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A.は じめに、              一 春

一1975年 4月 中旬K沖 縄県 八重ム諸島(る垣島、
調査を行 1).そ の結果は既 :く 報告した。

面表島)に ぁ、、こ蝶類の採集

米2、 今回.l?77年 暮季:(沖縄県に2ロ ロの捩鼻を行つたのご.採集品の日
録を報性」6。  なな.凛人はすべζ撃発畑株集裸箸ιz、 るヽ。

米 1、 来2.出虚無向誰マてのくば」.だ。4 73～86(1975).,(親 告した八重
ム鮮島蝶類党書と沖縄県蝶類楳集堂書くI,と する。

B.採集地城及沢との力崎、
0,中縄六島 1977年 4月 29口 .5月 4曰
・妬壇島 5月 1日 .5月 3日 、   ・

C.孫 集品日録風びtの党書.

<セセリテ∋う科 . HE S PERIIDAE〉
1、 アサヒナキマタ・ラセセリ Ochlodes asahinai sHIROZU

妬姫島オモト喜 5月 1日 2♂♂、
六瀧bす 5月 中旬より6月 中旬に出現すゎものこ考えうれて、)た が、♂!ょ かなソ早

、ヽ時期が●
―
出現すゎょっごぁぅ。 5月 101(Ittltど 周任とた老が助日の4月

"BI(株 集lょ どきなかつたが、日聖として )ヽぅ のご.力ま4月 下旬:(lょ 出現するもの∠
足われる. リユウキュウチクの料生す0ム頂を成ユ4敏饉′(偲翔 し、強日のため

書

・宮古島 4月 30日 ,

与那□島 5月 20～ 30

Ψ



Ｉ

Ｊ

2。

tあ り、係集しきゎの乙困難ごぁった。 鬼上や車上l(翅 七半ダ5き にしこlLま り、

う月上旬の吸毀矩物はシマフジバカRご あつた。

2.ヲ ロバシセセリ   Suastus grenius FAЫ uCIUS

営占島平員市内  4n308 怒今幼虫9強

石垣島石垣部内  5月 うB  終今助虫10頭

セ占島産のものは平良市内の民家のカンノンチつよ り株集したものどあり.5ハ
24日 ～」n29Bl(冷メいくわ )ヽ乙 、2´ .́6♀ ♀バヨヨ/Lし た。 妬距L島 ム のものぼ

石垣市内街路のフエニ ツヽクスよ り得たイロ仏ごあり.同巖t(5月 29日 ～δ月′θ′(6
♂ .́ 3♀ ♀が羽化した。

六種は1973年輌より八重ム誌島.な ιく妬垣島κお )ヽ2株集さ火ιおソ、以後

周島にお )ヽ乙 はJ見右きご.違雑発生ι乙ヽヽ3. 老じこ1975年 5月 κぼ宅古島か

ら,1977年 10月には沖糸L沐島力うも記録tぎ ″た。

3.チャバネセセリ   Pe10pidas ttthias oberthueri EVANS
与那曰島社内  5月 2B  F♂

ク 比111 5n3日  ゴ♂

新1ギ なィo株ごあるのご.お とうく2たこ足われる.

4. クロセセリ Notocrlpta curvLfascla C.&.n I.ELDFR

沖縄六島丼 村 議ん  ∫月4θ  終今均虫1強

蛸黙鴎oグ ットウより、株集したものどあわが.蛹メとすることなく工tし た.

八ニム諸島たのものぼ´書生K小型どあり、月り亜種 (N、 C.ソこθツ′花αたα SH‐

Rθ′υ)こ /」 3。

5、 オオンロ毛ンセセリ
与那口島llL 11) 5日 20

疎赫』辺のデットシκЁ巣しこ

Udaspes folus CRAMER
絲今幼虫 1強

ヽヽおイロ体を採集し、以後グットウ tく 乙誉〕贅した。

5月 27日 全沢 ttあ 、)21♀ 調イヒした。 釣緯及

び本種は鼻oえ面を内側 l(し こ竹 りか2し .巣 と
つくり、との中ご生活をする. 楓食の時以外は

ほこんど業の中:(入 つZあ り、月兎姜0そ のまます

るようどあ6.  との業ば立くか らもfJつ きりと

震誕 どき.初 虫株集0日密となる。
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〈7ヶ
゛
ハ千 ョう晰卜 . PAPIL10NIDAE〉

6  ジ ャ ]う 7ゲ ハ         Byasa alcinous loochooana ROTHSCHILD
)中弁跡 島ヽ今帰イニ木咤老た  5月 4θ ノ♂.F♀

他 のアゲハ今 3う 1(上ヒベ、成虫ほ曽雁口くゆつくりこ醍び、吸収しい )3率 をよζ

見かlす る。 1見落雄 は5亜種に今けら漱乙 )ヽ3。  を表.沖縄本島たは少しノ|ヽ ■

になり、えス史起ば短くな o4te向 がある、♀は源名亜種 (Bメαsα αノ
`れ

θ
“
s αた‐

/・″θαS kLυ G)と は期 夫 の色彩パ大きく異なり.嗜イヒする。 ごぼ萌モβのホも

がより宏生する。

7、 シロオビアリリ、 Papilio polytes polycles FRUHST0RFER

)中 縄六島知企対ステ墜  牛月298  4′♂

民象|く 食草どあるミカ ン斜 の純物がヵ )ヽせ ヽ`かむ3落 周ιl(4ん 2゛着足する。

沖縄県I(今 布するPα piliο 属 の中にあつ乙撮 もЛ、■ざあるが、どのrD林激はヵ、)

♀I(は ♂と同型の力1■ (77tan dα  ne■ )と、ル2■ (Paれれοn■ )の 24o■
があり、直4云的 t(ぼ力2■パ丸′ヒどあると言われ乙ヽヽ 3。  また吠前は八重ム誠島
には力2■ の♀ばヽヽなかつたこ言わたう。  しかし、ここ数年オ2■パ株集さな.

その数も少なくか )よ うどある。  このょぅな験集言こ鉄もゃはり膨 雀κ残じ乙あく

べきびち3つ。

8、 クロアゲハ Papillo protenor demetrius CRAI.{ER

石土重島オモト岳  5月 1日   1♀
八重と産は六ユムに比べ,臥 突3が短くなる薇伺があり、♀の後麹夫のふ縁ホ

爽タリほ艶く発達す3. 六イロ仏はホえ ,1が二重 lく なつと うヽ0. 八ユムえは男J亜種

(Pc.liukiue46is Fパ υHδ 乃′/rι ′)ど さたるミどもあるが ,生活 :ま 沐土たと

同じこする白火 l(従った。

〈シロ千ヨウ斜 。 PIERIDAE 〉
9.キ チョう       殴Lrena hecabe rllandarina de L'ORZA

沖縄六島知念剌ス手堅  4月 29日  2′ ´、 1♀

ネ那口島祖 内

ク 比 111

ク  ヌ■ρヽ

5月 2日   7´ F.1♀
5月 2日   1♂、 2♀ ♀

5n38  1♂、1♀

木土たこのlt理的■異 |よ 無 )ヽ。  イロ仏数はらく、最普通種の一つごあめ。 今回.

