
倉敷の自然をまもる会会報目次 

（ 創 刊 号 ～ 第 ９ ５ 号 ） 

（昭和４９年９月２０日～平成２５年 10月 31日） 

 

創刊号（昭和 49年 9月 20 日 1974/9/20） 

自然愛護精神を………………………………………………………………･……赤木元蔵…………1 

創刊号によせて………………………………………………………………･……沓抜覚……………1 

鎮守の森………………………………………………………………………･……山本又弘…………2 

無人島探鳥記…………………………………………………………………･……田村萱山…………2 

自然界における弱肉強食の功罪……………………………………………･……山岡操……………3 

山の緑に思う………………………………………………………………･………間壁忠彦…………4 

蒜山の会誌……………………………………………………………………･……多和和彦…………4 

 

第２号（昭和49年12月7日 1974/12/7） 

自然保護の重要性(自然破壊は人類をも破減す) ………………………………萱谷誠之…………1 

どうつなぐ,みんなとひとり………………………………………………………室山貴義…………1 

川入の古木エノ木は救えないか 一原因は珍種ヒラアシキバチの寄生―･…近藤光宏…………1 

迷子のショニ(かわせみ) ……………………………………………･…………･江田光子…………3 

釣り教室に参加して…………………………………………………･……………三好邦夫…………3 

自然教室参加の記……………………………………………………･……………広瀬人子…………4 

 

第３号（昭和50年3月31日 1975/3/31） 

カモとアサクサノリ…………………………………………………･……………松本邦夫…………1 

自然保護行政について ―お願い―………………………………･……………井潭豊……………2 

自然環境を昔にかえしてほしい……………………………………･……………滝沢房子…………2 

倉敷のクロツバメシジミ……………………………………………･……………青野孝昭…………3 

届かない手紙 ―今は亡き山本社長へ―…………………………･……………室山貴義…………4 

 

第４号（昭和50年9月1日 1975/9/1） 

自然に思う……………………………………………………………･……………片山虎夫…………1 

心浄ければ其土浄し…………………………………………………･……………大守哲……………1 

山歩き…………………………………………………………………･……………秋田隆敏…………2 

市内を歩いて(一) 児島路…………………………………………･……………多和和彦…………3 

私のすみかは共存家族 虫達いらっしゃい………………………･……………西島清香…………4 

 

第５号（昭和51年1月10日 1976/1/10） 

コンビナートの野鳥 ―昭和50年度―………………………･…………………田村萱山…………1 

自然の尊さ……………………………………………………………………･……川上昌城…………4 



一第2回自然教室― 玉島富峠で盛大に開催……………………………………宇野弘之…………4 

 

第６号（昭和51年4月20日 1976/4/20） 

過疎と開発と自然保護 都市における自然保護運動の反省･…………………重井博……………1 

誰もが良いと思うこと………………………………………･……………………原レイ子…………1 

尾瀬の木………………………………………………………･……………………福島和彦…………2 

酒津のゲンジボタル………………………………………･………………………小野洋……………3 

なつかしい春はどこへ……………………………………………………………･小室美枝…………3 

幅広い自然保護運動を望む………………………………………………………･我妻潔……………4 

 

第７号（昭和51年8月20日 1976/8/20） 

甘い,心情的な保護観………………………………………………………………山岡操……………1 

白馬江のシジミと高梁川のシャコ………………………………………………･高見光海…………2 

生きている自然……………………………………………………………………･小玉勇一…………3 

住民の敬蒙を急げ…………………………………………………………………･大島克郎…………4 

心のふるさと………………………………………………………………………･道口案山子………4 

大切にしたい倉敷の自然…………………………………………………………･小松原勇…………5 

夏二題………………………………………………………………………………･永山一子…………6 

 

第８号（昭和51年11月10日 1976/11/10） 

環境部の新発足に際して…………………………………………………………･角南博史…………1 

野鳥の動きがバロメーター………………………………………………………･笹田富夫…………1 

倉敷の植物あれこれ(1) トキワススキ…………………………………………古屋野寛…………2 

自然の尊さ…………………………………………………………………………･松香辰子…………3 

第3 回自然教室……………………………………………………………………･近藤光宏…………4 

 

第９号（昭和52年4月1日 1977/4/1） 

自然を求めて………………………………………………………………………･加地謙寿郎………1 

春に思う……………………………………………………………………………･中原繁子…………2 

本山国有林をたずねて……………………………………………………………･脇本浩……………2 

今は姿が見られない高梁川河口のシジミ貝……………………………………･三宅宗夫…………3 

 

第１０号（昭和52年7月25日 1977/7/25） 

環境部に就任して…………………………………………………………………･佐野篤志…………1 

野草をたずねて……………………………………………………………………･長岡繁子…………1 

倉敷の植物あれこれ(2) ツルドクダミ…………………………………………古屋野寛…………2 

宇部自然保護協会訪問記…………………………………………………………･近藤光宏…………3 

写生大会・総会・記念講演会……………………………………………………･事務局……………4 

 

第１１号（昭和52年10月25日 1977/10/25） 



秋の赤松林で………………………………………………………………………･高見光海…………1 

諭伽山の蜩…………………………………………………………………………･宮尾玉……………2 

円通寺に思う…………………………………………………………………･……吉沢静子…………3 

親子自然教室に参加して……………………………………………………･……重井燁子…………3 

第１回親子自然教室……………………………………………………………･…近藤光宏…………4 

 

第１２号（昭和53年3月25日 1978/3/25） 

選高校総体(インターハイ)に出場した監督および選手のマナー……………･宇野弘之…………1 

釣りを楽しむ………………………………………………………………………･亀山茂樹…………2 

児島龍王山倉敷自然を守る会に参加して………………………………………･小椋精至…………2 

倉敷の植物あれこれ(3) コモウセンゴケ………………………………………古屋野寛…………3 

自然教室開催される 一児島竜王山―…………………………………………･近藤光宏…………4 

 

第１３号（昭和53年7月20日 1978/7/20） 

生垣で町に緑を〈宮城県沖地震の教訓〉………………………………………･笹田富夫…………1 

小豆島の自然に寄せて……………………………………………………………･細野博江…………2 

子どもと自然………………………………………………………………………･中野けいし………2 

よしのずいから…………………………………………………………………たかみていいち……･3 

マツクイムシ防除のための空散で,昆虫相は変化しないのだろうか…………宇野弘之…………4 

 

第１４号（昭和53年12月1日 1978/12/1） 

水泳プールの水はきれいだろうか? ……………………………………………･宇野弘之…………1 

失われていく自然…………………………………………………………………･仁平米子…………2 

親子自然教室に参加して…………………………………………………………･高見良子…………3 

自然教室に参加して(倉敷市玉島弥高山方面) …………………………………石原良子…………4 

 

第１５号（昭和54年3月31日 1979/3/31） 

酒津～水江遺跡…………………………………………………………………･…間壁忠彦…………1 

早春の自然に想う…………………………………………………………………･小川昭子…………2 

阿比(アビ) 天然記念物……………………………………………………………田村萱山…………3 

訪欧六ヶ国の旅 その（1） 北極圏の大自然………………………………･…近藤光宏…………3 

 

第１６号（昭和54年7月20日 1979/7/20） 

自然を歩けば………………………………………………………………………･加地謙寿郎………1 

遺跡は語る…………………………………………………………………………･間壁忠彦…………2 

新緑の日差山………………………………………………………………………･栗坂満寿子………3 

続訪欧六ヶ国の旅 その(2) 北極圏の大自然…………………………………･近藤光宏…………4 

 

第１７号（昭和54年11月30日 1979/11/30） 

自然の生命を大切に………………………………………………………………･広瀬人子…………1 



自然界の傑作イシガケチョウ 児島宇野津奥より……………………･………難波通孝…………2 

続訪欧六ヶ国の旅 その(3) 北極圏の大自然・他……………………･………近藤光宏…………3 

 

第１８号（昭和55年3月31日 1980/3/31） 

環境アセスメントは免罪符か ―県総合流通センター建設―………………･宇野弘之…………1 

心やすらぐ自然の姿………………………………………………………………･岡田善子…………2 

小林一茶と野鳥……………………………………………………………………･田村萱山…………3 

続訪欧六ヶ国の旅 その(4) ………………………………………………………近藤光宏…………4 

 

第１９号（昭和55年8月10日 1980/8/10） 

就任のご挨拶………………………………………………………………………･藤井博……………1 

自然教室に参加して………………………………………………………………･仁科貞……………2 

続訪欧六ケ国の旅 その(5)イタリア……………………………………………･近藤光宏…………4 

 

第２０号（昭和56年3月31日 1981/3/31） 

自然観の相違………………………………………………………………………･溝手典郎…………1 

美袋方面 親子自然教室……………………………………………………………近藤光宏…………3 

“シンボルグリーン公園"の自然…………………………………………………近藤光宏…………3 

 

第２１号（昭和56年8月20日 1981/8/20） 

私と自然……………………………………………………………………………･小田正視…………1 

自然の環境を大切に………………………………………………………………･滝澤房子…………2 

ひめゆりに思う……………………………………………………………………･武田満子…………3 

沙美方面自然教室メモ……………………………………………………………･近藤光宏…………4 

 

第２２号（昭和57年3月31日 1982/3/31） 

白山スーパー林道、高山をみて…………………………………………………･高見光海…………1 

大らかに生きる動植物たち ―自然観察入門映画が完成―………………･…溝手典郎…………4 

成羽方面親子自然教室……………………………………………………………･近藤光宏…………5 

吉備高原都市方面自然教室の御案内 (親子自然教室を兼ねて) ……………･事務局……………6 

 

第２３号（昭和57年12月10日 1982/12/10） 

児島風土記 ―注目の児島史発刊―……………………………………………･事務局･…………･1 

ふるさと賛歌 常山の自然 自然教室に参加して………………………………帆足サカエ………2 

野草と共生する都市環境を………………………………………………………･武田満子…………3 

春の親子自然教室 山野峡竜頭の滝…………………･…………………………近藤光宏…………4 

 

第２４号（昭和58年11月1日 1983/11/1） 

あいさつ……………………………………………………………………………･重井博……………1 

酒津八幡山を自然公園に 山陽自動車道を機会に要望…･……………………高見光海…………2 



種松山湿性植物園造り ―子供たちに本物の花の色を―…………………･…事務局……………4 

歴史的自然環境を後世に 一児島風土記を再刊―……………………………･事務局……………5 

「写生大会」は今年度で終了……………………………………………………･事務局……………5 

―昭和58年度自然教室の御案内 ―錦繍の福山ハイキングへどうぞ………･事務局……………6 

 

第２５号（昭和59年10月25日 1984/10/25） 

自然の宝庫“由加の森"市の観光開発で伐採……………………………………事務局……………1 

由加山の原生林を残そう 市観光開発で再三申入れ……･……………………事務局……………2 

由加山観光開発に関するお尋ねとお願い………………………………………･事務局……………3 

伐採林修復案を提出 21世紀を展望して……･…………………………………事務局……………4 

由加山を代表するシイ林…………………………………………………………･古屋野寛…………5 

自然環境保全施策について………………………………………………………･新納嘉明…………6 

種松山湿生植物園を育てて4年……………………………………………………小松原勇…………7 

活発だった59年度総会……………………………………………………………･事務局……………7 

種松山真弓池水系周辺の生物……………………………………………………･事務局……………7 

『ホタルの宿は・・・』倉敷の自然をまもる会が生息調査…………………･事務局……………8 

山陽自動車道工事進む 酒津八幡山開発 市が埋め立地利用案を提示………･事務局…………･10 

酒津八幡山のこと…………………………………………………………………･間壁忠彦………･11 

開発と自然の調和を考える 瀬戸大橋ルート見学会……･……………………事務局…………･12 

11月11日、酒津八幡山遺跡観察会ご案内………………………………………･事務局…………･12 

松風に歴史の声を聞く 福山ハイキングコース…･……………………………溝手典郎………･13 

家庭緑化について 緑化への提言…………………･……………………………溝手典郎………･14 

売れてます「児島風土記」倉敷の自然をまもる会再刊……………………山陽新聞記事より…15 

ホタルとカワセミの生態パネル展……………………………………………倉敷市環境保全係…16 

 

第２６号（昭和60年2月10日 1985/2/10） 

表紙写真 鷲羽山のヒトモトススキ あと暫くの命運・これが見収め………古屋野寛…………2 

「その頃」の情熱を………………………………………………………………･室山貴義…………2 

プロジェクトチーム奮戦記 ―倉敷市における自然環境保全の歩み―……･室山貴義…………4 

酒津八幡山遺跡の観察会(報告) …………………………………………………近藤光宏…………8 

八幡山遺跡観察会に感謝…………………………………………………………･平山鶴市…………9 

酒津八幡山からの眺め……………………………………………………………･間壁忠彦………･10 

酒津富士を望む山紫水明の郷……………………………………………………･平山耕村………･12 

私の自然観二題……………………………………………………………………･高見光海………･13 

鶴形山の自然………………………………………………………………………･青野孝昭………･14 

瀬戸大橋雑感………………………………………………………………………･加地謙寿郎……･16 

庭にピラカンサを…………………………………………………………………･笹田富夫………･17 

冬の蝶………………………………………………………………………………･重井博…………･18 

新熊野山補陀落寺…………………………………………………………………･大守哲…………･19 

春の七草……………………………………………………………………………･古屋野寛………･20 



短歌………………………………………………………………広瀬人子・板谷忠・板谷時子……21 

―自然環境のバロメーター ―カワセミの生息調査にご協力を……………･事務局…………･22 

春の七草を摘む会(ご案内) ………………………………………………………事務局…………･22 

 

