敬応
`月

孫集̂場
合,が冬9月 りが不9日 |」 ので
記難し■がったので'こ め数け4今 ～

1』 イしまでの日数であう′)こ の事は自然ボ態にお

りろ標島左′残承未́ た合によろa温差が子多響ぅう発生時期のだレの撥暮に役立た
ころミこがま末つのでい熙ヽ が`ヒもうο
o)κ用住t・ つい【
夜円包樹は尼住地の関係でもぅぽらバ用住t用 いう。特に今まで夕くイ史円ιたの

びり斧FttI育[り[11、
ら
【苦畿鼻 [秩槽t資料3爾 F′

`ボ

集}サ

に挙貝イ人よており、物 /集肉は左くのポフ・ラであリイはヤマすランに近いつの及び.ポ

プラ1■ 近ヽヽものの両方あうがどちらも日嗜に利用でtろ οポプラヒのたさり用通 、々
|す 、本たが上向きでなく織に家りなしていう点、で、ポプラXヾ マナラシヒ解縦するの
が考んでつてヽ,■、純だたうポフθフでも問題無、ヽヒ5ゎれるパ束ネ進ユでは力`た。

て×争t,稚 い。冴口足き1・ 闊tて はポプラでマ7す ラシ同群覇生く御、ぜで4月 中旬でヽあ
う.,イt用 に暉 t、 力くの幼虫慮問是2■ く食ぃっくが中に|」 霧aし り、、しのも例もわれ
ん。イ方趣冬ユRす復入争(た う0劾 夕t終含初期に鬱って上記代用住卜嘉財集したこ

こう、生〈」廃食こず、あわててドロt孫リトよ准けたミヒしあった。この考よ●イ
ポ7′ ラヒ

'ま
んでヽ シ`もあけ /θθ%%全に利用でさうパ円伎ていは■tヽ ヒこわれうのて・

イ史口に穫代ttは 、夕灸王ゴするよう辱尤たが地すであう′
人に第24イ 用`れでドロ,キ に非常に林たしのであう力ヽ こ久ぼ′,PI年には′て

初めて‰った木でハ王み束7年に数本前選の国″ポ7・ ラの中に混じ`っていた。同准は

f爆祭准|ち 籍l無季,急 1嘴に製 :[讐
但 ておLκ芽餃 熟́ジヤの移
ヨtて |よ N□ 同様早く代用伐ヒしてげ申

tケ椰く,ど冬鳴いつ終今までい場んで撥償すら9

⊂

|
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前発に後絶t同 時にあんつと、すべて4食種に声より全く前絶t撥食t」 がった。
ヌ、遜ヤで変絶がら前種に換たた場合日、前ましのドロ→画寿ポフレお検と同様全く
坂金tす

・
′動t迎ろだけでぁった。t″ t`、 本賦ヤに夜樹転換に行んぽ司電なく食

tヽ ついた。ただ気tう けり|ナれげなら■tヽ ハ|す 彙め生育が早く動ぐ堅〈r」 ,ttょ
う多てヽあぅが、面絶のウ嗅tの だレtタリ用t,4令 :で t後絶(イ痰)と前妊で桐んげ