与那曰島祖内テンダバナ|(ぉ えヽ 、マ>科 の仏木かぅ薬生じ々 六種 の癖養と期県 し

た。



生

10、  'イ 9ン キチヨう       nlrema b■ anda arsakia FRUHSTORFER

手那曰島比り11  5月 2日   1`
六組は前種 |(比べ乙、と地′u左示す. また´土セ色ば淡黄色ごあろ。

11、 モ ンキ千 ∋う      Colias erate po■ iographus MOTSCHULSKY

,中 縄木島今帰イエネす諾 た  5月 40  ■♀

本種 lよ 沖縄県ごぼ少な )ヽよ うどある。

12、  ッマ´ヾ 二 千 ョit)        HebonOia glaucippe conspergata FRUHSTORFER

沖縄人島知全村入チ堅  4月 290  1´
ク 今帰仁莉諸た  5月 4曰  1♀

与月β口島比サl1  5月 2曰   5♂ ♂、 1♀
現力B六産の人種は4ユ腫 |(う けうたこヽ るゝ、来

H.go shirozui KUЮ SAWA&OV10TO (え 川1.組子島、渥 入 島 と )

H.go liukiuensis FRIJHSTORFER  (奄 夫 、徒 ん島、 )申 永 a都島2)
H. g. conspergata FRUHSTORFER    ()申 糸1調島見L)
Ho go cincia mWSTORF阻      (八 重ム諸島■ )

筆老も上記の全そのユ種 五株集前力じと、ヽわバ、その藻異l↓ふ〕セ土ゴ|(お くヽ 明蔵

な差があゎゎけごなく、愛具ぼ連続する。 (ク ライン現象)ま た個仏■異が六き

く、地バ愛異吠上にスどあり、θVer lαpす る。 手那口島ごは比較的との数が

力く.ブ ウリうグ(ハイビスカス)な どZ° 吸督すうのと良く見かけう。 ま 海々上

t籠ぶとの勇姿は商目的ごある。
米白人 は六程 乞3亜短 |(冷 け、九州、4夫 亜種 と H、 9、 5た,roB J乙 じ、沖縄■

lく fよ H,311,υ kiυ eたsisと 与えとヽ`る。

13.毛 ンンロ千ョう    Pleris rapae crucivora BOISDUVAL

沖縄末島渡久地村伊豆吹   5月 4日   1′ .1♀
ク  今帰仁対諾た   5日 48  1´ 、 1♀

農1セ のキャベッなど1(食 宅を与え乙ヽヽ3の は人土こ同じごぁる。  沖縄県|(lよ 19‐

65年 頃より記録がみヽヽ。 4仁物など1(付 浩じ乙人為的|(運 び込まれたものが土発

したのごあbり 。

14、 タイワンモンンロサヨウ    Pieris canidia canidia LINNAEUS
与那目島比 ll1  5月 20  2´ ′、4♀ ♀

沐種 lよ 日本 |で あ1プる万空実な土箔は対島0み どあう。 こP、 c、 Jubη F′υ〃Sア´



5,

0沢 Fε 尺・対島霊種)八 重ム諸島(拓返・面た 竹ヽ営‐与男β日外島)か ぅもこきど

記録さえと、)る が,最LO報告ば少なヽ )棋 ごぁる。 今回阜老l憲 比い1都 募曰ュo野
ム種のアプラナ料績物ど株集した。 従来バ種は野上種0み乞全車とするよう1(七

わね乙、、たが、都辣0威地ごも大准と―強基見株集した。 礫集した6 exsが 日撃

したすべ乙ごあり、同時点,ご ば毛ンシヨチヨウば株鼻ごきながつた。 まそ農地0

上之鴨ノX太種t理誕はしたが、節、幼虫は見つけわ事が出来なかった。

なお.対島亜戴との人 きたえ異は見由七なヽヽが,本ユ種のらが島斑が発達する模

向があ り、また人型ごあわ。

15.す ミェシロチヨう    Appias paulixt ninato FRIIHSTORFER
妬返島オモト名  5月 18  7´ ♂.3♀♀

与ヨp口島±1り  5月 20  4♀♀
株集したほとんどの個休が新鮮ごあり、昼生地ごはとの数が力 )ヽ。  疎林のまわ

りと紋え(飛び.また豚上ご吸大する。 株集した1♀ は後期の島やが静K発島し、

之0中 の白えは消欠じ乙ヽヽう。 篠毛が二eの 尋帯■ごぁる.

くシジミ千ョう1斗・ LYCAE NIDA[>
16、 イワ カワ シジミ    Deudorix e`Jハ okinamna MATSIIMURA

沖縄六島知全射ステ堅  4月η8  ■♂

佃林数感少r」 tヽ )。  企草のあ6付んに格危し、象通に晨ぶ。 夕る、人2o由
と扱EK儒ぶ太短は見人ヽ`やすく埃集しにくヽ )。

17.う ラナミシジミ        Iampides boeticus LINNAEUS
沖縄木島知企村スチヱ  4月 29曰   2♀ ♀
んi員島オモト去  5nl日   1♀、  与刀β□島tt:!1  5月 2日  1♀
)中組木島今帰二対  5n牛 o  l♂

ム中に自生するマメ料の野生森|(ぼ沐組は少なく、ス塚oOり の寂据痢い(め 、)。

食草のtく ご採集さふoス カメ集記録|(は♀があ1)の が日立 .́

18, ア マ ミウ ラ ナ ミシジ ミ       Nacaduba kurava septentrinalis SHIROZU

妬 j亘島オ毛トム  5月 1日   1♀
手那国島祖内  5月 30  L3´′、 2♀ ♀

)中 糸a六 島今帰ム村 t者 た  5月48  1♀
成虫は,可 11)や 幻岸t(の磁M(参 く、

`は

食樹 の救先1(止 まわ。  ♀は不活発ご

あう。 筆老与那口島霜 内のテンダバブごテリトリーを殆し乙、、6ヵ くの♂とイ規寮
した。



6.

η 、ャ マ トシジ ミ   zizeeria naha okinawana MAST研 弼RA

与那口島LL 111  5月 2日   6♂ 、́ 1♀、 日島祖内 5日 3日  3♂ ♂

沖糸こ人島今婦二対諸た  5日 48  1♀
ク 渡入lL村伊ユ妹  5日 4曰   1♂

得5れ た9 ιχsの うも 1ぢ .2♀♀がふ温期型どあり、6♂♂|よ 機丘1ロエごあ6、

矩子島、風久島以■tl(冷ス)す るものほ》〕ユ矩 2、 ス α弓が4 MENEttRIE Sと され、

せたⅨ綸o沐 ユ経∠はιXIJさ な乙ヽ るヽ。 一般t(木亜短はヌ、7n、 ′ヮia l(知 べ乙、

哀面の地色が略く、黒斑の基二が甦 )ヽ. しかしミえι島ざこ|(力 少0■異があり、

本亜種七二老は数秒(角名とい 3ヽが ,沖永良部島産のものが、最 もよ4こ の特徴

を示し乙、ヽめ.

20,9イ ワンノしリシジミ  celastrina puspa ishigakiana MATSUMURA

妬垣島オ毛 卜去  5∩ 10  1♀
梨■羊なイロ休ごあわ。 )中糸し木島以土ヒ1(分るすδものを511霊種 C、 ρ、υ″θれο

'S M4‐
アδυ″υ尺スとと、-11!(ヤ クシマ,しリシジミこ囁「ば

｀
米ろ。

21.タ イつン クロ/1Nシ シ ジ ミ    Megisba Flalaya iwasakil MATSUMURA

妬垣島オ毛卜去  b~R10  3´ 、́6♀♀

樹上とむl合 1靱虫K籠択.イ医ヽ )所 (は降りここな )ヽ.捲ムじ乙 )ヽう場所ざほ逸

0教 は力)ヽ 。

(マダラ今ヨう科・DANAlDAE〉
22.ァサギマダラ    Parantica sita niphonica M∞ 駆

妬預島オモト書  5月 1日  2♂♂
人組 は上海こから南面諸島まご広 (ハんするが ,ノ＼重ム調島ごば数 が比較的少な

ヽヽ。 記録と見乙も 几́ l(力 数ば得 5漱 とヽ なヽ 〕ヽ。 また地減■異は全く知 うれて
ヽヽなヽヽ.