第２７号（昭和60年8月25日 1985/8/25） 

表紙写真 倉敷に咲くサビタの花・児島のノリウツギ……………･…………古屋野寛…………2 

やすらぎの心………………………………………………………………………･堀禮子……………3 

『みんなでつくろう野外保育センター』子供達に土と緑と空間を…………･新納雅司…………4 

下津井城址で発見されたインドオオヅアカアリ………………………………･近藤光宏…………5 

児島地域での新しい環境づくり 一瀬戸大橋架橋記念公園の基本計画一…･出石収……………6 

下津井城址の自然を守ろう………………………………………………………･多和和彦…………9 

野生につどう………………………………………………………………………･高木春江………･11 

倉敷市内のカワセミ ―生息調査・中間報告―………………………………･事務局…………･12 

小川の改修はこれでよいか……生き物のすみかを奪わないために…………･茅野洋二………･13 

身近なところにホタルの里を……………………………………………………･事務局…………･14 

玉島陶の荒木川をホタルの里に ―地元がホタル護岸を要望―……………･三宅猛･…………15 

ケブカマルクビカミキリ…………………………………………………………･青野孝昭………･16 

自然の木曽路………………………………………………………………………･小野新一………･17 

“核兵器廃絶・平和都市宣言“を陳情…………………………………………･事務局………･…18 

盛会であった春の七草を摘む会・林の蟻峰山山麓で(報告) …………………近藤光宏･………19 

第1回児島風土記めぐり(報告) ―藤戸古戦場と新熊野史跡―………………近藤光宏･………20 

去年したこと、今年すること ―昭和60年度総会報告………………………･事務局……･……21 

ボタニカルアートとは ―植物画のすすめ―…………………………………･事務局……･……22 

俳句………………………………………………………………平松措大・小寺古鏡・島津青沙…22 

自然を愛する仲間を増やしましょう……………………………………………･事務局…･………22 

自然保護憲章………………………………………………………………………･事務局…･………22 

 

第２８号（昭和60年12月23日 1985/12/23） 

表紙写真 初冬の風物詩 セイタカヨシ(撮影：重井博)………………………古屋野寛…………2 

開発と自然保護 ―下津井城山の場合―………………………………………･山本慶一…………3 

釜島探検記 ―倉敷市釜島の生物調査おぼえ書―……………………………･重井博……………6 

釜島の植物…………………………………………………………………………･狩山俊悟…………8 

釜島の昆虫…………………………………………………………青野孝昭・近藤光宏・重井博…10 

（座談会）野鳥のいる自然………………御出席：田村萱山・笹田富夫・大崎昌子・田中秀子 

司会：重井博……………………………………………12 

宇野善三先生と宇野文庫…………………………………………………………･事務局…･………14 

倉敷市内の探鳥コース……………………………………………………………･事務局…･………15 

サギソウ増殖保存の歩み…………………………………………………………･武田満子…･……16 

植物雑記……………………………………………………………………………･小野敏也…･……17 

倉敷市内にカワウソが出没!！実はヌートリア? ………………………………梶田博司……･…18 



美観地区のクロツバメシジミ……………………………………………………･青野孝昭･………19 

藤戸の物語り………………………………………………………………………･井上忠雄…･……20 

杜鴎の里・新倉敷…………………………………………………………………･小野新一…･……21 

わたしのふるさと…………………………………………………………………･大崎礼子……･…22 

私の高梁川…………………………………………………………………………･渡辺みどり…･…23 

高見光海さんを偲ぶ夕……………………………………………………………･秋山樹石…･……24 

大室海岸の生物観察と鷲羽山ビジターセンター見学……………………近藤光宏・重井博……25 

春の七草摘み〔案内〕七草がゆをつくりましよう……………………………･事務局………･…26 

 

第２９号（昭和61年3月28日 1986/3/28） 

表紙写真 スズフリイカリソウ―倉敷市内にも分布―………………………･古屋野寛…………2 

無題…………………………………………………………………………………･本田実……………3 

吉備の野に遊ぶ……………………………………………………………………･角南旦山…………4 

作物と雑草 ―春の七草に関連して―…………………………………………･榎本敬……………6 

―吉備路風土記の丘で2月2日― 春の七草摘み自然の味を満喫……………･事務局……………9 

春の蝶………………………………………………………………………………･青野孝昭…･……10 

シロスジヒゲナガハナバチ………………………………………………………･近藤光宏…･……11 

（座談会）草木と共に……出席者：古屋野寛・三沢一馬・土岐美智江・松末佳子・小河原常美 

司会：小野敏也…………………………………………………………12 

自然史博物館展示製作余話(1) 樹木のつまりぐあい…………………………狩山俊悟……･…15 

水草今昔……………………………………………………………………………･小畠裕子…･……16 

植物雑記……………………………………………………………………………･小野敏也…･……17 

淡水海綿 ―自然環境のバロメーターとなりえるか―………………………･益田芳樹･………18 

児島風土記めぐり(報告) …………………………･……………………･………事務局……･……30 

 

第３０号（昭和61年8月25日 1986/8/25） 

表紙写真 湿原の女王サギソウ…………………………………………･………古屋野寛…………2 

モネと睡蓮…………………………………………………………………………･藤田慎一郎………3 

俳句・短歌………･山川恵子・土岐美智江・山田義子・木村喜美子・諏訪寿美・小原普三子…4 

自然観察会(報告)森の神秘・ヒメボタルをみる会……………………………･重井博……………5 

赤米の話……………………………………………………………………………･武田和義…………6 

シンポジューム倉敷川を考える ＝水と緑と人間と＝…………………･……事務局……………8 

（座談会）昆虫よもやま話…………出席者：青野孝昭・近藤光宏・重井博 

司会：小野敏也………………………………………………12 

水を育む保安林……………………………………………………………………･事務局…･………15 

大英博物館(自然史)の御案内……………………………………………………･梶田博司…･……16 

徒歩の会紀行………………………………………………………………………･加地謙寿郎…･…18 

変貌する桃源の郷…………………………………………………………………･小野新一…･……19 

赤とんぼ……………………………………………………………………………･重井博……･……20 

去年したこと、今年すること―昭和61年度総会報告―………………………･事務局………･…21 



中国地建局長表彰船穂早起き徒歩の会………………………………･…………事務局……･……22 

緑化運動ポスター作品を募集…………………………………………･…………事務局………･…22 

 

第３１号（昭和61年10月25日 1986/10/25） 

表紙写真 倉敷市が東限?ホソバヤマジソ………………………………………古屋野寛…………2 

倉敷川、その夢と現実……………………………………………………………･重井博……………3 

水草の生態・人とのかかわり……………………………………………………･沖陽子……………4 

高梁川に生き残っていた天然記念物アユモドキ……………………………･…湯浅卓雄…………8 

干潟の鳥をみる会(報告) …………………………………………………………事務局……………9 

鳴く虫………………………………………………………………………………･近藤光宏……･…10 

〔自然観察会〕なく虫の声をきく会(報告) ……………………………………事務局……･……13 

俳句・短歌………………山川恵子・高橋希世女・重井燁子・土岐美智江・三沢一栄…………13 

ミンミンゼミ・倉敷全市に分布を拡大中? ……………………………………･重井博…･………14 

47年ぶりのマルタンヤンマ・玉島で小学生が採集…………………･…………重井博……･……15 

柏島通信・オニバス・チッチゼミ………………………………………………･山崎晃……･……15 

吉備前秘録・「引馬の多和」について…………………………………･………多和和彦…･……16 

“ゆうすげの花"を咲かせてみませんか…………………………………………事務局……･……17 

親子ふれあいハイキング大会……………………………………倉敷阿知ライオンズクラブ……17 

ごあんない(児島風土記めぐり・野鳥の会・岡山のチョウ) …………………事務局……･……18 

 

第３２号（昭和61年12月25日 1986/12/25） 

表紙写真 中国伝来の薬草・ツルドクダミ……………………………･………古屋野寛…………2 

『倉敷川』河畔に佇みて…………………………………………………･………同前峯雄…………3 

最も汚い水の指標生物・ユスリカ児島湖畔に大発生…………………･………重井博……………8 

“倉敷川の自然環境調査"を開始…………………………………………………事務局……………9 

〔報告〕昭和61年10月25日・倉敷川の生物調査と川下り……………･………重井博……………9 

カワセミを“市の鳥”に・倉敷市に指定要望書を提出…………………･……事務局……･……12 

倉敷市内のカワセミ生息調査 ―第2回・中間報告―…………………………事務局……･……13 

埋立地に生きる海岸植物………………………………………………･…………狩山俊悟…･……14 

赤い鳥,青い鳥を探して ―由加山冬の探鳥―…………………………………江田伸司…･……16 

倉敷野鳥の会・第195回探鳥会記録児島由加山…………………………………江田光子…･……17 

(報告)第3回児島風土記めぐり……………………………………………………事務局……･……18 

俳句・短歌…………諏訪寿美・高橋希世女・土岐美智江・中村勇・大崎昌子・田村よしみ…20 

漢詩 観潮…………………………………………………………………………･圭園藤田…･……21 

和気絹所収・引波嵶について(その二) …………………………………………多和和彦…･……21  

触れ会い育む……………………………………………………………………･…中川満…･………22 

感動する心…………………………………………………昭和保育園発行(なずな)NO93より……23 

立山の雷鳥…………………………………………………………………………小野新一…………24 

各種行事のごあんない………………………………………………倉敷市立自然史博物館等……25 

 



第３３号（昭和62年4月18日 1987/4/18） 

表紙写真 静御前の舞姿・キビヒトリシズカ……………………………･……古屋野寛…………2 

河川・用水の水質浄化について………………………………………･…………山脇弘……………3 

川よ湖よ、よみがえれ 一倉敷川と児島湖と―……………………………･…重井博……………4 

雑草と赤米………………………………………………………………･…………笠原安夫…………5 

俳句「春の七草摘み」………………………………篠原和枝・土岐美智子・山川恵子…………10 

（座談会）山野草を考える…………出席者:小松原勇・古屋野寛・武田満子・狩山俊悟 

司会:小野敏也…………………………………………･……11 

美蝶コンテスト・第1位はミヤマカラスアゲハ…………………………………青野孝昭･………18 

私は見た!!けもの道………………………………………………･………………甲斐幸男……･…20 

倉敷歩け歩け大会下見記……………………………………………･……………小野新一…･……21 

春の七草摘み楽しむ ―古き時代のロマンしのぶ〝七草がゆ″―…･………倉敷新聞……･…22 

河川・用水の水質浄化……………………………………………………･………山脇弘……･……23 

各種行事のごあんない………………………………………………倉敷市立自然史博物館等……52 

 

第３４号（昭和62年9月21日 1987/9/21） 

表紙写真 ハマゴウ………………………………………･………………………古屋野寛…………2 

自然に対する感性を………………………………………･………………………小松原勇…………3 

羅生門のコケについて……………………………………･………………………井木張二…………5 

〔自然観察会報告〕羅生門・満奇洞の探訪………………………･……………事務局……･……11 

短歌…………………………………………………………………･………………岸まり子…･……11 

柏島通信…………………………………………………………………･…………山崎晃……･……11 

けり……………………………………………………………･……………………宮本邦男……･…12 

カワセミの生息調査完了 ―倉敷の鳥に指定を―……………………･………事務局…･………15 

さみだれにしとど濡れて ―ホタルの森へ「暗夜行路」―……･……………平山鶴市……･…16 

〔自然観察会報告〕森の宝石・ヒメボタルをみる会………………･…………事務局……･……17 

ヒメボタルを発見しませんか………………………………………･……………重井博…･………17 

野兎に惚れられて……………………………………………･……………………甲斐幸男…･……18 

柳川堀割物語 ―製作/宮崎駿監督/高畑勲―………………･…………………事務局……･……19 

四万キロ徒歩の道……………………………………………･……………………小野新一…･……20 

去年したこと、今年すること―昭和62年度総会報告―……………･…………事務局……･……19 

 