滞に柔らかへ`
久t与 ルうミヒがでt、 型 た́い成虫パ得られう。こ水13ド D,キ→

ヤマナう/の第久1負がたぃとちわれてぃぅことに通ずろ
^で

'は ないかヒこうク
C)寿生について
過広1977～

"外
までヵ4キ 間は,生 〈唯謡t● ことはりがった。しがt、 /,刑 午

に|す ダ～ノθ%の ワ1合 で多生tれ てぃた。
この年生虫は,は 強゙ 蜂の_危であつヵ、種zは 不3月 て'ぁ り,ぃ っりPが こまれつの

力`|す観擦不足て`わがらけいが,迦凶ふ募O賞4イ資問ゥ僣、外0に フタバt六 うえがあう。
これが多生これた効呟のッたて

¨
、この中で,筆耕駒夕`

.で
tて いう。史に tげ ウくめ らと

贅

｀

多が子欣litR奥 :],,′[う
jiち

;ぎ

'イ

ヤたく見つク`つのlτ ′この場子生響事にようし
tく け不明で′あら,

越冬1人イた■、タトで寿生tれた
`t力

呟を見たこヒカ■りい。おそうく越冬がら日ざめ
た玖力虫け1輝[当 の確幸で虐でウltり ろことウヾで'せ らヒ思わ材tう 。
し)廼形について

枷育品ι野外品ヒて
'虫

のたttが異りうこ は14夕 にあるこ なバ携財箋に
よってけ廻7//が 累りうこ

`し
あろ。

オオイチLン プの場合も、創育品け翅「丸0/ttオびりι考わ六てぃつ。雄かにそ
のた負向けフぅbレ のの′野クト品ていtイロ林

'2が

t,な リブらり′″司7]品 ヒパミたヵドタロ、ヽヽイロ体t
′ケfJく ついパ1バ 虫の夕現際は困難場ので詳しく調べてい専しヽのが児択であろ。

〔≠に〔`り lι 〕
希,讚れにつを蒻り月橙ぃえ孝であろじ彫わたらが1ぉ言午t ttiい たい́
今回のしポ~卜 はた〈

=び
し過♭ムケ年間″りの資料t基に多ぃたので″りも多々

あろ現 ぅ。た、走堅
｀
ふのを魚嗜夕んび冷司偽宏についてもι足え点|す 多く、嗜子生,長ョ7//′

ぅ汚=り 麟 緯難[:‖考ちタノ募丘卜宅徒
解鼎 確 れい噛 次弟であ

晨薇1・ か丈t記載すらにあれり、御助力,助らt鍛 いた″
"強

若民にξ<街礼申
t上 |デ ます.

(千 ′35 メ東区住吉2-13-| ●暴マンカンタθ2)
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■1冬如ム髪渕強
″冽キ′月2ダ 日、1ヽ互獅Iの 孫集会を調査なとt、 山梨県あ7係中進

'「

t調へた。
Cり 出梨県却綴キ作1媛石(漂島ク′′～ケ′′仏)

()オ ナザアデハ  う囁訳ラ象111) H οst:イ 叉ザンショウ   26♂ |♀ 羽イじ・

12)ホ シヾヌジ
'   2玖力弘(長内) Hο光 :ユキヤすギ'      /θ l旱 罪聯し。

o,ア フシジミ    |,P(長 内) Hοst iヨ ナラ        昇多イじtう :

0ウ ラゴマダう`ングミ   ろ,P(セ 111)Hο st: イポリ       20311″ Q(ら真′)

のミガ/曰 オブザンプミ  ぅ,Pに繰ら2'Pに嬌)Hο∫tiヨ ナラ  ′♂Яヨん。
161ダイιンシノミ    う9FI詢セ)27姥っ′

11=ηち
‖赫ヨナラ

 |()]聯:l:こ :;(DC'メ スアカミドリシ/ヾ     |,「

“

二平り H。 ,ti

o)ア イノミドリンジミ    |つ P1/二平)Hο ,tiコ ナラ          /な 夕三7イじ

(9)マ lし ド希オサ次ン /欽 (燿しア)土ヤトリ。

(θノベ`二しうタムン  /・・/x CL離 )′ 2琢 (皮ア)立枯
“
K/1利町)よ り′

01),Nイロコメツキ  /4(茂 ア)

(∂,出怨 老T督 や孝漁 (標諭力θに)

Cll ιンキタョう   1幼呟唖2離 ) 協メじしンケ"       /δ 月1イし。

(2)べ
tニ ングミ    ′スカウ嘔乙離経)′ /υ スカ呟(木下り 恥先:ギ

:シ

ギ/ ク♂♂響7♀

"イ
じ。

コすラt才曳■れにしが力`わらず′ミドリンプミ′後は株彙でもりがった。
(C)め梨県北諸7%御上勁承町火勢 (標高ゎ′れ)