23.り ■うキュうアサギつダ⊃    Radena sinilis LINNAEUS
妬垣島オ毛 卜去 5日 1日  2♂♂、 与月β国島社内  5n2日  1♀

六種 は八重LL諾島|(広 くうるし、研 散もお うヽ。 地域項異もなく、発MB休 t〔 ぉ

{,3瘍u奴 も夕た しと )ヽう 。

24、 スジグロカバマダつ    鉱■atura genutia CIKAttR
妬垣島オ■卜去 5日 1日  4♂ F.3♀♀
与那□島比||1 5日 2日  2♂ ♂、  同島祖内 5日 2日   1♀



7
′ ●

与月p国島粕 内  5日 3日   1♂
前種と同様κとo数 はヵ 、)、 しかし人種の力が緯 たすう地成が,R定 され、樹林 曰

辺の大0地やt地 など1(力 、)。

25,オ オ ゴマダ ラ    Idea leu∞ noe riukiuensis HOLLAND

沖縄人島や全村入チ雲  4日 298  1′、1♀

与刃
'日

島社内  5日 2B 2′♂、  同島Lヒ 〕:〕  5n20  1♀
″  社内 5n30 1♂

疎林日辺とフヮフつこ籠ぶ4は ヽヽかにも南□的ごあり,印 象的ごあわ。 沖ふ亀六

島左とノ`重ム詔島差|(は 固定的な■異がある猟(几わょぅ。 沐種 |く の、マ ぼ森下
がキどりが」(1974)|(総説と書、て、)ゎ 。 )中琳 島産は異斑が平均的|(よ く発

達し、む潜差と同亜種 I、 |、 cl“雀BUttLE Rこ して、)3。  とし乙八重ム誌詠
を切り離し、 I、 |.r、 以kiЦ θ″si3と しと` 5`。

く,テハサョゥズ斗. NYMPHハ LIDAE〉
26.ッ マグロ ヒヨウ毛 ソ        Arttreus hyperbiu HNNAEUS

石傾島オ毛卜■  5n18  b~♂♂

斯蕉¥4個休ごある。 今回の調査ごも♀|ょ株集ごきなかつた。 丈宙天Kぁ 1)で も
明ハt(♀ o株埃記録は少な )ヽ。

27シ ロ ミス ジ       Athyma perius LINNAEUS
与男β曰島士と1l1 5月 2日  5′♂.1♀ 、 日島社内 5日 2日  1`

六種の日本国内における確史ム分ゆは■那ロムだけどある。 1967年に初めて同
島より記録され.以燃 生とくり返しぃ 3ヽ。  しかし年itよ りとの数lt増衷があ
り、∠く|(基 には任ル博スが少ヽヽこ甦われ乙ヽ たヽ。 妊H夕、斑紋|(ょ る舎♀の区兄113
むずかしく、腔史ム同定1(|よ 前Rtpと脱毛じこ精査3ぅ のが良ヽ )よ つごぁぅ。

23、 リュウ キュ ウ ミ 入ジ   Neptis hy■ as■ucu■enta FRUHSTORFER

与男β口島士ヒll1  5n 2B  l`、    日島油内  5n30 1♂
〕中縄六島今帰仁村諾た  5月 4曰  1♀、

キ男β口島ご|ま 前種と同じような通境の鶴許|(織延し、樹上とり3や かに渦翔する

琴だけ |よ 乱くイス乙、)う 。 六種の力があどまわ リノ)ヽ型乙
｀
あるが。

27、  ノしり

'テ

ハ           Kaniska canace siphonos FRIIHSTORFER
)中 縄六島矢。え村ス手螢  4月 ′日  1♂

。 K.co ishtta FRIJHSTORFER   妬 1ヨ島 オ毛 卜■  5日 1日  3♂ ′



L
沐種 は現ス 3亜殖l(分 けうX乙、)3。  すなわち_上 Zι の他に六主風 K.c.πりα

ρθれ,ι″家の 5ノ こβθとDど ある。 奄美.沖縄産並沢1(八重ム産 は本土産I(比 べ

乙、 役́ 1(大形こなり、1】表音色帯は幅八く、内1貝||(寄わ. しかしながうその変

巽は違雑し乙あり、後老 も3ユ種と所治すめが、已Ellは 困難ごあめ.

3θ.アカタテハ Vanessa indica HERBST

沖縄六島知全相入手贅  4日 29日  1♂

'セ

1成 変果は全くなヽ ). イロ休数は力こはな )ヽが 、あく扮るすわ。

31.タ テハ モ ドキ       PreCiS a■ nana LINNAEUS

キ月β曰ム組内  5月 28  1♂ .1♀
六イロ林はどもに高温鵜型 (■■)ご ある。 本短慮食草の由係が30畑=草地な

どに力ヽヽ6 仏(直線的に飛期する。

32、 イツガキみヨウ QyreStiS thyodanas mabe■ la FRUHSTORFER

ん重島オモト去  5 nlo  2♂ ♂、 1♀

沖縄人島♂り吊仁村議た  5月 48  2♂ ′

りll昌り、尤林は八重ム差のものとス土ユこ1よ 区暑]し 、兄]ユ種 (C、 3.isに,θαいαんa

MATうυ Mυ RA)と し乙t)0が、笙老1よ双ると日曇種乙する白大に従つた。 取虫

は漂流蒸、)の樹赫口Eにおく、吸大していう´乞よく鬼かける。
‐

また曰わlt平 に

とこ滑杢す6率 はm象的ごある。

(ジヤノ)千 ヨう科・ SATYRIDAE〉
33、 ャエママウラナミジヤノメ Ypthlna yayeyarnana NIRE

え計n~島 オ毛 卜去  5月 10  1♀
差浩の前期詢縁及び左イ員11麦麹内縁都がかなりえごうまい )●奇ψびあ6. その

ため,前期の11、 12脈 が海由し、中宝は■7//し とヽヽ6。  また左イ貝1後期のlb脈 |よ 強

く由がり、lε脈と融合し乙ヽヽる。 本瀬o成 虫は牛月下旬より出現する秩ごあり、

前回の言Fぬ (1975年 4月 中旬)ご は株珠どきなかつた。 また0口 激 集しtこ

0個体パロ撃0す べ乙ごちめ. マサキウラノミジヤノ少 Ypι層なス παsα々ゞ

lTOに比べ.バ頼はガなりよ地lllの傾向t示 し、略 〕ヽれ林内を仏く穐パ。 そし乙

個体数し多くばな。こ几われる。

34、 ウスイロ コ ノマチョう       nianitis leda LINNAEUS
Ittβ 口島Lヒリt1  5日 2日   1♂

苅鮮なイロ体ごあう。 昼由はあまり活動之せず飛州]ぼ )6や かであるが 樹商2



縫うように穐次 草六の根 元に上る。

9.

このシえ人の知工に敏庭ど、採集しにく )ヽ。

D。 ぁ19り l(

前級八iム群島蝶類株集砲書〔通達力よ由告た。ここヵくば,生 ,73(1975).)ご 記

録した8科49種 に加え乙、今回アサヒすキマダラセtり、クロボシセセリ、オブシ

0モ ンtZセ リ、タイワンモンシロチヨう、イリカワシジミ・アサギマダう、シロミ

スジ.ヤ エヤマウラナヾジヤノメの8種とさoイ〔迫
"0記

録ごきた。

ヤエヤマうラナミジヤリメl(つ )ヽZば既に,昆 虫こ自然に4鰭たした。また、 タイ

つンモンシロチヨうlCつ ヽヽこ1よ 近レ日中に投縞予定であ3。

E.参考え状

1.白六隆;凍色台港蝶類人図饉 ,保費社G760)。  2。 白7k4・ 泉葦 ;凍と日本蝶

類知虫人図鐘′(IXI〉 (116θ )。 3.膜 L尤夫 :原 色日本蝶類図鑑,保 斉江(1956)。

4Q議岡知人;図説日本の蝶′ニユ~サイエンス社.(l??2)。  5。 白木隆 ;源 色図鑑日

入の蝶,ユヒ曖館 (1965).  6.〕 l130日召人・力林キ男;原 色日入蝶類図鑑,保貴社
(1976).  7.京糸良虫回路会,新 い )FL虫採鼻案内 (1)。 (I)内 B光鳴回折社
(1971).(1973)。  8、正木議 ;与

"口
島の生物 (|)、 蝶類日無,80 デ南出版社

(崎 72)。  9.4フ義建夫0田赤号鬼・者崎和幸;八 重ム群島の蝶類 分ろ上の新知見:(

つヽヽ乙、蝶どi戯 ″、21(1969)。   10。 洪料明 ;沖縄風蝶類鍾 0異 常ユ:tり 、)

Z、 ヒbヽ d,笙 )33(1174)。   11。高人寿夫。)ll印脚典;ク ロパシセセリと乃道

島ど扶集、lb、 d,笙 、国L(1975)。   12.森卜和ヵリオオゴマダラ、やどリバ、
(18)3(1174)。    13.こbld;ノ Lり

'テ
ハ, こ♭ヽ d.′ (71)13(1974).