第３５号（昭和62年12月31日 1987/12/31） 

表紙写真 倉敷川のミズアオイ……………………………･……………………榎本敬……………2 

下津井の展望タワー・地方自治の式金石…………………………･……………重井博……………3 

地方自治の試金石としての環境問題……………………………………………･小坂紀一郎………4 

みずあおい顛末記……………………………………………………･……………高須謙一…………9 

倉敷市文化連盟賞に倉敷の自然をまもる会………………………･……………事務局……･……12 

倉敷市文化連盟賞の受賞を祝う会…………………………………･……………事務局……･……14 

第１回玉島風土記めぐり【報告】・高瀬通しと玉島港・…………･…………事務局…･………18 



俳句…………………………………………………………………………･………田村よしみ…･…19 

北の国から……………………………………………………………………･……高木春江…･……20 

アオサギ…………………………………………………………………………･…宮本邦男……･…21 

フリーズドライきのこ…………………………………………………………･…狩山俊悟…･……22 

〔高梁川流域自然観察会報告〕鯉が窪の湿原と牧水歌碑を訪ねる会……･…事務局…･………24 

俳句・短歌 鯉が窪・牧水歌碑を訪ねて……………木村美喜子・高橋希世女・岡田満里子…25 

福が立ちこめる ―福立菜(ふくたちな)―……………………･………………竹原盛子…･……27 

短歌…………………………………………………………………･………………井上忠雄…･……28 

リスがいた大川山(その1) ………………………………………･………………甲斐幸男…･……28 

裏表紙写真（ミズアオイ・撮影：榎本敬、ホテイアオイ・撮影：重井博） 

 

第３６号（昭和63年3月31日 1988/3/31） 

表紙写真 カタクリ(撮影:三村照治)･……………………･……………………古屋野寛…………2 

岡山県における景観対策の基本的方向について……………………岡山県景観対策懇談会…･…3 

岡山県景観条例…………………………………………………………･…………岡山県……………9 

「児島風土記」の販売を終って…………………………………………･………重井博………･…14 

ふるさとの川モデル河川事業概要……………………………………………建設省河川局………15 

倉敷川の「ふるさとの川-モデル事業」…………………………………………事務局……･……16 

カイツブリ一家の叶わなかった夢……………………………………･…………宮本邦男…･……18 

旅情を誘う北京市・緑のトンネルは続く…………………………･……………堀礼子…･………25 

冬のシダ………………………………………………………･……………………小畠裕子…･……26 

春の七草を摘む会……………………………………………………･……………事務局…･………29 

スイゲンゼニタナゴ救出活動について………………………………盈進高等学校科学研究部…30 

倉敷の三名松…………………………………………･……………………………事務局…･………34 

リスがいた大川山(その2)…………………………………………………………甲斐幸男…･……35 

倉敷音楽祭俳句会……………………………………………………………･……事務局…･………36 

裏表紙写真（木登り蛙・雨蛙：白神淳） 

 

第３７号（昭和63年9月25日 1988/9/25） 

表紙写真 黄昏に薫るユウスゲの花……………･………………………………古屋野寛…………2 

“藤戸の渡しのエノキが危ない!!大切にしよう歴史的記念物……………･…重井博……………3 

陳情書……………………………………………………………………………藤戸史跡保存･………4 

倉敷川水系の自然環境に関する研究（要約) …………………………………･事務局……………5 

トンボの珍種「マルタンヤンマ」………………………………………･………重井博…･………15 

釜島の歴史と自然………………………………………………………･…………山本慶一･………16 

旧倉敷市街地に帰ってきたコシアカツバメ………………………………･……工田伸司…･……18 

帰化植物知名度コンテスト集計結果………………………………･……………狩山俊吾…･……23 

森の神秘・ヒメボタル遂に倉敷市内で発見!! …………………………………重井博…･………23 

ホタル護岸は出来たけど ―玉島荒木川の場合―………………………･……事務局………･…23 

春の七草・コオニタビラコの種…………………………………･………………山崎晃……･……24 



彗星の本田さん・童話の松枝さんを囲む会……………………………･………小野敏也…･……25 

〔スピーチ〕星に魅せられて半世紀…………………………･…………………本田実…･………26 

〔スピーチ〕本田さんと私,そして童話と金魚と………………………………松枝喬……･……28 

随想・蛙…………………………………………………………………･…………岡田睦夫……･…30 

〔解説〕岡山の蛙……………………………………………………･……………事務局…･………31 

〔自然観察会〕山乗渓谷とブナ林の探訪…………………･……………………事務局……･……32 

〔短歌〕…………………………………………………………………･…………三沢一栄…･……34 

〔俳句〕…………………………………………………………………………･…田村よしみ…･…34 

新刊紹介  路地と港町：角田直一、松枝喬集：松枝喬…………………･…事務局………･…35 

去年したこと,今年すること(昭和63年度総会報告)……………………………事務局…･………36 

 

第３８号（昭和63年12月31日 1988/12/31） 

表紙写真 栽培菊の先祖・シマカンギク(撮影：西江昭)………･……………古屋野寛…………2 

“藤戸の渡し”の景観問題について………………………………･……………重井博……………3 

豊かな自然,きれいな水の倉敷川にするために…………………………………榎本敬……………6 

倉敷川にヌートリアと淡水海綿を見つけて…………………･…………………佐藤国康…･……10 

〔報告〕倉敷川の川下り(第2回) ………………………………………･………事務局…･………12 

オオギンヤンマとの出逢い……………………………………………･…………金谷哲郎…･……14 

誰か「鬼蓮」を識りませんか? ………………………………………………どうぜんみねお……16 

『魚塚』からの報告 一広島の山里から―………………………･……………船木高司…･……20 

〔随想〕初めて見た倉敷川…………………………………………･……………中村ミネ子…･…23 

〔随想〕倉敷川の想い出…………………………………………･………………藤村美代子…･…24 

〔ふるさと探訪〕第2回王島風土記めぐり………………………………………事務局……･……25 

山手村で始まった吉備路の自然を守る運動…………………･…………………芳本重次郎…･…27 

〔ふるさと探訪〕藤戸・天城の史跡めぐり…………………･…………………事務局……･……28 

「身近な薬草展」の記録…………………………………………･………………事務局…･………31 

裏表紙写真（オニバスの花：どうぜんみねお・オオギンヤンマのメス：金谷哲郎) 

 

第３９号（平成元年3月31日 1989/3/31） 

表紙写真 スハマソウ（写真：斉藤彰男）……………………･………………古屋野寛…………2 

豊かな社会の忘れもの…………………………………………･…………………永田征……………3 

フクロウ思いの温かい心に触れて…………………………･……………………宮本邦男…………5 

ある手紙―尾竹俊亮君の「沖縄芸能からの現代批判序」に応えて･…………角田直一…………8 

クライストチャーチ・メルボルン等駆け歩き雑感………………………･……小松原勇…･……11 

新種のハチを玉島で発見……………………………………･……………………山崎晃…･………14 

小学生が発見した新種のハチ………………………………･……………………近藤光宏…･……15 

〔報告〕春の七草摘み…………………………………………･…………………事務局……･……16 

短歌・俳句…………………………………………………三沢一栄・田村よしみ・山室由利子…16 

「春の七草を摘む会」同行記………………………………………･……………石井房吉……･…17 

七草粥…………………………………………………………･……………………武田満子……･…18 



トゲミノキツネノボタンとセイタカハハコグサとの出会い……･……………小畠裕子……･…20 

〔講演会〕都市河川の景観デザインを考える…………………･………………北村真一…･……21 

街づくりの中の水辺………………………………………………･………………北村真一…･……22 

ふるさとの川倉敷川の整備計画について……………………･…………………重井博……･……25 

ズアオイの花を咲かせましょう』………………………･………………………事務局……･……35 

裏表紙写真（海岸(倉敷市)のハマナタマメ：西江昭） 

 

第４０号（平成1年5月25日 1989/5/25） 

表紙写真 ヤマシャクヤク(撮影：高木春江)………･…………………………古屋野寛…………2 

ベートーベンの小川と藤戸の渡し…………………･……………………………高須謙一…………3 

老エノキの追憶の中で…………………………………･…………………………金増直浩…………5 

水のある風景 一北米大陸の生活から―…………･……………………………沖垣達……………7 

春の野土路谷を歩く…………………………………………･……………………高木春江……･…11 

椋鳥………………………………………………………･…………………………太田恵介……･…12 

酒津八幡山の周辺のこと………………………･…………………………………問壁忠彦……･…14 

倉敷市酒津八幡山の植物…………………………狩山俊吾・小畠裕子・古屋野寛・榎本敬……16 

酒津八幡山の昆虫……………………………………･……………………………青野孝昭……･…24 

酒津八幡山自然公園設定要望書について…………………･……………………重井博……･……26 

裏表紙写真（ヤマシャクヤクの裂けた実：山本吉都、野土路谷のエンゴサク：高木春江） 

 

第４１号（平成1年8月28日 1989/8/28） 

表紙写真 サワギキョウ（撮影・吉原孝) ………･……………………………古屋野寛…………2 

国際化する環境保護…………………………………………･……………………一井淳治…………3 

中国雲南省昆明、西双版納の雑草と生活…………………･……………………榎本敬……………5 

六口島の歴史と自然…………………………………………･……………………山本慶一…･……14 

ヤマシャクヤクに寄せて……………………………………･……………………松野力蔵……･…17 

図書の紹介  利尻・礼文両島の高山植物とその景観(松野力蔵著)……･…沖垣達………･…20 

山野草雑感………………………………………………･…………………………斎藤彰男……･…21 

倉敷市酒津八幡山で見つかったシラガブドウ…………………･………………狩山俊悟……･…24 

羅生門のコケを考える……………………………………………･………………井木張二……･…26 

カワセミを美観地区(倉敷)で保護……………………………………･…………江田伸司……･…29 

クロツバメシジミ………………………………………･…………………………青野孝昭‥…･…30 

ツメレング………………………………………………･…………………………古屋野寛‥…･…31 

〔報告〕酒津八幡山の自然と歴史を訪ねる会………………･…………………事務局………･…32 

〔報告〕去年したこと、今年すること(平成元年度総会)………･……………事務局……･……34 

裏表紙写真（マムシグサ・ヒトツボクロ：西江昭) 

 

第42号（平成1年12月25日 1989/12/25） 

表紙写真 ナガバヤクシソウ(撮影・森下裕和) ………………………………古屋野寛…………2 

ゴルフ場の開発に歯止めを……………………………･…………………………重井博……………3 



倉敷市長と語る会に参加…………………………………………榎本敬・小松原勇・笹田富夫･…5 

国立公園由加山地域及び周辺部の自然環境に関する調査……･………………事務局……………8 

国立公園由加山地域および周辺部の生物…………………………由加山系自然環境調査団……･9 

Ⅰ.由加山系の植物…………………………………狩山俊悟・榎本敬・古屋野寛・小畠裕子……9 

Ⅱ.L由加山周辺の動物と由加の森……………………………･…………………佐藤國康……･…13 

Ⅲ.国立公園由加山地区及び辺縁部の昆虫………………･…重井博・近藤光宏・青野孝昭……14 

石が語る3億年の歴史………………………………………………………………沼野忠之…･……17 

地学の道を訪ねる会に参加して……………………………･……………………宮本邦男…･……20 

〔自然観察会〕“地学の道"を探訪する会………………………………………事務局………･…23 

山野草雑感（その2）･…………………………………･…………………………斎藤彰男……･…24 

ミズアオイの花が咲きました……………………………･………………………事務局……･……26 

死の落とし穴から動物たちを…………………………………･…………………佐藤國康…･……27 

アオサギのコロニー……………………………………………･…………………笹田富夫…･……30 

倉敷のサギソウ……………………………………………･………………………武田満子…･……32 

高梁川の水質の良さとそのレベル………………………･………………………八木正一…･……34 

日本最後の清流四万十川を訪ねて……………………･…………………………重井博……･……38 

トンボ王国見聞録………………………………………･…………………………重井博…･………40 

トンボ自然公園を訪ねて………………………………………･…………………山崎晃……･……41 

タイワンウチワヤンマ…………………………………･…………………………山崎晃……･……42 

〔報告〕鳴く虫の声をきく会(第３回)…………………･………………………事務局……･……43 

（俳句）…………………………………………………………………角南旦山・石井房吉………43 

〔報告〕秋の東吉備路を訪ねる会…………………………………･……………小野敏也…･……42 

「つれて逃げでよ」オオキンケイギク……………………………………･……池内節光…･……46 

〔書評〕  下津井懐古（写真：中西一隆・文：角田直一） 

下津井方言（山本慶一）……………………………………………･小野敏也……･…47 

裏表紙写真（サワガニ：佐藤国康、オオルリボシヤンマ：藤巻憲秀） 

 

第４３号（平成2年3月31日 1990/3/31） 

表紙写真 セツブンソウ（撮影:山本吉都）……………………………………古屋野寛…………2 

白砂の浜が消えた ―六口島から再報告―………………･……………………山本慶一…………3 

王子が岳に大型ホテル建設・建設計画に対する要望･…………………………事務局……………4 

今一度見直してみたい倉敷川の今日と明日…………･…………………………村本茂樹…………4 

由加山の少年自然の家……………………………………………･………………有和克己…･……13 

シルクロード素描………………………………………･…………………………岡田睦夫…･……18 

山野草雑感(その3) …………………………………･……………………………斎藤彰男……･…20 

春を待つイシガケチョウ………………………………………………………… 近藤光宏……･…24 

雑木林幻想……………………………………………………･……………………山本珠江……･…26 

〔報告〕春の七草を摘む会…………………………･……………………………事務局………･…27 

340年前の“イエバエ” …………………………………･………………………倉敷新聞……･…28 

書評（倉の中からくらしき見れば：間壁忠彦）、絵葉書：「倉敷 雁木と栴檀」……………29 



裏表紙写真（倉敷市中央のイシガケチョウ：近藤光宏） 

 