C)ウ ラキンングミ   タ
'ρ

磁と藤め′/3'7(長内)′ 9多|′ ″'7)′
297(二孝|)

89P(籠た‖|)Hο 5tlコ バ・リト希ソコ      ′371イQ
t奮

響勇全争斃丈勧鰯′老ラ薇見′修作 九
｀
,授内な , 水下,生方′在贅木尭一

け 冷雄′屁ァ資 ′家権 弘′″ 勲
k魂多 缶ξ 脇 語

可解  C

茂
３
確

乳
也

Ｆ
資に

(写 真 /) (争兵 2)
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姜 姜 姜 姜 姜 ■ 姜 モ 姜 姜 姜 姜 姜 誉

佐 ?水 老 ―
さ t き  こう ヽ`ち 町田中高ァプ甦″92′

'(テ
/74)

約しくズマ間にいれて0ら ひましたカミキリえです。どろしくお願、ヽtま つ。1乍キ
の夕月島尾ルでヽなのャ村芳/bl氏 ヒ次しヽ、民ヵヽらここ/θ 午身tの フミ衣り局の

`勿
青争之研牙

こlr諄≧千ントを瑚たり蓼的ず争にメリま1た。ハが弘t初めため|す 高脇あJ寺 で、当時

:脈倦り,得lt〔 |れ :準 llゑ理
'二

ち,11縦;案:雛〔雛絶サ
町ンtク ト・マガ'ノ る写冽哺報_t仁 ょりにオ地ι嘲

“

集t、 夕三ヤリの索晴ttt堪 台じ
t)tに。就死先後t御すろそんはあったので■が,3々 イじに衝白ヽ 身`が多く,つ いつ

、`腋直にヒ体てttい まtた。け、ヵムパフ9tた といぅてした期貌ヤ忌んは1日籠然|ヒ

t,全 Qtウ てヽヽ 手ヽ七ん。こミ当分1丁 告́ 刀ンをスリア`すれめ孫集ヤ1じ でいき、文献

t at可ヒに、現在のレベ|し に一歩でι
`ゲ

きにいヒS,て ｀`夕す。また、堅ttヽ 争ヽ
応7]に tて 絆闇ヒ供と考り、時にl丁 太声で諸攀論t、 颯乞す力すに洒tattt、 このよう]

場tい っまで`も本切にらはて` き`たいと考ルています。
|カム,ヾ 、ァ7し てがら孫集シイア'ン が

｀
2回 すぜました。|=じ

'め にがらに1ま カミキリ

メ タトにし,■れた 。ちた い,生着 史 t矢口1)れ ヽ`一 ケョう の個 肴 tで ,て みた い。 L力
｀

し反面、柔能 かヽgった旬のコレクター帰陛
^本

者t籠すこ
`が

でt■ に`́ 理杷と

りι孝し大い■うテ名ヒtて これつ`らもネ立に拷tめ られらし3い ます。

しヽつも″Iな ではなハ誌先輩方ハ多

“

弓
～
識 精ヽ報力 行ヽ動ヵヽ孫集勿り3tに だ『

1じ ■ヽい1す 。 これがらもよぅtく 竹烈盾善tお不興v^ヽ たヽt )巧 。

上
四
”
蔽

‘

”
繕
溜
髭
颯
狂
蟷
訪

れ
を

し
に
任“
か

ffifi J l-= zs+-2-5 flf nr'=r A (r211)