14。 蜂ハ為始 ;)中糸電差すガサキアゲハとクロアプハlく つヽ え、ιbld.り (7?)2θ

(197牛 )。   15.森下和方 ;ゃェャマイ十七ンジ, こbミ d。′(87・ 83)23(1976)
16。 ヒbl d。 ,コ ノハ手ヨウ,こ b:d。 ,(89。 90)3(1976).  鳳 ふ∩知夫;二た球|]

島o蝶 ,月予)じ し(103(|??2).  18。第ム洋 ;∩たのなつかい )編詢博]島 の
セセリチヨら4種につ、〕乙、しbヽ d.′ (10、 23(1972)。   19.ヵ 田豊 ;八重ね
群島蝶類調査報告.覆>d=′ (44)3?(1974).  20.田 中澤;乃返ムのクロバシ
セセリはどこから来たか ?、 しbミ d,′ 67)26(1175)。  21.者 曰清俊:・ 受n
敏広 ;沖縄島および八■ム諾島におけ3蝶類嗅集級各,こ b:d,(61)26`′76).
22.沐祖明;沖縄県嵐蝶蟻暴常型2種 しbミ d.′ (44)39(′ 974).  23。濃ュ
農ん;乃垣島の,ロボシセセリl(つ )ヽ乙 、 しb:d.,(70)31(1917)
24。 長嶺邦玄住:手那□島の蝶′■虫と自る ,生 ,(lθ )11`1961) 25。決群明,0

決8総・嵩須百億輌:,中処県る垣島ご礎生したクロバシセセリ̀ めば、,■ 、28(lq
74).  26.疾祥明・及口ヵ政;n面諸島におけ0ノじソタラハの地月■昇。ibldν

■.(7)17(1974)。   27.中尾墓一部;妬鰈島にあり09ロ バシセtり の写Ц)



′

　

‐ ０

。

一

記録′ とЬ:d、′1(1牛 )2(1974)。   28.祐 口春者;ゃ エヤマううナミジやリメ

の期奇型個体に由箆し乙,旦 (5)26(1976)。   29。 濃ユ環―;る垣島のクロ
バシセセ1),イ ンセクタリうム,■ ,166(1977)。   30。 口中洋 ;ク ロバシセ

セリ営占島にも冷玲,SATSUMA′ 25(71),28(1976)。   31,D中 丼

セ弓 南ぬ認島蝶類発う友 ,TSυ lsO Nol‖ 鉢曜社).  32.轄 n心碁 ;八重ム

癬島蜘 集党惑〕2乙 (́ほ・,473(11?5)。   33.口合L兼―夕与】β国島の蝶 ,

KORASA NA,(43)26ζ 1977).  34。 人彰公―;ワ Dボ シセtり 沖縄外島

へ侵人,月■)む し,(63)30(1978)。

(tfeo 4)Rft.EEt 3 a10o?4 EOrrr-r 1t)

野 猿 麟付連の蛛

ノ|ヽ 上が昆虫このつきあ )ヽを 発めこガう、ものこt″ く足を向けたのは、家からす

ぐの野痕峠ごした。 最潮の内|よ、あまり期待することもなく採集|(行ったのど
｀
す

が、数と重ねう1(りЙ.亀外な種が株紫(り じこ.2な おしこしまヽヽました。

こういう経験をあ持もの力も力 〕ヽかど足t)ま う。  とし乙、とのうちi己録と集め

こ日録 ども作5う がと鷹つよ う|(な りました. るBは との記録と格単:tま とめ乙

3ま したのご.ざ颯告したヽヽこEヽうます。

〔綸.ミ こ ど言う里予キ良麟 付丘 こ :よ 、次 の 回 の,t,ま と持 しま す。〕

〓
後

〓

Ｔ
戸

一ぇ

＝＋ ‖:11rri“ 1:||“ 11,:|‖ ‖

Besr-rrle

山 げ窯(.



贅
(王見え ま Z“ の 記 録 種 )キ

)美・ 1ま 姜姜・ 姜栄・ 姜キ・・

7f 
^+3 

r 4$.
L. ,l .\ 7fl\
?. + 7l/\
3. ,ayflt
+.otJfi7T)\
5.ot >+Tf t\
6. 

'17.yft\7. yflr-rft\
B. 7X).97f)\

Ya+ =l#1.
? . T.>:to+ a,
10,:.Jrovtr ja'J
11. L>*1 a)
17. ')?*az5
13. 14 ab
l+.ov zJn++a,

タテハチヨう斜 .

15.コ ミスジ
16.° ミスソ

17.イ ナモンジ
18.アサマイみ毛ンジ
19。

°ミドリヒヨうモン
2θ.0メ スグロヒョうtン
21。

°
オォウラギンスジしヨうtソ

22. キ,デハ

23.ん リタテハ

24。 アカタテハ

25.ヒ メアカタテハ

26。 ス ミすガン

27.ゴ マダラチヨウ

23。 オオムうサキ

:)y) )+ =5*4.2?. t,x J? / )
30.o: tP ) >
31,. E.Xb-l\ yr,' )
32. 9\,) )4aD
33. D achf
34. ) Srnf'
35. rt-+ti)ehf

v9.\ 7 eb#4. "
%. /.it Frvy\
3?. t tj , vr:
38. 7/j v'S
3?. b-lr7r:z9i
40. \^.,( trtt)l'y9i
l+1,. brl'aglv9\

=  3  8  8  8  8  8  8  8
以上のよう:■ 、4亀+60君:類 le録されこ、〕ま

す. 0′βは少ヽヽ対Lど、①印は化比式がうの■

スにより記翻tさ えた俎 .

峡、)地減ながうも、日六産土弟種の約′パ緩

こしく、)6訳ごご。
ごの他、周辺地域温 録恣火い )わ 物|(、 次

の株な物がぁります。 さち ど善、だ 3ξ すと

セセリチヨウ料 。

51.ミ ヤマttリ
52.ア ガバゼじリ

53.ダ スミョうセセリ

54.。 ギンイチモンジセセリ
55.0亦 リバctリ
56.イ チ■ンジセセリ
57.コ チヤバスttリ
58.オォチャバネセtり

5'。 去マダラt2セ リ
60。 どメキ?」わセセリ

11.

斜

ミ

ミ
ヽ
ゞ
ノ

ジ

　
シ

シ
　
ン

ン

ギ

（ギ

ラ

ラ

ぅ

ウ

　

・
田

42. コ ,ソ バメ

43. トラフシジミ

44。 ヤマトシジミ

45。 ノしリシジミ

46. ツバメシジミ

47・ うラナミシジミ

48。 ベニシジミ

49。 ゴイシジミ



12。

ミヤマカラスァグハ (曰 野市).キ ベリタテハ (同 )、 シイタテハ (同 )、 六シミ

スジ (同 )ク 毛ガタヒョうモン(同 ).'0シジミ(∩ )、 アイノミドリシジミ
(n)、 ムうサキシジミ(日 )、 力うスシジミ(ノ＼二子市ハ倉)、 コしオドシ(八 二

手わ観 簾)、 ギフイヨう (ノ 工`手う観 峠～迫bユ～嚇 繰)、 スジパソヤマキ

チョう (八工子市舘町)、 じメシ0チ ョう(八エネ市ノ〕`た企町)、 こZOたここうご

す。 まあ中|(lょ 、虫ムの手元より避メデだしたよつな晨じめする記鉄も )ヽく つかあ

りますο  だの反面 壱羊しくと同査することによつιば 鬼全I(上晃しこ )ヽ3こ とと

麓誕ごき之うなものもあり、こなうは今後の調査と得たなけ永ばなりよとん。

之のためにも うElほ ご0)鳥を僣り乙、先輩の力Qに お滉熱)し た 〕ヽこ足、)ま 3。

つまむ'述べてきた野懇 氏次、との∩辺地城ごの株業Z6鉄之ぁ持もの力ど、分う

しヽ )ち己萄じ等とお持ちごしたう、どクリl、ムまご御―級ヽヽただけたぼ誠に幸こと
｀
す。

もιござ )ヽよ したら、ようしく修湖Rヽ )ヽ たヽしまう。

(〒 192 八王子市長沼町 354)

ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

蝶 の食草 0碁 華樹ネ綿0

現  二尺 誠

螺の相ねにば辱検鮮 てヽ 槌物の分挽で庫来華樹木につ、lて の入争六ヽ零セじ芳

トワ1ヽ て簡単に述べまうと肥、ぃます。

5讚丘は鉢植zt作 ってホ'い て 幼虫tそ
^ま

まttlに 付け 大きくすろオ去がよ(

こらにま場 ĺllさ なケ_ス の|キ で、ま帆Ъじともなく ′●彙におじて秘動できらのでヽ

J卜 常に復茉:|て、ォ。

園なブー次で、本t草 も簡単に、すぃぶんヒカくの金専勤 争ヽに入うょうになっT_。

織場t考 <入 手するのに1よ 、セ lま り、もlだん気tフ けて実あて奏くのが~番。こ採

りが多くなりますが、民虫の場合とFon様 に権物の採集も禁上されてぃる場詐があり

ますか ら気とっけて下さヽヽ・
以下、アイウエオ"い

でヽ代表的な谷草について述べて、ヽこうと黒ヽ 1ヽま す。

。マ17ブ｀
キ (ア ヮづ

｀
キ科 ) アヮブキ lホ 来揚 1ザ

｀
かJ卜 常に美‐ヽ。じ

｀
ンにさしてお1ヽ て

:h.「尻兵[鼻言:[IF!ア 1、量[〒キキ「ふlli、最うζ零革鼻111,こ l.|:
てはさてセセになってしまぅ■_。 スミナガ

｀
シl夕 晟珈した■詢=もたlD方 うし、家b ttt

□い準tょ (全へ・ろ。しかし7オ |ヾ

‐
セセリ応新萌や上0寄 にしかた

`り

しな t、 ので、
マオバセtり t嗣喬葛うにlよ 付本かの金草tDな

`ろ
腱辱片ぁぅひしょう。花すの強

□  □  ロ  ロ  ロ  ロ



●

13。

Itζ :繁昇

し`棠生なし`もV可能,Lと して考えぅ嗽ますがヽはり幼木t捜 したえ針よ

。イボ 9/キ (モ クセィ禾D さし末によって大体ぃつの時かでも公らに乗鬼tせ

ろこと急̈歌辛うοきたitぅ ぅゴマゲうシジミの金車ヒtマ 甲ぃうか、 l■ ■ぴんに入

にておくと、そのまき養核 ちら1■ むヌ大であらο

。らx(バぅ;科 ) tヽ ろ 1ヽう な□法品種bl・販売されてtlろ のでヽ、苗末こヨニ入ォうの

な■ittl取き量減勇11勇を∫基彙il:れこ£;1ltふll誕歯i糖瓦ia:″n
で・大手できら。秋10n豪から忠4Rわあ喩まで、腋花されてヽヽろoお金tゝ して畷 う

^か
と̈うしてもい地な人|ひ林〕鷺ぉ

｀
しヽt行なう。

。工/キ (‐ じ釉D こ
^木

1ま 非常に来あげヵVLぃ。社 t切 ってビンど
｀
しにしても

一日ももたなぃ。ビこ リヽレ等で・憤κ4し てもの三0で・ムろυせ|ま
1)替施λも`議植 2

ハ本つい 本 1夕 Fし いもの7.あ ら,じ 吹 itゴー2峰 、鏃かけとしてし■21夕・ムと|ょ フ

:なffttIテ |』「 |=ミ、

で

ξF[月li^I」 |ま う11塁屋亀君摯亀含
ろでしょうo 又 1臥ぐらいの末で)ょ ゴマ`タう∩幼虫もつつけられうか
工|キ い節本|お RT日 たヽら、、ようであう。

レ0｀ ζも(し お

ひ 針 つけ らに

も しになぃ。

。力工予
｀
(力 ‐〒

｀
計)戯 へ行 (ヒ のく

^●
■〒¬

't、
ろぃうな〒ケ1・ 日につく。こに

は湾ゝで増えたものであらψ親末ナ仝くなぃのに幼本がらヽヽこヒ介 あ`うが、カエ7・

ぬ不奎ゝ いヽ魚 l・ よぅマ遠くうヽ ら塁 |が 嗅てき■_た あであらoお I丁 |ひ tじ 井、つぎ
｀
未、

1や tな ど`によっこ苑ゃそぅとちうと、なかなからんじうで■う。よ人行った嵌
"t気tつ けてム、ヽヽマ併経2t件 ,で あヽくとよヽヽ。旧またでヽも大手できるか(湖裁イ午りにな

つていらものが|ま とんどで、ヨト単にふ、、。

|カ ラ スリ
゛
ンショ ウ (ミ わン矛り  この木 lホ →♭律に丈 夫で、弓och縫 の飾木 t併た ル

ltし てお ヽヽても 一年こ2れイiに までヽ書最 してしまうほ と・樹

“

・ 3鉢、木 てヽちも,種ぅ

'｀

手に入颯1よ 惨ヽ易 |・ 群芽めbヒ 肇2う 。 このこと1夕 犠本a lDり にlだ らうヽ命ォナ多数

あbこ ヒからもうちずけぅ。

・キバグ(ミ ちン科)ミ もレ科71び 景も大てくなら未でぁぅ。文大な末でヽ6nら
わた、ρno(1彙 方う0ノ＼Tみ 11跡 、キハダうE衣 ド多く:雅 }t入 チてヽでもoX
織い非澪|・ 肇で,短時l旬 にあ号入うでこう。子内t取 り1メ かし、■)Fすにtど 、す
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(ヽ に魂まさtRぁ くと2年あ 19o%終募ゆう。
まで・ltラo～

"“
位 |=な う。

οク2/■ (つ ス/キ 科) 戦前|ホ 峰臓をとつためによ(a嗜マネ2t、 た。10～ ‖

][賄il薄こ11荘アl.1嘗輝言][勇ζlil'll:な |1言if::倉 il… i
うう。 ホ |メ ロ以汚 ζ入千で きうoマオスソ了γ ′ヽ t個ネ寸ろヒ菩壺ンこ嗜太陽た侃 !・

当マぅことか0、 ドヽ、六あ た ハー7才 2ゾ の｀■の黎宅 に彩η めららしヽヽ
^で 鉢ヽ札 2

′ター犠 く、ぃ |夕 ,い 。ヽ

°ついうスモド
｀
キ (つ いうXモ ドキ¬め 仏地によくある末であう。奪

=前
に1沐 こ

の木t捜 しに一日かけて長野県ま
`・

採りに行ぅt_こ とも力ゐθ缶・なんヒハIろ―に

もお 濠 刻 日こ にも よくあ う末 でムら。いろい ろな蝶 の全 草 こして矛1用 で きるので・全

草の性おt゛セ地になう前に通当な木t確 しておヽいた方かよさそうであろo中 ■に

よって鴨単iミ 殖やせそうであみo

°コナラ (ブ ナ科)■ ナラ |ま ゼフイ|レ スの代串全草ヒtて 景もよく利印ざ未ろ。

学生でよ(殖 λろ。たおし絶うは乾燎に対してJ卜 じに35い ので取、 コサつの申サユ

1亀 IlllDi早 :皇 lti‖ lri]亀 塁ζ」:こfilt潜 鼻」:fし 1:L[[rl[
いなけ J゙が

｀
loo%謬為し薄寸。職 争t格 し、でも業かまで〈ろのは)掟 a年 の 5月 鴫な

のでヽ、ゼ
｀
フの金葺として mぃ ろ卜,事 じ^え 玖F`2年 か力ヽろことlし なら。親本のD

りてヽも比較
`ケ

呈った計でけムD末 が少レlす 桂えて、、ろとZう。しにthいてきて、絶

えであヽ ヽヽてもぃぃ。 この1易 合、 ヽ い相 わTtt Zヽ うヽもあわ=ヽ2ひ 、 この■メ■と卸 )と

[1嵩it]握 lF:iザ l[思 野 よぜ i響″ :、 1営4[lι lζl:』『
は最上で・

。サつラ (|ヽ
・
う着D 恥売されていろ園核品程 は全 てっぎ本こ去ら。日またで入4

可能。特に磁にサリラt施 えてたt秦 じ斗たいス |メ 完+― 奉れに施 2ら しヒtあ 方

すあします。ちぐヽに大をくみ )で しまつo方 クう F来上げ
.6‐

イト常に 1ヽ いので |マ 月

4セ は、じ
｀
ンざしのままで十分 に麻し ますσ又、 xス 7つ きドリ等早い時期から少し

,｀つてヽも桐贅t発 しみたヽヽテ lホ リクラの技t切 ,マ きてや～45°d仕
^ム

、ぁ|.● 1時

向住つけてゃらと.比藪的 寄(‐ 苺
在寺ァ

(ろ

。つワづ
｀
lし ミ (つ |も ミ料 ) マ、フ千 nわ na木 であろ。オ寸ガシツ

・ミの金 専であろ

bl・、じの末麻*上 ザか~非
単にたく文をしにしておけ;キ ーB`だめにあ'2し まう。

為 ヤ
券

t十 分力ざた i7ヽ島族 ゆみヒ秋
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もしbば バィレt_蓉場で隼 っぽ t入 ほてムヽ t、 ■_ヽ わド、よっぱむ侵持ちううか―、うフ