第４４号（平成2年8月31日 1990/8/31） 

表紙写真 オグラセンノウ（撮影:目黒敏洋）…………………………………古屋野寛…………2 

倉敷の自然をまもる会 第８回朝日森林文化賞受賞………･…………………事務局……………3 

朝日森林文化賞の受賞を祝う会…………………………･………………………事務局……………6 

「倉敷の自然をまもる会」のあゆみ…………………･…………………………事務局……………7 

山野草雑感(その4) 梅雨の花随想………………………………………………斉藤彰男…………8 

アブラムシの不思議な生活……………………………･…………………………河田和雄……･…14 

白鷺とともに……………………………………………………･…………………辻さだ男……･…20 

「サギソウ保育会」発足の経緯とサギソウ自生地の現状……･………………武田満子……･…22 

岡山県鹿久居島の野生ジカの保護について………………………･……………佐藤國康……･…27 

ブナとブナ林の生態学(その1) ブナの実の成り方……………………………山本進一……･…34 

蛍絶滅の危機から救われた倉敷市尾原川水系のホタル……･…………………藤原吉衛……･…36 

由加山地区の自然と文化……………………………………………･……………藤原吉衛……･…38 

俳句………………………………………………………………………………･…石井房吉……･…38 

川岸を考える ―杭打ち護岸―……………………………･……………………佐藤國康……･…39 

「いま…倉敷川」 一環境と景観によせて―………………･…………………金増直浩……･…42 

私と住民運動……………………………………………………･…………………大坪久子……･…44 

倉敷水道のフッ素除去処理…………………………………………･……………高谷金弥…･……45 

斑状歯のことども……………………………………………………･……………坂本茂樹…･……46 

子供のころ…そして今………………………………………･……………………新納恭子…･……47 

去年したこと、今年すること(平成2年度総会) …………………･……………事務局………･…48 

裏表紙写真（モウセンゴケとハッチョウトンボ・写真：磯谷明宣、文：小野洋） 

 

第４５号（平成2年12月20日 1990/12/20） 

表紙写真 ミコシギク（撮影:西江昭）…………………………………………古屋野寛…………2 

「日光の自然をゴルフ場にしてよいか」………………………･………………江田五月…………3 

長良川河口堰問題を顧みて………………………………………･………………辻井禎……………5 

山野草雑感(その5) 秋:草の実を撮る…………………･………………………斎藤彰男…………8 

ホテイアオイとの出会い………………………………………･…………………沖陽子………･…15 

山野草に出合った頃……………………………………･…………………………岡本真弓…･……16 

岡山県倉敷市で見つかった双頭のヤマカガシ…………………………佐藤國康・益田芳樹……17 

カモノハシの棲む自然を訪ねて……………………………･……………………辻井禎……･……19 

ブナとブナ林の生態学(その2) タネの生産と散布…………･…･……………山本進一…･……25 

鳴く虫の声をき<会(第4回) 下津井城跡で…………………………･…………近藤光宏…･……26 

児島湖およびその流域河川(倉敷川)の水質調査と水質浄化の基礎実験･……三宅直生…･……27 

昆虫採集はいま…………………………………･…………………………………小野洋……･……31 

日本昆虫学会第50回大会自然保護委員会に出席して…………･………………河田和雄…･……33 

「山野草写真展」で自然保護を訴える……………………･……………………三村照治…･……34 



弥高山に魅せられて…………………………………………･……………………辻さだ男…･……35 

「山手村の野草を守る会」結成について……………………･…………………小池正澄…･……36 

富村の自然を訪ねて………………………………………………･………………小野洋…･………37 

俳句……………………………………………………………………………･……石井房吉……･…38 

伝建地区背景保全条例制定の経緯……………………………･…………………小野敏也…･……39 

総社市の干引製鉄遺跡保存について…………………･…………………………山川芳一…･……43 

本田賓先生の急逝を悼む………………･……………………･………………･…事務局…･………45 

無題……………………………………………………………………………･……本田實………･…45 

〔ご案内〕春の七草を摘む会…………………………………･…………………事務局…･………46 

警報フェロモンを分泌するアブラムシ…………………………･………………河田和雄…･……47 

裏表紙写真〔警報フェロモンを分泌するアブラムシ：河田和雄・双頭のヤマカガシ：佐藤國康〕 

 

第４６号（平成3年3月31日 1991/3/31） 

表紙写真 アテツマンサク（影:三村照治）……………………………………古屋野寛…………2 

王子岳リゾート開発は中止を……………………………･………………………重井博……………3 

公害防止事業団からの回答書………………………………………………･……事務局……………3 

由加山系はいま……………………………………･………………………………石井集治…………6 

俳句……………………………………………………………………………･……石井房吉…………7 

Curtains of Death-Driftnets（死のカーテン流し網）･……………ダイアン アントニー……8 

山野草雑感(その6)早春の花を求めて……………………………………………斎藤彰男…･……14 

「ヤマセミ撮影メモ」より…………………………………………………･……土屋道博…･……21 

出水の鶴………………………………………………………………………･……重井燁子…･……22 

ブナとブナ林の生態学(その3) 芽生えの出現と枯死…………………………山本進一…･……24 

分布を広げているクロコノマチョウ…………………･…………………………中村具見…･……26 

スイスを旅して…………………………………………･…………………………中村ミネコ･……28 

児島湖およびその流域河川(倉敷川)の水質調査と水質浄化の基礎実験〈続報〉…事務局……29 

種松山と私…………………………………………………………･………………石橋邦子…･……30 

「伝建地区背景保全条例制定」の経緯、続報ほか………………………･……小野敏也…･……31 

倉敷市文化章、重井先生に……………………………………………･…………事務局……･……32 

重井先生倉敷市文化章受賞をお祝いする会………………………………･……事務局…･………33 

「倉敷野鳥の会」20周年祝賀会………………………･…………………………広瀬人子…･……34 

「自然観察会報告」春の七草を摘む会…………………･………………………事務局……･……35 

「自然観察会報告」“地学の道"を探訪する会…………………………………事務局…･………36 

空から眺めた正月の釜島……………………………………･……………………大西伸一…･……37 

裏表紙イラスト〔死のカーテン―流し網（本文参照画）：ダイアンアントニー〕 

 

第４７号（平成3年7月31日 1991/7/31） 

表紙写真 ササユリ（撮影:皆木一義）…………………………………………小屋野寛…………2 

再び王子が岳リゾート開発の中止を要請・要望書……………･………………事務局……………3 

王子が岳開発計画は公害防止事業団の本来の目的を逸脱した自然破壊･……金増直浩…………4 



純日本的話し合い………………………………･…………………………………加地謙寿郎………5 

山野草雑感(その7) 続・梅雨の花随想…………………………………………斎藤彰男…………6 

ブナとブナ林の生態学(その4) 成長とその限界………………………………山本進一…･……12 

南方系のハネビロトンボ発見！……………………………………･……………事務局……･……14 

本田さんからの詩集…………………………………･……………………………宮本邦男…･……15 

岡山県から発見されたカミキリムシ………………･……………………………山地治…･………25 

〔倉敷の昆虫I〕ヒラタクワガタ…………………………………………………小松恵…･………27 

川岸を考えるⅡ 水田地帯の杭打ち護岸にかわるスリット護岸･……佐藤國康・佐藤誠子･…29 

川岸を考えるⅢ その水路工事、ちょっと考えて、望太護岸…･……佐藤國康・佐藤太賀･…31 

子どもと草とのふれあいを求めて…………………………･…………………･…小松原勇………34 

黄昏に薫るユウスゲの花が咲きました………………………………･………･…事務局…………35 

シャクナゲの里三室峡を訪ねて…………………………･……………………･…堀礼子…………36 

〔自然観察会〕備北路のシャクナゲを観る会…………･…………………･……事務局…………38 

「高梁川流域の水と緑をまもる会」設立…………………･………………･……事務局…………39 

去年したこと、今年すること(平成3年度総会)……………………………･……事務局…………40 

裏表紙写真〔三室峡のシャクナゲ撮影:重井博〕 

 

第４８号（平成3年12月20日 1991/12/20） 

表紙写真 ツメレンゲ（撮影:吉原孝）…………………………………………小屋野寛…………2 

倉敷市由加山系南東部地域の開発計画について要望と回答…………･………事務局……………3 

倉敷市由加山系自然環境調査報告書(抜粋)…………………………………･…事務局……………4 

倉敷市由加山系南東部地域の地形と地質……………………………･…………沼野忠之…………6 

倉敷市由加山系南東部地域の植物………………榎本敬・狩山俊悟・古屋野寛・小畠裕子…･…8 

倉敷市由加山系南東部地域の野生動物……………………………………･……佐藤國康…･……11 

倉敷市由加山系南東部地域の昆虫……………………………重井博・近藤光宏・青野孝昭……14 

由加山の湿地の生物の保護と利用について…………………………………･…榎本敬……･……15 

由加台地とくに筈割地区のあリ方について………………………………･……佐藤國康…･……16 

倉敷の自然をまもる会の皆様へ…………………………･………………………菊屋奈良義･……17 

パークボランティア研修会………………………………･………………………小野洋…･………19 

俳句……………………………………………………………………………･……石井房吉……･…20 

振りかえって考える一子供たちの1991年の365日-……………………･………高木春江……･…21 

タイの蘭:その自然の中の姿………………………………………………ラピーサガリック･……22 

絶滅の危機に瀕している高梁川流域の野生蘭……………………………･……斎藤彰男……･…30 

たった二羽からの提言（トキ）……………………………………･……………事務局……･……31 

山野草雑感(その8) 秋の花叙情…………………………………………………斎藤彰男…･……32 

ブナとブナ林の生態学(その5) ブナ林の更新(1)………………………･……山本進一…･……38 

温泉に迷い込んだ？イシガケチョウ………………………………………･……重井博………･…40 

〔倉敷の昆虫2〕ナガサキアゲハ…………………………………………………小松恵……･……41 

稀種“ネアカヨシヤンマ"発見……………………………………………………重井博…･………43 

鷲の歌………………………………………………………………………･………重井博…･………44 



小動物への愛のハイダセールブロック………………･…………………………佐藤國康…･……45 

環境教育と現代っ子の生物知識 一若干のニュースから―…………･………佐藤國康…･……47 

花によせて……………………………………………･……………………………名越俊子…･……51 

第51回国際写真サロン 一宮本邦男氏に栄誉の入選一…………･……………事務局…･………52 

鳴<虫の声を聞<会…………………………………………………･………………事務局…･………53 

俳句………………………………………………………………………………･…諏訪寿美･………53 

裏表紙写真(イシガケチョ：重井博撮影)（ネアカヨシヤンマ：重井博撮影） 

 

第４９号（平成4年3月31日 1992/3/31） 

表紙写真 フデリンドウ（撮影:森下裕和）……………………………………古屋野寛…………2 

一人一人の力できれいな水へ…………………………･…………………………広松伝……………3 

倉敷川モデル改修と水質変化…………………………………………･…………村本茂樹…………5 

倉敷川とミズアオイのその後…………………………………………………･…榎本敬……･……13 

山林火災と郷土の森………………………………･………………………………波田善夫…･……15 

野の花(1)オキナグサ………………………………………………………………武田満子…･……21 

懐かしの川魚ドンコツとウナギとナマズと…………………･…………………山下俊和…･……23 

倉敷市立自然史博物館友の会ができました…………･…………………………榎本敬…･………25 

春をさがしに……………………………………………･…………………………伊藤千鶴子･……26 

〔ふるさと探訪〕総社吉備路の自然と文化を尋ねる会……………･…………広瀬人子…･……27 

押し花電報…………………………………………………･………………………一井淳治…･……28 

この子のために18cmのゆとりを！！……………………………………佐藤國康・佐藤國松……29 

殺風景,そして意外にすべる池堤…………………………………………………佐藤國康…･……31 

サギ草の里帰り…………………………………………………………山手村野草を守る会………33 

〔書評〕（岡山の滝：斉藤彰男）、 

（水島の生い立ち・写真:中村昭夫、文:三宅陽介）………………･事務局………･…34 

〔報告〕春の七草を摘む会…………………………………･……………………事務局…･………35 

裏表紙写真〔ハマニガナ・コバノタツナミ:西江昭〕 

 