に静岡県喬部の叙 葉占い う`7年 にたニ ヒ仏 ブリ17フ めてウスバ
｀
クロケ

がら/3年 F91券集t統けてきています。当時 1憲 地んt′|ピ'鰤しず1主に

詳 :曲 ilttZlを 瘍 碁 辮 靴 緋
うオlヵ 数ヾみをでキワ月～2月 lt lさ ウラジヤ)メ ヒリ`べ1二

じカデ毛髪男て

‐Ｔ
サ
痺
刷
出

叶
ｑ
Ｊ
ｒ

２

ヒ

が

い

く

ヤ

し

片
た

摯

子
勲

ひ
■

力
老

ャ
↓
刻
存
潔
嶼
勧

や
小
て

コ
』
Ｊ

鬼

”

って、ヽまtた。東ネヘttじ うl↑ 修111に 4子 きでつくrJっ たのによら

′ 、

υ
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こんで、シ́ 入
.ン

lt嗜 毎且足tげ く血ってぃます。ここ何キがけギフケョウが傷 tで

毎年2～ 3ヶ F年 ぐらいづ'つ まわってしく リヒ彫ぅてい事う。

勇番 魯春 救 中ため上DT′ |～ 3'(千 3`g)

“

外OZ年 3月 東京は大森
^生

ま久,その話にかリヒ3才 噸がらどつんこ|、 り,て

見虫t迫 しヽゲけネわしてぃたちにし`.幼 ケ時バけ大森ていってもjだ江地が采ふち
り、災天下しチアミ(E讐がそんちんギlだ ,た しもぅ。未孝に力

い
ムみにい句べ`トベトしたもの

てつす(豫集めらでつ)と 持ち,じ ゥとギ)/ヤ ンマtヵ ら,た りしたここ埓覧ウヒのもヽ
、ヽム哺7たり黒 ぃ。その後曜日谷見呟髪メ手為 7羹整Jの 入at脇い 人/店 F81も 求第 に増

たてい竜場rtに 至ぅスt｀ 薄す。tな tム ンとのイすこむいが榎ぃ割にけグラタラ`した
ちのでを火程の前スも■くあより噺彰ltし い・てい移さん。夕けλ虫クラプのうど
し連ヒー縄にりって

^シ
t焼察こたりすうのが楽し、ヽょぅです。それでι大森→所

沢→組 ヒだんなんムンが 多、`ア年にぅに二tて tて、F・Tヵ ヤ`ヽじヒリう手でしで合めよう

〔仔稚 l11'ょ

'71魂

覇ち身ヂ鬼i譲 [夕ょ::『
ヤtん しF●T人 がいうようです。

己ル
´́
ロ

ム
久

′
イ

集編
ウスイロし_つ ■―/Lヽ キは′関氣n県 た々にヒっては,面 ヘイ■ヶば炒ず

｀
雄たち

ヒ87て いう人が多しヽヒ尾ぅが、尻■で`い,そ う簡学で'は 無<な ったようです。

:ぎ井穿千′彎5,26象豫7雰嵩[√I層:赫猟骨ごi′場軒春について
t第

1′ガサ争たi手雰期:'G蝸膨省tf劣信1(ぁマ嵩
彙島リスト色編集め洵合で1劇夕したミヒtこ こでおうしひりにします。)(Л

員′ん )

D,r...r*onpl o- arget&eoguttata

歿歿紙は1フ タオタマヘフがそのカスリアトフタオタマAシ て`巧οこの仲間は縫jt

区に分布のヤ、じ誉あり,ア ンガ`ラ太睦に由米の一族ヒ考わられていて、体振」)約 17

ミt)で フ4 リピンに分キすbの で1 笞凛も孫彙旅行中に見がけたらぉ年マげ
｀
にもっ

てtて 下tt｀ .

自

〈

ヽ
Ｚ

（

＊

　

市

臥

ノ

＜

―

ヽ

⊂



25.

く目次〉―――eROUP TAMAMυ SHI vOL.5 Nai2  1982
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『闊面のウ礫ちら、、つくまき
3、 ウ ス イロ ピョフ 毛 シ毛 ドキ  ~~一 ― ― 一 ― ―
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