か りすうし奪ド湛っマ鶴以もろともベトベトにな ,マ じまう。一番 いぃの口挽木ら

103り もヽ ら勾本t tttマ (う ことで力う。又|バ 、夕 lし こ^■写t｀手しマ播絶あらL

ヒで`あら・ 籍う お`探り事吾さ l■ して、乾十をさせなけれ |デ loO%鷲すあつlよ つであらο

力の、ぃ秋まで,t80C黙 ぐちヽヽ にならο者5ト ロ呟号ひをっzヽ ろヽつたミ麻・革 >
ゲ |し ヽなので枷諮 1・ 感全(pl oで さヽな 1ヽ・

。刊ンシっう (ミ わン村) ■レシっうa幸 l夕 /Lさ ヽヽの■`マギ|ヽ a食峰ヒヒR印 い

う|ユ |タ イト常にア干り。サンンっう ,メ ロ咳たでも販売しマ、ヽらレ1ムで !ま 穐チ2‐・殖■2

、ヽろ: ムの甘ンシヽ う1,イ アギレン、うか■ (^1チ とんど
^よ

う
`ム

ら。 一
='ア

ギ

ハ^バ n金筆に花うしヒおヽ‐あろめで、pttマ
^く

と多島t伽■できb対会か́あら

かし妹ゆ■球tん 。

。シうわノヾ (わ |
・ヽ/キ 料) 元来、らょ帯に自讐●う杓本であら,2カ なit t

t卜 朴由中^平史 そも当口 lt iボ おくョ′pさ まう末であみ・ 穐みから苓 7う し 2年 で
`ク20ぃ 4セ であぅ。(編希尭卜国家鷲ゃ平費 の争島清 嘔0孝 シう01ゞ ト ロとヽどで'、 六

べ りつマ 1｀ 1キ |チ 唸わす層●71丁 。」へ我りがう融こ .

゛トア ||コ (モ つtイ 料) トテ||コ
^材 いよ(フ|ぃ さ吹>か

~、

卜71}コ 箋∩もの

lホ概考

“

b化●‐ないt朴えマーや に1び 販れさに2い なヽヽ・ ウう六ンシジ・ミ
^揖らDL行

フt折 、ヽtっ けてく0本 t繊うと決ヽヽ。

σlヽ レ /弐  (力 lヽ

^/寺 科 ) 穐 手で おく殖】うよう乙あろ。ハンノ寺 l夕 民喉的ラZ
めった71に 勿い本7,親 本ぅ bり t見 l,わ らと′せら方ヽあ本夕あろもあたヽ グわえに

li」:3貫ξ:藝暑i言 :藤 li戦よLで暴壌ξit転 [TIttJ晨 」i、 最71か
ど

。づ
｀
十 にづ十計 ) 著Sに は穐み蹂もできぅ。み通くにならしブ

｀
すの構卜が腋

売て ま ぅ 。 一般 的 に初 本 の 構 み はマ (て も 教 午 月 、 通 ヽヽ と 2^ヲ 耳 T_っ マ 采坊 う Ъ

のつい名もであぅ。こネ1■ 力け本^鳩
機 によろ

=い

子ヽ なく周―穆後 でも条与までに、■

にドけみ、、時間丼かかろぅて‐あろ。も ,ヒ tこ のような世鍛,ム 糖3^1、 さなしの
^

場合 に特に澪うけら
"、

⊃寸う程ため■ )なら秋 ,='ヽ 2ヽ■務にlメ loo後 単埼ちう。

スヽ プ寸n場合 ,嗣 芝f)に いいう糸て ヽ`ろも41,お寸ゲ6く ならフン
｀
デ寸 であら,金

費ヒ (ス 薇いでヽさろイヌずサ l,一 輩 卜
“
ロヒんど強発0嗽 Zヽ あヽい。ヌ 、てし末、

ラス,1沫 ち むも メす卜南 tマ 1渉ゴ1牢 にもづかしtヽ 芳弘であろo

ふ  りでマ /ヽR■ ■ぅうtヒ スキつ千つりに会 t、 に行くヒさ登妹餘 ぅ0■ を気t
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⊃ l■ ス寺くこヒであろ。特 にゆさだ
'り

なむ気■ つけマいうしデ十の投本ドミくlt

ふ燃 |す
´ヽ ぅと等tムし′ )ダかりのよ0み ブ寸 taつ けら憔らtり うo こ彙tzい わ

ヽヽにぬく。 10～ 15。h住 ∩筋かル、、●l‐ 、こ卓は一年生^電 である。 おこ〕ム科埴πトレ

てあけば 0に oしただ餞て ぃうがこ颯嗜tp l′ 取 っ実 ち か,ら な、、゙ ヌ、プ十の場 冷

ビンざし1'し マt2週 間イtlメ もっ
^ζ

、近 くに ブすかムれば
.モ の離,ノ

`摯
分を切 フ

て■マ使うの言 最も ヽヽヽヽマ`あらう。

。マン■/7(マ レ,つ升 )マ レサつ|バ 林縁 |・ かく晩弓吹らオであらο tttや さし木

でヽ両卑 1・・

`2ぅ

。日抜ん穂 t藤 花す■マいらつr彗 24准か″厳 (フ亀を砲l`4界 t軒 にけいい

られなヽヽo知本モ株ぅマ 12ム くヽの力fよ ヽヽo'磁 気
"rゎ

(わ ギ1かみヽヽ所 か́い` よ`う

でちら,稚 手で増やぢ場合 膠、lο n tL穂 争t学 ゴと調≒亀して、少 し凝もヽつと中から

■みだ̀け ボレポン

『

ク戯レZく ら。 こ̂
よ うた肋学に稔)を 得らしと771・ むマろo■

にし雛誓 ,¬メ24ぅ、から。

0ミ ス十う、っヌギ (プ
・
十利 )n穐 ともコ十 うゲバp村 とtマ 液 えろめで網■t

λnな 本で|ネ み、、′目芸元 で,大 両蔵 とも入守でで歌ヽヽ。さし本で lま 休眼様どレス,ス

I:、 1繰 rξ[【 :「桑ξ i:メ基墨7]秩 え 言単:r皐撃警
ζ
l tつ り口 につけ

。メギ (Xギ料 )キ 都雙カ ル麻 メギの大社 がら、ヽが、由受地 お には〕θぬ位のノ、

株十 よ(あ ら。 ミャマン D千 ョ|)^会 草ιおろか‐筆か́ 111て 、、
^で

社の大■でと個 わ

酪数 とよ、考27あ わヽヽみ ヽヽと、あとでいたヽヽあ〕■あうoさ し本でよくナ槍2ろ 。 叉、

穐 卜が入手子され |ザ取りまで 1,t2お りが弓毎 日に応
`0“

住 |・ iそ うう。 口孝汚な

y寺・
は入斗で■Ъ力い、感とんレ市入袴 ひあう。4ヽ苺し 2ヽ和 1印 でマちや` ま■■雑キじじ

マヽヽなヽヽの子 ゴ在■の力 ,タ ー私丁きヽヽoメ ヤ タヽエリ甲だけでなく乞 lす 垣 にn｀ 12も

よ、、ものでぁも。

・ ヤ十ギ (ャ 十ギ■) さし未でb羊 に増2う 。時柳疹ハ以針いつでも よヽヽ卜1´

報
"た

は林眠な さいしであらο ttt入 ■■年じしピー/に なt入 呟?ム くヽtへ けでヽ十分に箸

ねちら。 さしホ |=あ う→らな |ひ エンピツa ttt C‐ ち ヽヽめ枝,‐ 桑つよヽヽ o

・ ヤマ十うン (ゃ すギ料 ) この本 lふ どこにでもあらヒいう末ひ )ス なヽヽような気

☆ 方 う ′ か つマ ハ Iみ に は 、 こ の人 本 力V為 り付 も ,L,ま 0本 もあ つ ■ 力r々増 じ 青 ゐ犠

批に取り冷ヽよ影もないoつヲここ付道に感りぃ くいちヽヽ
^本

,いかなりならo■ )で 繁
艶ttう

^lひ
ヨL慄 たちブ・んヽし、ヽ。さし木か寸t鉄

`う

h卑 であら。樹朝は1卜 常に免く鉢
たえにtマ 終、lZも したむん大きくな ,2し まう。
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。ハ|し こレ (こ し科) ハ1し こレ|ス ふさフoレ
^に