第５０号（平成4年9月10日 1992/9/10） 

表紙写真 ビッチュウフウロ（撮影:皆木一義）………………………………古屋野寛…………2 

倉敷の大気汚染の推移と現状…………………………･…………………………村本茂樹…………3 

〔山野草雑感その9〕夏花有情……………………………………………………斎藤彰男…･……13 

ブナとブナ林の生態学〔その6〕ブナ林の更新(2)………………･……………山本進一…･……19 

野の花(2)ヤマアジサイ……………………………………………………………武田満子…･……21 

玉島の街中でサラサヤンマを採集‥……………･………………………………大島康宏…･……22 

倉敷の昆虫3 クマゼミ………………………………･……………………………小松恵………･…23 

倉敷川には鳥が,そして魚がいた…………………………………………………佐藤國康…･……25 

動物保護の国オーストラリア…………………………･…………………………安田桃代…･……31 

共生ということ………………………………………………･……………………富野時雄…･……33 

ニガオエ描きの自然感……………………………………･………………………チモト宏…･……34 



去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………36 

裏表紙写真(フシグロセンノウ・カワラナデシコ：重井博) 

 

第５１号（平成4年12月28日 1992/12/28） 

表紙写真 ウメバチソウ（撮影:三村照治）……………………………………古屋野寛…………2 

タイ国におけるラン科植物保護の現状…………………………………ラピーサガリック…･……3 

21世紀に伝えたい倉敷市の高州…………………………………･………………佐藤國康…………7 

松枯れとマツノマダラカミキリ………………………………………………･…井上悦甫…………9 

〔山野草雑感その10〕続秋の花叙情………………………………･……………斎藤彰男…･……13 

成羽の滝と植物…………………………………………･…………………………高田眞一…･……18 

〔ふるさと探訪〕成羽～吹屋の自然と文化を訪ねる会………………･………事務局･…………20 

吹家ふるさと村紀行……………………………………………………………･…石井房吉……･…21 

“鈍行列車の旅" ＝青春18きっぷ＝……………………………………………加地謙寿郎…･…22 

野の花(3)オグラセンノウ…………………………………………………………武田満子…･……23 

野鳥のラインセンサス ―メモの実際とまとめ方―……･……………………佐藤國康…･……25 

良寛の自然観を探る………………………………………………………･………高田眞一…･……28 

採って生かす 一観察会のあリ方-………………………………………………小野洋…･………30 

〔報告〕鳴<虫の声を聞く会………………………………………………………事務局…･………31 

俳句………………………………………………………………………………･…赤尾冨美子･……31 

親子ふれあい自然教室………………………………………………………･……秋田隆敏…･……32 

「<らしきの山野草写真展」を開催………………………………………………三村照治…･……34 

自然環境保護にと文化祭バザーの益金を寄付……………………………･……古城池高校…･…35 

裏表紙写真(アッケシソウ：狩山俊悟)  

 

第５２号（平成5年6月20日 1993/6/20） 

表紙写真 （撮影:西江昭）………………………………………………………古屋野寛…………2 

生きものたちの地球一求められる種の保存- ……………………………･……佐藤國康…………3 

由加山で見つかった絶滅危惧植物ヒメコウホネ…………………………･……榎本敬……………5 

〔山野草雑感その11〕続・早春の花を求めて……………………………･……斎藤彰男…………7 

ホタルに想う幼虫の上陸を目撃して…………………………………………･…梶田博司……･…14 

倉敷にも“ホタルの里"を！！……………………………………………………事務局……･……15 

「ホタルと出会いふれあえるまちづ<リをめざして」……岡山市ホタルの里選定検討会…･…16 

かしこいヒヨドリの巣作り……………………………………………･…………笹田富夫…･……22 

〔倉敷の昆虫4〕ハッチョウトンボ………………………………………………小松恵………･…23 

山手村の農村下水道……………………………………………･…………………吉田晋……･……24 

自然にやさしい洗剤を……………………………………………･………………事務局……･……26 

釜島、王子ケ岳の歴史と自然を訪ねる会……………………………………･…事務局…･………27 

大佐山―御洞滝の自然を訪ねる会………………………………………･………事務局…･………28 

間壁忠彦先生・山陽新聞賞受賞、令夫人開壁霞子先生岡山市文化奨励賞･…事務局………･…30 

小松原勇先生が倉敷市文化章を受章…………………………………………･…事務局……･……30 



『自然への思い岡山』の出版に当って……………………………………･……事務局…･………31 

裏表紙写真(ヒメコウホネ：榎本敬) 

 

第５３号（平成5年11月10日 1993/11/10） 

表紙写真 イヌセンブリ（撮影:小原隆史）……………………………………古屋野寛…………2 

自然に逆らわないで欲しい…………………………………………………･……斎藤彰男…………3 

ミズアオイの花の秘密………………………………………………………汪光煕・草薙得一･……5 

かれんな姿の復活を祝ってミズアオイ祭り開催…………………………･……事務局……………8 

「山野草雑感」改題 備中花紀行:その12 続夏花有情………………………斎藤彰男…………9 

バン………………………………………………………………………………･…重井よう湖･……17 

倉敷川組曲………………………………………………………･…………………西藤秀男……･…19 

ふるさとの川モデル事業で様変わりする倉敷川…………………･……………重井博…･………20 

川とドブ,そして都市型洪水の防止のために……………………………………佐藤國康…･……21 

川岸を考えるⅣ 一岡山のチョット進んだ浄化護岸です―……･……………佐藤國康…･……26 

野の花(4)キバナサバノオ…………………………………………………………武田満子…･……29 

重井先生の『環境庁長官表彰』受賞をお祝いする会…………………･………事務局…･………31 

鳴く虫の声を聞く会…………………………………………………･……………事務局…･………31 

副会長山木慶一先生のご逝去を悼む……………………………･………………小野敏也…･……32 

（詩）合歓のはな……………………………………………･……………………岡嶋清香…･……33 

去年したこと,今年すること 一平成5年度総会報告-…………………………事務局…･………34 

『倉敷の自然をまもる会』定期総会(報告)…………………………･…………事務局…･………35 

裏表紙写真(ミズアオイ：重井博) 

 

第５４号（平成6年2月20日 1994/2/20） 

表紙写真 サネカズラ（撮影:秋田隆敏）………………………………………古屋野寛…………2 

野の鳥の生態に想う…………………………………･……………………………堀礼子……………3 

瀬戸内海の恵み…………………………………………………………………･…佐藤國康…………4 

犬の洞穴…………………………………………………………………………･…妹尾佐知丸………6 

玉島ため川の野鳥と歴史 雑感……………………………………………………大橋 武志…･……7 

川岸を考えるV よみがえれ倉敷川…………･……･……………………………佐藤國康…･……11 

自然をよびもどす山手村の大溝川改修……………………･……………………芳本重次郎･……14 

〔ある古老の咄〕Ⅲ 私が見たアマゾン河流域と倉敷・向山の自然…･……西藤秀男…･……15 

野の花(5) ヒメユリ………………………………………………………………武田満子…･……20 

アオマツムシ……………………………………･…………………………………小野洋………･…22 

再び温泉に迷い込んだイシガケチョウ………………………………………･…重井博…･………24 

「鳴滝～ごんぼう村」を訪ねて……………………………………･……………峰山洋子…･……25 

自然保護に役立てて――アルミ缶集め収益を――………………古城池・星稜高校生徒会……27 

裏表紙写真(雪景色：森下裕和) 

 

第５５号（平成6年6月10日 1994/6/10） 



表紙写真 ハマエンドウ（撮影:山本吉都）……………………………………古屋野寛…………2 

リゾート法がらみの大きなツケ………………………………………･…………金増直浩…………3 

王子が岳開発計画は…公害防止事業団の自然破壊そのものである………･…金増直浩…………5 

本当に人は生きもののいる川を望んでいるだろうか………………･…………佐藤國康…………7 

自然と共存のまちづ<リ……………………………………………………………金谷晋爾…………9 

備中花紀行その13 春の花随想……………………………………･……………斎藤彰男…･……10 

独断的戌年雑感…………………………………………………………･…………矢野利夫…･……19 

倉敷北部歴史ロマンの全山縦走路完成……………………………･……………目黒敏洋…･……20 

縦走路の散策を楽しむ………………………………………………･……………小原隆史…･……22 

縦走路および付近の史蹟と伝承を訪ねて……………………………･…………小野敏也…･……23 

暖かく保護してやりたい縦走路……………………………………･……………秋田隆敏…･……26 

〔自然観察会〕備北路に「アテツマンサク」を訪ねる会…………･…………事務局…･………27 

(俳句)…………………………………………………………………………･……山室由利子･……27 

「春の七草を摘む会」に参加して…………………………………･……………堀礼子…･………28 

裏表紙写真(ハマダイコ：西江昭) 

 

第５６号（平成6年10月20日 1994/10/20） 

表紙写真 撮影:森下裕和）………………………………………………………古屋野寛…………2 

体で気づく自然の恵み……………………………………………･………………小松原勇…………3 

環境月間シンポジウム倉敷の水環境………………………………･……………堀禧子……………4 

岡山県吉備津彦神社のエイリアン,その正体はオオマリコケムシ……………佐藤國康…………7 

備中花紀行その14 続秋の花叙情Ⅱ………･……………………………………斎藤彰男…･……11 

さてもさてもこの水不足…………………………………………･………………高木春江…･……21 

ユウスゲ……………………………………………………………･………………宮本邦男…･……23 

倉敷昆虫記I 酒津のハグロトンボ………………………………………………小野洋…･………24 

ネアカヨシヤンマ児島沖の島で雌を採集………………………･………………守安敦…･………25 

曽原・王子が岳山林火災の顛末…………………………………･………………小林源蔵…･……27 

野の花（6）ヒゴタイ………………………………………………………………武田満子…･……29 

初夏の山登り倉敷山好会縦走登山コース………………………………･………武田満子…･……31 

吉備路に虫の音を尋ねて思うこと……………………………･…………………近藤光宏…･……32 

秋の虫を聞<会(俳句)…………………………………………………角南旦山・重井よう湖･……33 

去年したこと,今年すること(平成6年度総会報告)………………………･……事務局…･………34 

「倉敷の自然をまもる会」定期総会(報告)………………………………･……事務局……･……35 

裏表紙写真(ヒゴタイ：小松原勇) 

 

第５７号（平成6年12月20日 1994/12/20） 

表紙写真 ユリカモメ（撮影:吉川常吉）………………………………………笹田富夫…………2 

水と市民生活……………………………………………………･…………………渡逞行雄…………3 

瀬戸内海国立公園の誕生一郷土の人・高本恭夫と田村剛の貢献…………･…西田正憲…………4 

ウメバチソウに寄せる………………………………………………･……………小松原勇…………9 



異常な夏の気象と林野火災…………………………………･……………………米谷俊彦…･……10 

備中花紀行その15 冬の花スケッチ(I)…………………………･…･…………斎藤彰男…･……12 

猪のこと…………………………………………………………･…………………矢野利男…･……25 

倉敷昆虫記2 鶴形山のスミナガシ…………･………………･…………………小野洋…･………27 

Insects in Malaｙsia…………………………………………………………･…大島康宏…･……29 

倉敷北部縦走路にて市民ハイキング大会開催……………………･……………秋田隆敏…･……32 

高梁川の源流を尋ねる旅…………………………………………･………………溝手典郎…･……34 

「くらしきの四季自然写真展」を開催…………………･………………………吉原孝…･………36 

〔報告〕高梁川流域でクリーン作戦を展開………………………………･……事務局…･………37 

裏表紙写真(シマカンギク：吉原孝) 

 

第５８号（平成7年3月20日 1995/3/20） 

表紙写真 メジロ（撮影:吉川常吉）……………………………………………重井よう湖………2 

平成6年の異常な少雨………………………………………………………………木村和義…………3 

岡山の活断層…………………………………………………･……………………沼野忠之…………5 

もっと欲しい幼児期の自然体験……………………………･……………………小松原勇…………9 

ふるさとは今………………………………………………………･………………杉森慶俊…･……11 

備中花紀行その16 冬の花スケッチ(Ⅱ)…………･……………………………斎藤彰男…･……13 

倉敷昆虫記3 都心近くにいた森の妖精ゼフィルス……………………………小野洋……･……27 

故山本慶一先生をしのぶ――チャリティーマジックショー………･…………事務局…･………29 

〔報告〕早春の「七草を摘む会」………………………………堀種子、長尾通子、重政直寛…30 

【新刊紹介】写真で見る外来雑草………………………………………榎本敬・小畠裕子･…･…31 

七草粥……………………………………………………………………………･…武田満子…･……32 

倉敷市立自然史博物館第11回特別展「昆虫の形と色の驚異一世界の珍虫たち」…奥島雄一…34 

倉敷古城池高校・倉敷南高校生徒会より自然をまもる会へご寄附…･………事務局…･………35 

裏表紙写真(オドリコソウ(踊り子草)：小原隆史) 

 

第５９号（平成7年5月31日 1995/5/31） 

表紙写真 ミソサザイ………………･……………………………………………村上義徳…………2 

自然保護センターにかける夢……………………………………･………………田中瑞穂…………3 

やっと施行された「残土投棄規制条例」……………………･…………………笹田富夫…………7 

備中花紀行その17 続・春の花随想………………･……………………………斎藤彰男…･……10 

倉敷から広がるブラジルの薬草…………………………･………………………大島俊市…･……24 

野の花(7) エヒメアヤメ(誰故草)………………………………･…･…………武田満子…･……27 

倉敷昆虫記4 美観地区の倉敷小町 クロツバメシジミは消滅か?……………小野洋…･………29 

王子が岳に緑を取リもどすために ―アースデーに樹を植えるつどいを開催…事務局………32 

裏表紙写真(ホタルカズラ：三村照治) 

