H2 4 年 6 月

No.４ １

６ 月の自 然観察 会
6 月の観 察会は 「不思 議な虫 との出 会い」 を
テー マに開 催され ました 。10 時開始 でした が、
いつ の間に か観察 が始ま ってい ます。 カメム シ
やゾ ウムシ の仲間 が次々 と姿を 現しま す。 岩 手
虫の 会

の 伊達さ んが『 このカ メムシ はそん な

に臭 わない よ！ほ らっ… 。
』と参 加者に 差し出 す
ので すが・ ・・。 次はゾ ウムシ です。 ハギの 枝
にし がみつ いて、 まった く動き ません 。体が 白
っぽ く、背 中にコ ブがあ るので 、 シロコ ブゾウ ムシ

と言う そうで す 。一匹 見つけ ると、

次 々と見 つかり ます。
『こ こにも いるよ ！』と子供 たちは
楽 しそう です。 散策路 沿いに は

不 思議な 虫

が いっぱ

い います 。気付 かない だけで す。ト ゲの鋭 い毛虫 がいま
す 。大人 はみな 一歩引 いてし まいま す。「イモ ムシ ハン
ド ブック 」によ れば

ヒオド シチョ ウ

の 幼虫の ようで

す 。親が 分かり 、ちょ っと一 安心。 今は色 々な図 鑑が出
て います 。参加 者の虫 を見る 目が違 ってき ていま す。
カ キツバ タ園に 来まし た。何 種類か のイト トンボ がカキ ツバタ のま わり を飛ん だり、 休
んだ りして います 。羽化 に失敗 したも のやク モの糸 に絡ま ってい るも のも います 。自然 界
の厳 しさを 垣間見 ました 。と、 突然雨 が降っ てきま した。 ザァー と。 トン ボの姿 がサッ と
消え ました 。すぐ に雨も やみま したが 、さっ きまで 飛び交 ってい たシ オヤ トンボ やサナ エ
トン ボは見 当たり ません 。葉っ ぱにし がみ
つい ている 大きめ のカエ ルがい ました 。 モ
リア オガエ ル

の オスで す。昨 年は卵 塊を

見つ けたの ですが 、今年 は親を 見つけ まし
た。 カエル の声も 聞こえ ます。 モリア オガ
エル だそう です。 木の枝 に産み 付けら れる
卵塊 は有名 ですが 、ここ には適 当な木 が見
当た りませ ん。そ ばにア マガエ ルもい て、
その 大きさ の違い が良く わかり ます。
１ ０時に 開始し た観察 会も１ ２時を 迎えて います 。まだ まだ色 々な 不思 議を発 見でき そ
うで す。こ こでも 何度か 観察会 を実施 してい るので すが、 そのた びに 新し い

？

が見 つ

かり ます。
５ 〜１１ 月の第 二土曜 日には 観察会 を開催 してい ますの で、気 軽にご 参 加くだ さい。