もなうふ本K・・ぁぅ。J(分
"「

ナに該
`うわく、lCよ くな

=■ によくゝ｀うも゙ 雅ぅはゎ理に熱ちので`撮識でき嗽lょ政り乖さ
してお けヽ |デ年内 に

"0黙
イ通に 吉長ろう。 ゎ ネ ι程 本 のも )2t、 ら靖レtヒ 同じよ う歌

商でヽ2っ けら軟弓であろぅ。

今まひに述バた水t槌 えぅちかる、輝範πにあう時
`お

等二等、右式岸´物とよく

ifに ,ヨ入した 元込ぁてょヽヽο又こ■うヘネは仝マ日当り̂ よ
、、場所がよヽヽ。ほ対

ili:]lil:][lII:手 :i〔 llii]ilI[]il:[:|:i
ちls‐ よ 、ヽ′ょく園芸たこ購桑 tR、 1ぅ 樋物●11≧ 場たによぅマ施 2あ まれマぃぅが、

島差ため践 ヒtマ 跡赤ヽ上のえ十教機上であら。

夕施 zの 場合 71c eり か~大
狡宦というたかありま琢力「

ヽその場合に感なリウし,ン
lt tt t今 ませで、そのL― へ)と ■″マす、)ナ ,「よい。供 t腰水に tZ、 来 にしたt2
かくスカゞ tlう ちrそ の力該7,ス 根すあつマし,ラ 。

手た.樹ネのお ■精2へ 件 で今l口 Eバ たヽち葉称「水では秋 に、業
'a業

し、暖バ ー

看・ 槌■tt λ時1,z―、この時加ならんウ招t、、Ftめ マもで対におらつ ことはなヽヽ。

たた シ`ラカ |ヽ

´
●けは志 l■ 場ド9さ いわたこうに行 うのか‐最もいいようであう。及討

|・ 幣縁樹木a場ハぃゎ歿、ッ‐時が植2構 らの曇も枷でぁb。 この時枷豚ふの性長

か終り、一時的 に落分な磨漱すらからなあらoど うしても友な時期 にたぇ稿zと あ

うようになり杞tい T_あ らような時は、ならκく植物砕か

'解

をしなヽヽょぅにあら lだ

零
"rあ

う。業
"rら

く付ぃ2に、ら時期のた乏格 2リメ施跡 からの来参 ^茎椒 ハ‐ヵく、

しなκてしまうが、そのこ想 モ除(た あ^コ
ーティ ング役 4融腋孝1と か ,施 物 の死

維と強あらニアラ |し わなものとか 、し、ぅ、、ぅち華 bl・ おらの3、 Fぃ じなお骸殉あt,ぅ

いらくもうして麻識 し2や ネ 1辞げらす務花豚戒ゆ巧ら,メ チヽこよう。

tl)ヽ L: 鴨彗引tlネ 理ζt器くここ。ゃ讐菌 とlス ■みも格 いこイ午)た 祐ぅじじ。

■ 2)つ ぎじ: 梅雨こ‐ぅにさし不tや Ъ力畝,こ の時in麻六L有 すヽた様がた学ち
うしうで、この最t用 いう。輩,^付 、,マ いうので`た～1/3ぐらぃ撃 t魂卜う。切 りlコ

に黎裁み|ltっ けぅ。

えら)つ ぎ木 ミ ぃ3、、ちな芳ラ茨青ぁる。守夫 |す ばらち」 YP,、 人
'め

瞑■ 3も
^

ひt施物
`7//式 属tハ わせら■こでぁぅ。

発4)体照枝ざし : 本資ゃでものケ裁少nし tが、施物b秦男あとも らう十て・lミ さ
し蒋 とtD)マ ま、き上中にス千たして、 3n卜 や際にさしなtイ1う 六素 ひぁぅ。 この

か う にちろヒ、 3R卜 さ し木t行 ぅま ひ l― 黎根考0分 bl‐ 力lし ス牧
｀
トウ リ、 このう

`し
スつ、らの藩根か責褒的ならtt/fTら にろ。クヌギなどFも この力義 l夕緯える。



18.

尭5)販 り未キ 施物の7//賞 ルまで夕1蔵 tけ なりλ ,マ 驀根させらカラk。 軌卜ち)

末に取り末 t行 うの|ま や豫には■眼すう■しか―豚とんど′

主6)右 キ踏: 樋物や6物 から作ら嗽みtの o こしてぜA― た右キ犠1本 た事ニマ輩

Reの こと。

尭 7)砕 り橘 き :縫
't将

識 して 、乾崚などさ式 ろじヒなくすぐに囀用喘訪うここ。

構本の絶みl卜 疑勢と

“

1斜 |ち 》果移によつ2おあわ墜ていうしヒナか のヽでよ(九

,7か ら播 くo

力8)苗な : 穐t,(場合ス後わ競tモ 2う ために管理さいたPケ .

尭q)御根 ミ 施物を支えうための累もヽい地恥に垂心 =ヽλ ってヽヽろ緯が主根で、

き湿ゃ鵜唱長の末端の御ヨぃしギ
｀
の大うな相″御根 しあろ。来分の略収や角形らの導妙

林全zれなひ行わクろο赫木の赫樋λtイトう場ら、セ程 t切 っ2人 くヽこ魯‖掘や御

杞 ^黙 車 IN‐ 友 く糟理 協r身 ,・ /4‐ う。

発コo)の IIねうち せん |■ っ ヽヽ 2｀  マレ 甘つ t書 ワ つ号40t位 のア、場 にっけ 2や ろ

と者通 ボヽ韓、し木t tD,マ 猛た0ヽ い7年 に置、マム`くおリマζ tt t仲 はへうことがてヽ

さろoこ・ カス|メ 、わり花まわなぴゃっzい B芳 老
`あ

3。 粛ち叶りにお,Zttル
a勁塾た、か寺|れ 、‐らぅ?く ろ́

発‖)じ ―卜tス : 口玖たで鏃たさ彙z、、ろ後た0'ラ 宦む土竣泳畝者1、 未差t子

ちみ。併樋n考え■t tマ うぐはマ 1、 3,

え12)一 年■ミ 地物ヶ鋳t tttと から1´氷いの力本のしヒ́
尭 13)黎杞ぷ|ミ  さしホtす ら場合に桑泥 tttL方 う■あ tlろ ぃ 3な オスタ去うわf

水|し モレ孝itっ けらえ薇ナ葛ち,あ∴る7-い 3｀ 1ろ あ多が+つ寸?、 オキンバ|つ

ン、 1じ―トン｀どいうヽヽろ〕風売さk7い 3. lι― トンル1~番研義ム、ぃようてちう。

埼J■)京 ふたミ 供蠅甲^辞差■ヒtマ ー弁 によく子1印 さはZい るo斧ユ准じ
^T―

め求1手 け、準来おか決(施物の根 卜 よく名フ′

えb)嵐%た 、 処 D考え■7ぁぅ。7日 。γ徴いaヒ ー機的にやhうも`く、くな

仏やち、、のひぃA覇勇なtと 1メ 、、ぇなしヽ。

(テ 221 族殊市絆うい11C入角積 4-23-21)
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モ 姜 姜 姜 姜