 

第６０号（平成7年9月30日 1995/9/30） 

表紙写真 アオバズク………………………………………･……………………安井昭夫…………2 



人工の川から自然の川へ…………………………………………･………………福留脩文…………3 

“溜川“に自然を…………………………………………………･………………佐藤國康…………7 

備中花紀行その18 続夏花有情(Ⅱ)…………･…………………………………斎藤彰男…･……12 

Wantadアサギマダラ!………………………………………………………………河邉誠一郎･……20 

広江の釈塔さま……………………………………………･………………………高橋彪……･……24 

野菜つくリ…………………………………………………･………………………岡本貴夫…･……27 

乾いた風,湿った風…………………………………………………………………杉本茂…･………29 

雨傘松……………………………………………………………………………･…渡辺貞子…･……32 

くらしきネイチャーフォトグラフが山野草写真展を開催…………･…………三村照治…･……33 

倉敷美観地区から藤戸史跡地区まで倉敷川大クリーン作戦'95を実施(報告)…事務局…･……34 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………35 

倉敷の自然をまもる会規約…………………………………………………･……事務局…･………36 

平成7年度定期総会(報告)…………………………………………………………事務局…･………37 

裏表紙写真(タヌキマメ：森下裕和) 

 

第６１号（平成8年2月13日 1996/2/13） 

表紙写真 カワセミ（撮影:西江昭）……………………………………………笹田富夫…………2 

玉島溜川水系の水質(その1)………………………………………………………村本茂樹…………3 

ヨーロッパを旅して……………………………………･…………………………下村董……………8 

短歌………………………………………………………………………………･…下村とし……･…10 

備中花紀行その19 秋を告げる花たち叙景……………･………………………斎藤彰男…･……11 

倉敷地方の植物回顧録(その1) 鶴形山の植物の思い出………………………古屋野寛…･……22 

俳句………………………………………………………………………………･…坂本素子……･…25 

倉敷の社叢(その3) 長尾神社……………………………………………………小野敏也…･……26 

子歳雑感……………………………………………………………………･………矢野利男…･……28 

野山に遊ぶよろこびを子どもたちに……………………･………………………高木春江…･……29 

「王子が岳と下津井の自然と文化を訪ねる会」に参加して………･…………三宅正堂…･……30 

【ふるさと探訪】王子が岳と下津井の自然と文化を訪ねる会……･…………事務局…･………31 

重井博会長・中村昭夫理事 山陽新聞賞受賞！！……………………･………事務局…･………32 

倉敷古城池高校生徒会より自然をまもる会へご寄附……………･……………事務局…･………33 

裏表紙写真(オオイヌノフグリ：西江昭) 

 

第６２号（平成8年6月20日 1996/6/20） 

表紙写真 オオヨシキリ…………………………………………･………………村上義徳…………2 

倉敷玉島地域の河川水質(その2) 道口川,里見川流域の現況……………･…村本茂樹…………3 

倉敷花散歩その1 春の花を求めて………………･…………･…………………斎藤彰男…………9 

溜川の植物……………………………………………………………………榎本敬・裾分由美子…18 

倉敷地方の植物回顧録(その2) 鶴形山の植物の思い出(Ⅱ)…………………古屋野寛…･……27 

倉敷の社叢(その4) 箆取神社……………………………………………………三宅昭三…･……30 

春の森林公園を訪ねて………………………………………･……………………武田満子…･……32 



春の七草を摘む会に参加して……………………………………･………………平田悦子…･……34 

倉敷市立自然史博物館をよろし<…………………………………………………近藤光宏…･……35 

「山陽新聞賞」受賞をお祝いする会………………………………………･……事務局…･………38 

自然環境のバロメーターカワセミの生息調査にご協力を！！…………･……事務局…･………39 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局･…………40 

裏表紙写真(ハマヒルガオ：三村照治) 

 

第６３号（平成8年12月20日 1996/12/20） 

表紙写真 モズ（撮影:村上義徳）………………………………………………重井よう湖………2 

重井博会長のご逝去を悼む…,‥…………………………………………………小松原勇…………3 

川は病んでいる,身近な川に愛の手を……………………………………………佐藤國康…………4 

倉敷花散歩その2 晩春・初夏の花を追って……………………………………斎藤彰男…………7 

倉敷の社叢(その5) 鴻八幡宮……………………………………………………大谷壽文…･……18 

バナナとアバカ(マニラ麻)…………………………………………………･……河田和雄…･……21 

大雪山系をあるく………………………………………………･…………………福島和彦…･……25 

倉敷地方の植物回顧録(その3) 舗装によって消えた植物たち(I)…･………古屋野寛…･……29 

倉敷市児島地区に生息する,ため池のトンボ ―ある池の一年から―………土畑重人…･……32 

蔦と春、夏、秋、冬……………………………………………………………･…泉ヒロ…･………34 

サギソウの冬越しについて………………………･………………………………武田満子…･……35 

丑年雑感…………………………………………………………………………･…矢野利男…･……37 

ご報告「自然をまもる会」会長代行に小松原勇副会長ご就任…………･……事務局………･…38 

岡山白陵中学校より自然をまもる会へご寄付………………………………･…事務局………･…38 

秋の虫の音を聴く会に参加して………………………………………･…………事務局…･………39 

裏表紙写真(ヌカキビ：吉原孝) 

 

第６４号（平成9年4月20日 1997/4/20） 

表紙写真 アマサギ（撮影:笹田富夫）…………………………………………笹田富夫…………2 

たき火は雨降りに…………………………………………………･………………佐藤國康…………3 

倉敷のハンミョウ類…………………………………………………･……………青野孝昭…………7 

玉島溜川における野鳥の変化…………………………………………山崎法子・裾分由美子……10 

フクロウは一本足でウインクする………………………………………･………安井昭夫…･……17 

倉敷花散歩その3 夏から晩秋の野山にて………………………………………斎藤彰男……･…19 

酒津雑感…………………………………………………･…………………………梶谷都子…･……31 

吉備路での七草摘み……………………………………･…………………………事務局…･………32 

古城池高校生徒会より倉敷の自然をまもる会へご寄附………･………………事務局……･……33 

裏表紙写真(ヒメオドリコソウ：森下裕和) 

 

第６５号（平成9年11月11日 1997/11/1） 

表紙写真 ヤマトマダラバッタ…………………………･………………………近藤光宏…………2 

故重井博先生の一周忌に際して………………………………………･…………小松原勇…………3 



ホタルの再生を願って………………………………･……………………………別府哲也…………4 

秋の鳴<虫……………………………………………………………………………近藤光宏…………5 

ダルマガエルのいる風景……………………………………･……………………裾分由美子………8 

倉敷花散歩その4 冬から早春の野山にて………………………………………斎藤彰男…･……10 

短歌・俳句………………………………………………………………武田満子・高橋希世女……20 

倉敷川クリーン作戦に参加して……………………………………･……………金増直浩…･……21 

憧れのオペラハウス………………………………………………･………………堀礼子…･………22 

去年したこと今年すること………………………………･………………………事務局…･………24 

倉敷の自然をまもる会平成9年度総会開催………………………………………事務局…･………25 

裏表紙写真(ツルボ：西江昭) 

 

第６６号（平成10年3月31日 1998/3/31） 

表紙写真 アサギマダラ（撮影:織田昭文）……………………………………河邉誠一郎………2 

河川水中の洗剤濃度と魚や野菜への影響…………………………………村本茂樹・手束聡子･…3 

由加山のハルゼミ………………………………………………………………･…近藤光宏…………7 

水の惑星,地球の環境保全も身近な水環境の保全から…………………………佐藤國康……･…11 

「身近な自然観察会」に参加して………………………･………………………堀礼子…･………12 

倉敷花散歩その5 冬から早春の野山にて………………………………………斎藤彰男…･……13 

ガーデニングは人生最上の愉しみ………………………………･………………たかきはるえ･…26 

玉島の北の“花の道"………………………………………………………………事務局………･…30 

倉敷古城池高校より倉敷の自然をまもる会へ御寄付…………………･………事務局…･………32 

「七草を摘む会」によせて………………………………………･………………梶谷都子……･…33 

七草粥……………………………………………………………………………･…武田満子…･……34 

玉島人工島のツクシガモ…………………………………･………………………重井よう湖･……35 

寅について……………………………………………･……………………………矢野利男……･…36 

重井博先生追悼集(仮題)刊行について………………………………………･…事務局………･…37 

裏表紙写真（コブシ：馬部勇） 

 

第６７号（平成11年2月10日 1999/2/10）（1999.2.10） 

表紙写真 ハチの威を借りた楽天家ヨツスジトラカミキリ……･……………青野孝昭…………2 

私たちの大切な地球環境を………………………………･………………………堀禮子……………3 

倉敷の蘇鉄二題…………………………………………………･…………………芳本重次郎………4 

鬼ノ城……………………………………………………………………………･…香西美鳥…………6 

てるてる坊主とトックリバチの巣……………………………………………･…近藤光宏…………7 

倉敷花散歩その6 山麓・未知の谷間を歩<………………………………………斎藤彰男…………8 

ブルーベルの森 ―イギリス・ワイルドライフ・ウォークス―……･………たかきはるえ･…19 

美しい森づ<リ『植樹のつどい』に参加して……………………………………渡辺英気…･……25 

卯年雑感…………………………………………………………………………･…矢野利男…･……26 

秋の虫の音を聞く会報告……………………………………………･……………近藤光宏…･……28 

平成10年度自然をまもる会総会………………………………･…………………事務局…･………30 



去年したこと,今年すること平成10年度総会報告………………………………事務局…･………31 

『重井博先生追悼集』発刊……………………………………………………･…事務局………･…31 

倉敷古城池高校生徒会より倉敷の自然をまもる会へご寄付……………･……事務局…･………33 

倉敷川大クリーン作戦…………………………………………………………･…事務局………･…33 

裏表紙写真（カラタチバナ：三村照治） 

 

第６８号（平成11年9月10日 1999/9/10） 

表紙写真 砂浜にしか棲めないヒョウタンゴミムシ………･…………………青野孝昭…………2 

社会の変革期を迎えて……………………………………･………………………小松原勇…………3 

「倉敷メダカ川プラン」と「児島湖ウォーターフロント構想」…………･…村本茂樹…………4 

北朝鮮採集記(I)……………………………………………………………………河邉誠一郎………6 

キアシハナダカバヂモドキ………………………………･………………………近藤光宏…･……12 

短歌 帆崎・避病院……………………………………………………･…………高橋ひろ子･……13 

倉敷花散歩その7 倉敷南部郊外・北麓の小径を歩<……･……………………斎藤彰男…･……14 

ダリヤとマリーゴールド………………………………………･…………………安井昭夫…･……19 

「宇内のほたるまつリ」源氏ぼたると出会う……………………･……………堀禮子…･………21 

平成11年度自然をまもる会総会………………………………･…………………事務局……･……22 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………23 

世界自然遺産“屋久島"の旅………………………………………………………小寺治雄…･……24 

裏表紙（ヒルガオ：三村照治） 

 

第６９号（平成12年2月20日 2000/2/20） 

表紙写真 成虫で冬を越すクビキリギス……………………･…………………近藤光宏…………2 

還って来たカワセミ……………………………………………………･…………小松原勇…………3 

青野孝昭先生「環境庁長官表彰」をお祝いする……………………………･…事務局……………4 

歴史上から見た鶴形山の自然…………………………………･…………………斎藤彰男…………6 

見て聞いて感じよう！！ 自然環境を……………………………………………堀禮子……･……11 

北朝鮮採集記(Ⅱ)………………………………………………………………･…河邉誠一郎…･…13 

「身近にある自然を知ろう」…………………………………………………･…秋田隆敏…･……17 

第八回倉敷北部全山縦走大会……………………………･………………………坂田俊和…･……19 

「倉敷川クリーン作戦」を終えて…………………………………………･……事務局……･……21 

自然と史跡探訪を訪ねる会(ご案内)……………………………･………………事務局…･………22 

裏表紙（ヒメカンアオイ：三村照治） 

 

第７０号（平成12年9月30日 2000/9/30） 

表紙写真 北半球に広大な分布圏をもつキアゲハ（撮影:織田明文）………青野孝昭…………2 

気づくこと・動くこと………………………………………………･……………小松原勇…………3 

「ダルマガエルの詩が聞こえたかin TAMEGAWA」………………………………兼信英雄…………4 

倉敷川探訪……………………………………………………………………･……斎藤彰男…………6 

藤井憂氏の手紙………………………………………………………………･……藤井優……･……14 



懐かしい養父ヶ鼻よ……………………………………………………………･…滝澤房子…･……15 

春の七草を摘む会…………………………………………･………………………武田満子…･……16 

倉敷川クリーン作戦に思う……･…………………………………………………堀禮子……･……17 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………18 

平成12年度倉敷の自然をまもる会総会…………………………………･………事務局……･……19 

裏表紙（ミミカキグサ：三村照治） 

 

第７１号（平成13年7月20日 2001/7/20） 

表紙写真 大物ハンター キンモウアナバチ…………………･………………近藤光宏…………2 

亀島山のテッポウユリ………………………………………………………･……小松原勇…………3 

家庭菜園を愉しむ…………………………………………･………………………たかきはるえ……4 

倉敷市・万葉花譜(I)………………………………………………………………斎藤彰男…………7 

辰年回顧…………………………………………………………………………･…小野敏也…･……16 

今,思うこと…………………………………………………………………………堀禮子……･……18 

セツブン草を訪ねて…………………………･……………………………………事務局…･………19 

裏表紙（トキソウ：三村照治） 

 

第７２号（平成14年3月25日 2002/3/25） 

表紙写真 絶滅の危険が増大しているツマグロキチョウ………･……………青野孝昭…………2 

殖やす楽しみ・育てる喜び……………………………………･…………………小松原勇…………3 

かおり風景…………………………………………………………･………………田口辰一郎………4 

美観地区の白砂再生への積極的アプローチ………………………･……………村本茂樹…………7 

里山保全と炭焼き……………………………………………･……………………河邉誠一郎･……12 

倉敷市・万葉花譜(Ⅱ)…………………………･…………………………………斎藤彰男…･……16 

ツバキはひとえなるがよし………………………………･………………………たかきはるえ･…25 

春の七草を摘む………………………………………………･……………………武田満子…･……27 

裏表紙（ミノコバイモ：小松原勇） 

 

第７３号（平成14年11月1日 2002/11/1） 

表紙写真 タイワンクツワムシ………………………………………………･…近藤光宏…………2 

オニバスへの想い………………………………………………………………･…山崎法子…………3 

ハッチョウトンボ,倉敷市内の分布資料…………………………………………青野孝昭…………4 

思いやリ…………………………………………………………………………･…中桐眞彦…………7 

倉敷市・万葉花譜(Ⅲ)…………………………………………………………･…斎藤彰男…………9 

絶滅危惧種の保護…………………………………･………………………………河邉誠一郎･……17 

「岡山の森林を考えるシンポジウム」に参加して…･…………………………田村靖子…･……20 

総会(平成14年)報告………………………･………………………………………事務局……･……22 

裏表紙（ひそやかに咲くミヤマウズラ：小松原勇） 

 

第７４号（平成15年3月31日 2003/3/31） 



表紙写真 ハッヂョウトンボ…………………………………………………･…青野孝昭…………2 

倉敷の自然環境と炭焼き…………………………………………………･………河邉誠一郎………3 

夜空が教える大気環境……………………………………………………･………香西洋樹…･……10 

倉敷市向山産のイシガケチョウで…………………………………･……………近藤光宏…･……12 

倉敷市・万葉花譜(Ⅳ)………………………………………………･……………斎藤彰男…･……14 

倉敷市の鳥に「カワセミ」決定………………………………･…………………笹田富夫…･……23 

春の七草がゆに憶う……………………………………………………………･…滝澤房子…･……27 

七草摘みを楽しむ…………………………………………･………………………武田満子…･……28 

「クラブ賞」受賞のご報告………………………………………………･………事務局…･………29 

裏表紙写真（セツブンソウ：小松原勇） 

 

第７５号（平成15年11月1日 2003/11/1） 

表紙写真 イラガセイボウ…………………………………………･……………近藤光宏…………2 

ご挨拶……………………………………………………………………………･…河邉誠一郎………3 

酒津・八幡山・高梁川河川敷利用自然型公園の設置推進を!…………………河邉誠一郎………4 

神様の落しモノ?……………………………………………………………………岩本徳雄…………5 

ふれあいの森の昆虫……………………………………………･…………………近藤光宏…………7 

旧倉敷市周辺に存在した高梁川の渡船調査…………………･…………………斎藤彰男…･……10 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種･………青野孝昭…･……23 

やさしい心を育む自然………………………………………･……………………猪木直樹…･……25 

ふるさと(倉敷の自然をまもる会に入れていただいて)…………………･……内山貞和…･……26 

「秋の虫の音を聞<会」のこと……………………………………………………高橋ひろ子･……27 

鳴<虫を聞<………………………………………………･…………………………守屋和水…･……28 

報告秋の虫の音を聞く会……………………………………………･……………事務局…･………29 

ウスイロヒョウモンモドキ生息地の採集規制と保護・整備のお知らせ…･…事務局……･……30 

カワセミ・ハッチョウトンボ生息調査報告…………………………･…………事務局…･………32 

自然観察会のお知らせ……………………………………………･………………事務局…･………33 

平成15年度総会報告……………………………………………･…………………事務局…･………34 

裏表紙写真（ハラビロカマキリ：近藤光宏） 

 

第７６号（平成16年3月31日 2004/3/31） 

表紙写真 アキタクロナガオサムシ……………………･………………………青野孝昭…………2 

倉敷生まれのクロツバメシジミ…………………………･………………………河邉誠一郎………3 

倉敷新産の絶滅危惧植物マツナ……………………………･……………………榎本敬……………5 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載植物 

…………………………………………榎本敬・狩山俊悟・小畠裕子･……7 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種(2)……青野孝昭…･……11 

向山で出会えた昆虫……………………………………………･…………………近藤光宏…･……16 

呼びかけ人募集………………………………………･……………………………河邉誠一郎･……29 

鷲羽山で「瀬戸内海国立公園指定70周年記念」イベント………………･……武田満子…･……30 



あこがれのイギリスを訪ねて………………………･……………………………堀禮子…･………32 

発電所見学記…………………………………………･……………………………高橋ひろ子･……37 

倉敷の自然(会報)在庫,販売のお知らせ…………………………………………事務局……･……39 

ハーバーアイランドのハグロハバチ幼虫……………………･…………………近藤光宏…･……43 

裏表紙写真（早春の蝶・ミヤマセセリ：青野孝昭） 

 

第７７号（平成15年11月1日 2004/11/1） 

表紙写真 ミズアオイ(水葵)………………………･……………………………榎本敬……………2 

「ミズアオイの集い」………………………………………………………･……武田満子…………3 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種(3)……青野孝昭…………5 

昆虫の交通事故死2例………………………………………………………………近藤光宏…………8 

思い出の記録 苫田ダム見学と自然観察会…………………………………･…事務局……………9 

四十年目の故郷への提言…………………………………･………………………森分守……･……10 

向山公園でハルゼミを確認!………………………………………………………近藤光宏…･……12 

台風の教訓………………………………………………………･…………………岩本徳雄…･……13 

苫田ダム見学と自然観察会に参加して………………･…………………………笠原義子…･……14 

再訪苫田ダムとギフチョウ……………………………………………………･…事務局………･…15 

ビカリア化石掘り体験学習会に参加して………………･………………………小川大右…･……17 

俳句………………………………………………………………………………･…山室由利子…･…17 

ミズアオイの集い 一倉敷川に自生のミズアオイを守ろう一……………･…堀禮子…･………18 

俳句………………………………………………………………………………･…重政三潮……･…18 

ミズアオイの集い………………………………………………………………･…高橋ひろ子･……19 

虫の音を聞く会………………………………･……………………………………高橋ひろ子･……20 

俳句・短歌…………………………………………………………………重政三潮・高橋ひろ子…21 

倉敷の自然在庫バックナンバー,目次……………………………………………事務局…･………22 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局･…………26 

裏表紙写真（モズの早贄：近藤光宏） 

 

第７８号（平成17年3月31日 2005/3/31） 

表紙写真 ヒロハホウキギク……………………･………………………………榎本敬……………2 

この国を救う政策の提案…………………………………･………………………内山貞和…………3 

“大還波時代"に向けて……………………………………………………………河邉誠一郎………6 

倉敷市の鳥「カワセミ」のはばたき……………………･………………………笹田富夫…･……10 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種(4)……青野孝昭…･……12 

種松山北山麓の昆虫………………………･………………………………………近藤光宏…･……19 

自然が子どもを育む 子どもが自然を守る…………………･…………………福水満之…･……24 

モズのはやにえを再び同じモミジで目撃!!……………………･………………近藤光宏…･……26 

洞窟探検に行こう!…………………………………………………………………梶谷輝行…･……27 

ついにモズがはやにえを食す?のを見た!!……………･………･………………近藤光宏…･……29 

JFEスチール工場見学と下津井三百山木の実採り………………………………赤澤光子…･……30 



短歌………………………………………………………………………………･…高橋ひろ子…･…31 

'05年度の会費納入お願い…………………………………………………………事務局…･………32 

倉敷の自然をまもる会役員…………………………………………………･……事務局…･………33 

平成17年度総会と年間行事のお知らせ………………･…………………………事務局………･…34 

裏表紙写真（スイゲンゼニタナゴ：田賀辰也) 

 

第７９号（平成17年10月31日 2005/10/31） 

表紙写真 ツクシハギ………………………………………………･……………狩山俊悟…………2 

街中の鎮守の森鶴形山………………………………………………･……………河邉誠一郎………3 

鎮守の森,阿智神社の植生…………………………………………………………武田満子…………6 

鶴形山の鳴く虫…………………………………………………………………･…近藤光宏…………8 

鶴形山・鎮守の森を考える(倉敷市長への要望とその回答)……･……………浦田雅治…･……11 

はるかな未来へ続く道……………………………………………………･………森田昭一郎･……14 

「高梁川河川敷～八幡山周辺」の自然観察会に参加して……………･………友田正満…･……15 

四国カルスト台地 天狗高原へ………………………………………･…………廣田厚子…･……16 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種（5）…青野孝昭…･……18 

四国カルスト・天狗高原 自然観察会に参加して(17.7.30)･……………･…森分守…･………23 

綴れ刺せこおろぎ……………………………………･……………………………八甕きよ…･……25 

虫の闇………………………………………………･………………………………山室由利子･……26 

菩提樹の花の咲<街…………………………………………………………………廣田厚子…･……27 

「奥西坂の里山整備と市民自然活動基地つくリ事業」について(報告)…･…事務局…･………29 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………30 

「高梁川流域クリーン一斉行動2005」への参加のお願い………･……………事務局………･…31 

裏表紙写真（ヤブキリ：近藤光宏) 

 

第８０号（平成18年3月31日 2006/3/31） 

表紙写真 メリケンカルカヤ（写真:小澤佑二）………………………………榎本敬……………2 

奥西坂里山構想について………………………………………………………･…内山貞和…………3 

「奥西坂の里山整備と市民自然活動基地つくリ事業」について(中間報告)…事務局………･…8 

奥西坂自然活動基地つくリ ～実のなる木(ブルーベリー)の植栽～･………内藤整……………9 

奥西坂自然公園周辺の自然と山野草について…………･………………………三村照治…･……11 

王子ヶ岳と水島エコワークス……………………………･………………………高橋ひろ子･……12 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種(6)……青野孝昭…･……14 

備中狛犬探検隊…………………………………………･…………………………西廣行…･………19 

アポイ岳登山とミヤマハンショウヅル…………………･………………………友田正満…･……21 

外来植物シンポジウムが倉敷で開催されました………･………………………榎本敬…･………22 

偲び草……追悼 斎藤彰男様………………………………･……………………武田満子…･……23 

倉敷の自然をまもる会役員………………………………･………………………事務局…･………24 

平成18年度主要年間行事(予定)……………………………･……………………事務局…･………25 

平成18年度総会のお知らせ……………………………………･…………………事務局…･………26 



裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10 (その1)キジバト：笹田富夫） 

 

第８１号（平成18年10月31日 2006/10/31） 

表紙写真 リュウノウギク………………………･………………………………狩山俊悟…………2 

My Butterfliesを倉敷の街中に ―その1―……………………………………河邉誠一郎………3 

古くて新しいエネルギーとしての薪文化の再興を願って………･……………内山貞和…………5 

倉敷市内初の「カワセミブロック」…………………………･…………………笹田富夫…………8 

鶴形山の珍しい昆虫(スズキベッコウハナアブ・ツマアカベッコウ)･………近藤光宏…･……10 

倉敷北部の山を歩いてみませんか……………………………･…………………三村照治…･……12 

瀬戸内海の自然を伝えたい……………………………………………………･…武田満子…･……14 

ヒオドシチョウ大発生………………………･……………………………………近藤光宏…･……15 

「ホルトノキ」始末……………………………･…………………………………廣田厚子…･……16 

チューリヒの春 ―ペアラオヒの林に出会う―…………･……………………廣田厚子…･……17 

「ヒメユリ」と「ヒメボタル」の観察会に参加して………･…………………土倉毅…･………19 

長歌 羅生門………………………………………………･………………………高橋ひろ子･……20 

アサギマダラとクロコノマチョウ……………………………………………･…近藤光宏…･……21 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………22 

「高梁川流域連盟流域クリーン一斉行動2006」への参加のお願い…･………事務局…･………23 

奥西坂整備作業のご案内……………………………………………･……………事務局……･……23 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その2) ヒヨドリ：笹田富夫） 