▼

野 崎 清 生 東京都新憎区矢来町 5
の  どヽ   きま たわ`

昭和 14年 lo月 仕吼。毒 |ろ。長せ′
|ヽ 6.長 男tl、 3の 家族浩成でヽ■.蝶 とのつき合

tヽ は、lk強 旅6ほ からふな 2年 の噸迄、その店 8年 向程フ・ランクかいちり、結婚径再

由して lo年 、かっとになりま効・
プランクの向|さ 、コーラス、スキー等絶ぬ爆味 にたっており、再陶の動社

`よ

、金

鷲生発に入)R違争7足 ミDネ lヽ なったことと「 嘲い という議味江かな り高尚な満 0来

として乙会的煎晰nt受 けぅょぅになったるヒいうtと に表白きしてヽヽま窃奸、や まヽ

たの率ta々 ゃ,t_後 せ |よ り嫌ド~喬棄しいししヽうことに与為、、たた`けのことひ

すo5tか に、この島崚示■lわ た ぃ導5し みt与ぇて<Й ろ静吠も′♭、ヽ
^で lす な、、かと最

症た2ろ ようにな ,て ヽヽす場。今年1,有 と採ろうヒス颯こ嗽計画 すら幸しヽか弓始

志り、採嘆の幸 し井、銅ヽの幸 し丼、構 4≠羊リヘ秦し汁等マ、そして何 より秦しにヽ

の、ホ同い
^ん

、とヽ 訳合、、合 ぃ、環部に

`、

けり、喋 通` じて奏なの輸ヵrな 村、マゆく

ことだ と帰っマ tヽ 政場。

本会^も Ftlよ 導駆□刊紙 にマ椰 りおヽたたひい手した廿、レバ Iし うヤちく、私などこz

もλ全査格かみい
^む

はな ぃかと躊路 しRt、 たヒころ、中野のお1子「 l・ 粋乙にこ雨乞

きた、ま野さん、¬ふてしより、只ざ(な会ヒ
^こ

とび、お察繁、ヽL受 け、ハなどじ

て頂 くに411ぅ た木オであ。                  ・

イt事 の由集上も,出 ζi^‖ なもなり、イクリヤ了 lし づス、象牙力斧、マレデス写

で'7、′卜t撮 ろ若会もあ りま ttか。、行分時向的な|1約 から懇う決うな茂塚が上らな
一たのんびり林暇tと り、 市あ´式 で思うな分ア、ットtモリた｀ヽと思,て ぃます。

また国内でも■だそ 採々 りた ヽヽ程ケホリ■
'が

、毎辱p中彙F比 し烙雫 にち才旦方みこ

との経:1通 して、あ。しかし4毎 ぼ冶Tと 力ヽ彩置の毎と子ヌしたく、付キ よBし く櫛Pヽ 4年

の理おヽ瑞ぃ、やし上げま司。

守 野 ■ 紘 千華県松テわち劇昆告146● ッヵァ′■トワ02

今 lD、 仁 平会 長 に寿磯 ヽヽ して入会 させてぃF_だ さ ました。

今 年 1日 に決 蔵県から転動 して 、今 松 Pに 住 ん子 ぃ球 ら。南崇、 中考p壇オは合 く

採単^経験がなく駐知であので搭親
^ご

希導 tム 敵ヽ 、ヽぃiし ます。今 までに仁 ただ

姜 姜
拳 姜 チ 姜 子 ■ 姜 二 姜 姜
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ところ|み 去あ並、私台、年己県でしヽ 。理たのFD力見〕が日本の嫌全穐t色 /2~^ア・/ト

で採嘆しT_い という■とてラ ο由祗ぃこう
=住

んしいも向 1=lo務程新らたに拝味した

穐わド増 Lま した。||、 ■朦や升鍵 |タ ー寸
「

llt tマ 今拝 り鵬 し`ていち蝶 ケ 10穐 ありま

葛o甘 う11-マ ン拿ので楠「■ヽヽ 1・ ―た■キ今一枚
`幸

殖おさせられ〕う^ひ 豪京周じに

もし、⊃詠でヽヽちのヽ`分 0｀ りませた。こちらに 1ヽ ろF●Ql・ こ
^10織

の球播 案垣彙 半/D‐ 請

らしtぃ も
^ヒ 念離 しマいま場ο【帆と浩D^蝶 ひも由束、中静へ標本は今くFに 持

して、、ないハで林B広 ―壮鼈会十畢案,・ 韻かけたヽヽt慇 ヽヽまち。

どうてようtく 人`秒ヽヽヽヽT‐ tuす 。

稿 中東神三れヽ♯ノ麗 )-1~17 ふ希方

|メ し     ら■ろ

ゲ |し ―プ%言 虫、景辱ケ t:今 りにしてヽヽT― (7)長 内代も私の入金で そのたから隣 リ

ろtと ,tな り/1/‐ 々フ賠a力ヽ マ t、 ろおらでヽもありまつθ ttt 22燿 の大彎讐子窃゛柱ま

吹)ホ 長向卜と同じ嵩森県子ふ枚 t午 業ちもウでそtで 過ぎしました″束東 に1メ 茨年

平球し■。如ゥ´晩はたヽヽ2ヽ のヽ手4業 は女かも3き なものでや勝り私 も同様 ひしたo

でt往 うの多く tヽと )2虫 ヒ
^イ

寸き合 い|ホ 本人へ向trて の黎島全 中の痛計 が勝ぁκ

tワ )ス 〒ッフ
゜
で、kt2々 ネ感閣tな く桑11読んち索らべ`きt^で あうおうなの

で1か
‐
Cこ ムが 軽れな鶏詩 のヽ逹か 7)ど らヽヽう 47け が私応本人 |■ 77っ 2t吹 との

イすき僣 いt続け2い 参●。 こネ |夕 もしかつЪヒ lヾ弩フや名盤
^じ

もさ詠きまつ河目人/FT

飾 へ希わ 力t採 ろうと,ら 痛神分析・ 拾tみ の

'レ

料 ならかも状bネ 事せん。今となって

1沐 収■継続^前
にiち 雪がЪヒtわ 憔Ъttlgi、 絡1會 へ時ttめ薄ヽ ^認失華になら

つ2桑 りす刀み党1モ しぃまら。

蒙家^来 zう らヽ1び 呟仲向になま吹みかった■ぁに安に由葛Ъ皐缶品幕■得うこと

'そ
さなに

“

分るキの見 、ヽ事をしマき
'し

た。たとえ|よ
い、も|バ やギ

・つた地と、マ・け

蒙浚 の人こ に日捨 マら彙た ハ■みでイヽC↓ にヽな |口 も歌馨 し、敗退 し■した。で もこ

にから 1ホ

゛
%た 颯 誂゙ た背 つヽ 弓行み スか‐得らいち■ヒにみ りをうな 、私 ^ス Z人 生

卜t強 tヽ 外セ の考,見 ぇマ来 T_よ うで葛。

そ洵亦主に千、りとやぅ2ぃ まつo私 の象御、も基 、ふユ宅条続 ^マ
ギ lヽ 後 か′ケなく

こちらの人 |・ 1ム どう,マ =ヒ tか ｀`モ)■ 、ォ十づ 、ついなどあ▼ ヽヽマギ l、 機 に以

斎1っ らヽ縫 嗜へtt、、マ、、だヽ tiド 、■の心 叶ヽも理弓ミのものヒ参 り、さ さや ■ヽアゝキ罵撃

に小T_,2い ■場。

私 1)主 に、■虫撫案に力t入 慎マヽヽまつ夕ヽ
゛

ら薄虫 のヽ芳々 の徊 驚■ttヨ なら

⊃マこいからl,そ ららのあ 1・ もうまz― 以上に力tヽ 吹た、、ヒ浮っマ 1ヽ まつ o

どうモ
~が

ろヽく大ヽ後 、ヽ致 し,ぅ 。

ヽつ

●
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計 入会 買 ^名 /1T

千ま,^ち 々‖入金至ズしました。堂しくぉ雇後、、百曳し手あθ (搬豫略 )

編 集 後 記

%澤 虫7署 tヒリまつo会報t族うとヽヽう車 :夕 本当に大賛な車です.

会長沸代もそkF軋れ車伊あり、静味
^環

ふι静くとい,■ はなかなか日ILと 惨

男h、 ■■椒`、ヽ の驚力●仕り淑した今弔でち・ 毛くこく奪:けたヽヽヒ■っ2蔵 ります.

搭繰^行協力tド撤 ■と同時 に後 嗅に疎稿特何キ宣しく御ぬ 、ヽ孜ι]あ っ

仁平
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