 

第８２号（平成19年3月31日 2007/3/31） 

表紙写真 ホソバナコバイモ……………･………………………………………狩山俊悟…………2 

地球崩壊(人類自滅)…………………………………………･……………………河邉誠一郎………3 

倉敷市環境基本計画の改定について……………………･………………………祢屋純男…………4 

2003年,尾瀬の花旅…………………………………………………………………狩山俊悟…………6 

「倉敷の自然 向山地域」を発刊………………………………･………………廣畑博史…………9 

My Butterfliesを倉敷の街中に そのⅡ ジャコウアゲハ……･……………河邉誠一郎･……11 

アユモド半の生態調査と保護活動(前章:抜粋)……………………………青雅一・阿部司…･…14 

(続)種松山北山麓の昆虫 粒江小学校「かがやきタイム」……･……………近藤光宏…･……16 

CASTELNUOVOのオリーヴを手に……………………………………………………長谷川冨喜恵･…18 

アオスジアゲハ羽化………………………………………･………………………近藤光宏…･……20 

早春の食べられる山野草を探そう……………………………･…………………武田満子…･……22 

奥西坂自然活動基地・自然体験教室に子どもを参加させてみて･……………草野武郎…･……23 

奥西坂自然基地の整備と活動報告………………………………･………………福水満之…･……24 

平成18年度 環境配慮企業見学会……………………………………･…………世話人K…………26 

松盆栽に止まったミノウスバ……………………………･………………………近藤光宏…･……28 

倉敷にもあるこんな山野草…………………………………………･……………三村照治…･……29 

テングチョウの越冬・多発について……………………………･………………近藤光宏…･……30 

書評“絶滅危惧の昆虫事典"………………………………………………………河邉誠一郎･……32 



倉敷の自然をまもる会役員……………………………………………･…………事務局…･………33 

平成19年度主要年間行事(予定) …………………………………………………事務局……･……34 

平成19年度総会のお知らせ…………………………………………………･……事務局…･………35 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その3)メジロ：笹田富夫） 

 

第８３回（平成19年10月31日 2007/10/31） 

表紙写真 ウラギク………………………･………………………………………狩山俊悟…………2 

柳井原一水江架橋に関するヒアリング，意見書………………………･………河邉誠一郎………3 

アユモドキの生態調査と保護活動(後章:抜粋)…………………………………青雅一・阿部司…4 

多発しているクマゼミについて…………………………･………………………近藤光宏…………7 

樹液に来ていたチビクワガタ……………………………･………………………奥島雄一…･……10 

倉敷市内からの記録がある「岡山県版レッドデータブック」掲載種(7)……青野孝昭…･……11 

「ミズアオイを描く会」顛末…………………………………･…………………武田満子…･……14 

幽玄な山霧とお花のお出迎え………………………･……………………………原田章壱…･……16 

鯉が窪湿原とヒメボタルの観察会に参加して…･………………………………青野和子…･……17 

阿智神社サマーキャンプ(昆虫教室)…………………………･…………………近藤光宏…･……18 

平成19年度秋の虫の音を聞く会によせて………………･………………………近藤光宏…･……21 

アーティチョークの花を待ちながら…………………………･…………………長谷川冨喜恵･…23 

倉敷市上西坂地区今日事情………･………………………………………………内山貞和……･…26 

(続々)種松山北山麓の昆虫 粒江小学校「かがやきタイム」…･……………近藤光宏……･…28 

わたしのマイバッグ宣言…………………………………･………………………廣田厚子……･…31 

真備琴弾岩探鳥コース新設………………………………･………………………笹田富夫……･…33 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局………･…36 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その4)スズメ：笹田富夫） 

 

第８４号（平成20年3月31日 2008/3/31） 

表紙写真 ヤマトレンギョウ……………………･………………………………狩山俊悟…………2 

奥西坂自然基地探検…………………………………………･……………………武田満子…………3 

地域社会プログラム 活動助成応募(報告)…………………･…………………事務局……………4 

奥西坂のグラウンドの植樹計画…………………………･………………………内山貞和…………5 

松枯れ防除目当ての薬剤空中散布について………………･……………………青野孝昭…………6 

農薬空中散布中止要望書,追悼……………………………………………………河邉誠一郎･……11 

中村昭夫氏プロフィール……………………………………………………･……事務局…･………12 

My Butterfliesを倉敷の街中に ―その3―……………･…･…………………河邉誠一郎･……13 

オオホソクビナガゴミムシの幼虫と成虫について………………………･……近藤 光宏………15 

倉敷で見かける山野草…………………………………･…………………………三村照治…･……16 

高圧電流の威力…………………………………･…………………………………河邉誠一郎･……18 

無患子(ムクロジ)…………………………………･………………………………廣田厚子…･……20 

短歌 西坂山道………………………………………･……………………………高橋ひろ子･……21 

草原にたわむれる、蝶のように……………………………………………･……長谷川冨喜恵･…22 



ワタヘリクロメイガ羽化………………………………………………･…………近藤光宏…･……24 

オオスズメバチとニホンミツバチの冬季における活動記録………･…………近藤光宏…･……25 

倉敷の自然をまもる会役員……………………………………………･…………事務局…･………27 

平成20年度主要年間行事(予定)………………………………･…………………事務局…･………28 

平成20年度総会のお知らせ………………………………･………………………事務局…･………29 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10 (その5)ツグミ：笹田富夫） 

 

第８５号（平成20年10月31日 2008/10/31） 

表紙写真 ナギヒロハテンナンショウ…………………………………･………狩山俊吾…………2 

奥西坂自然活動基地広場に今年からビオトープを創る…･……………………河邉誠一郎………3 

再発見されたセアカゴケグモについて…………………………………･………加藤靖之…………4 

ドングリの仲間を使った手作り作品…………………………………･…………武田満子…………6 

高知県立牧野植物園観察会に参加して……………………………………･……原田章壱…………9 

俳句 春の自然観察会……………………………………………………･………重政三潮…･……10 

ボケよリモンクロギンシャチホコ羽化………………………………･…………近藤光宏…･……11 

沈黙の夏一悪魔の新農薬『ネオニコチノイド』―………………………･……河邉誠一郎･……12 

倉敷で見かける山野草……………………………………………………･………三村照治…･……15 

クロアナバチがアオマツムシを狩る………………･……………………………近藤光宏…･……16 

短歌・俳句…………………………………………………………………高橋ひろ子・重政三潮…18 

夢見た花のほとリ………………………………………………･…………………長谷川冨喜恵･…19 

贅沢の追求………………………………………………………………………･…河邉誠一郎…･…21 

エゾギクよりキクキンウワバ羽化………………………･………………………近藤光宏…･……25 

“重井博の思い"CD出版される……………………………………………………事務局…･………25 

秋の贈り物一秋の企業見学と自然観察会―･……………………………………廣田厚子…･……26 

室山貴義氏が倉敷市文化賞を受賞…………………………………………･……事務局…･………27 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局……･……28 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その6)モズ：写真-山内淳之介、文-笹田富夫） 

 

第８６号（平成21年3月31日 2009/3/31） 

表紙写真 荒戸山のマントル物質…………………･……………………………武智泰史…………2 

100年河清を待つか?………………………………･………………………………河邉誠一郎………3 

瀬戸内海国立公園鷲羽山一瀬戸内に生きる―…………………･………………武田満子…………6 

春を待つ昆虫2題……………………………………………………………………近藤光宏…………9 

「子どもの時間」にあそぶ＝晩秋の奥西坂自然活動基地で＝…･……………高木春江……･…10 

キリギリスが危ない?………………………………………………………………青野孝昭…･……14 

倉敷に咲いていた、なつかしの山野草…………………………………･………三村照治…･……18 

越冬中と思われるモンシロチョウ幼虫…………………………………･………近藤光宏……･…19 

ホトトギスの幼虫からルリタテハ羽化…………………………………･………近藤光宏…･……21 

河川環境の崩壊一稀少植物、絶滅の危機―………………･……………………河邉誠一郎･……22 

短歌 さくらたで…………………………………………………………･………高橋ひろ子･……23 



アメリカシロヒトリの発生について…………………………………………･…近藤光宏……･…24 

食は自分で! 一無農薬・有機・合鴨・手作業昔農法を楽しむ―……………河邉誠一郎…･…26 

冬散歩…………………………………………………………………･……………廣田厚子…･……27 

奥西坂活動広場の整備と冬の里山・自然観察会あれこれ……･………………河邉誠一郎･……29 

平成21年度主要年間行事…………………………………………………･………事務局･…………31 

平成21年度総会のお知らせ…………………………………………………･……事務局……･……32 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その7) ジョウビタキ：笹田富夫） 

 

第８７号（平成21年10月31日 2009/10/31） 

表紙写真 岡山県のリチウム鉱物………………………･………………………武智泰史…………2 

砂池のヒキガエルへの詫び状…………………………………………………･…洲脇清……………3 

東城町フクジュソウと日野川オシドリの観察会に参加して…･………………原田章壱…………6 

地域資源循環型・地球再生の道を目指して……………･………………………内山貞和…………7 

倉敷野鳥の会「倉敷市花と緑の功労者表彰」受賞……･………………………武田満子…………8 

倉敷市花と緑の功労者表彰を受賞して…………………………………･………笹田富夫…………8 

冬眠から目覚めたゴマダラチョウの幼虫………………………………･………近藤光宏…………9 

ジャングル歩きの心得 一元ジヌシの体験から―……………………･………河邉誠一郎･……10 

自然観察会に参加して……………………………………･………………………山田桂圃……･…13 

南方系種オキナワコアオハナムグリを記録……………………………･………近藤光宏…･……14 

六甲高山植物園で見た花が倉敷にも自生…………………………………･……三村照治…･……15 

俳句・短歌 六甲高山植物園………………………･…………………重政三潮・高橋ひろ子･…16 

八月の絵日記…………………………………………………………･……………廣田厚子…･……17 

菱の実採りの舟を浮かべて………………………………………･………………長谷川冨喜恵･…19 

キリンビール神戸工場のビオトープ………………………………･……………河邉誠一郎･……20 

柳井原橋(仮称)の景観配慮を要望する…………………………･………………事務局･…………21 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局･…………22 

お知らせ………………………………………………………………………･……事務局･…………23 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10 (その8) シジュウカラ：笹田富夫） 

 

第８８号（平成22年3月31日 2010/3/31） 

表紙写真 ソウシチョウ(写真:三宅忠三)･……………･………………………江田伸司…………2 

奥西坂自然活動広場…………………………………………………………･……河邉誠一郎………3 

奥西坂自然活動広場に立って………………………………………………･……野村将大…………5 

倉敷市西坂のリンドウ………………………………………………………･……狩山俊吾…………7 

奥西坂に生息する貴重な昆虫2種について………………………………………青野孝昭…………8 

倉敷奥西坂周辺に自生する野生ラン……………………………………･………三村照治…･……13 

三吉鉱山跡で見られる鉱物……………………………………･…………………武智泰史…･……14 

生きる目的…………………………………………………………･………………河邉誠一郎･……18 

(5)種松山北山麓の昆虫 粒江小学校「かがやきタイム」……………………近藤光宏……･…20 

倉敷川の春に掉さして………………………………………………………･……長谷川冨喜恵･…24 



除草剤に泣く鳴く虫達！！………………………………………………･………近藤光宏…･……26 

役員名簿……………………………………………………………………･………事務局･…………28 

平成22年度総会のお知らせ………………………………………………･………事務局…･………29 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10(その9)ウグイス：笹田富夫） 

 

第８９号（平成22年10月31日 2010/10/31） 

表紙写真 ヌートリア（写真:岡本東美）………………………………………江田伸司…………2 

ノーベル化学賞と,まもる会の活性化に向けて…………………………………河邉誠一郎………3 

事務局長就任ご挨拶………………………………………………………･………別府哲也…………3 

カワセミ営巣ブロックからの巣立ち……………………………………･………笹田富夫…………4 

配慮がほしい酒津の草刈りについて……………………………………･………青野孝昭…………7 

高梁川流域の野生ラン……………………………………………………･………三村照治･………10 

短歌 森林公園……………………………………………………………･………高橋ひろ子･……11 

由加山のイノシシ…………………………………………………………･………清水隆久…･……12 

新顔の野菜たち……………………………………………………………･………廣田厚子…･……14 

クモと昆虫の戦い…………………………………………………………･………近藤光宏…･……16 

秋へ、草花遊びをしながら……………･…………………………………………長谷川冨喜恵･…17 

早春の蛾トビモンオオエダシャク………………･………………………………近藤光宏…･……19 

Segantini Museumへの道……………………………………･……………………廣田厚子…･……20 

倉敷の自然バックナンバー,目次(78号～89号) ……･…………………………事務局…･………23 

倉敷の自然バックナンバー販売のご案内……………………………･…………事務局…･………26 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………27 

裏表紙写真（庭に来る鳥ベスト10 (その10) エナガ：笹田富夫） 

 

第９０号（平成23年3月31日 2011/3/31） 

表紙写真 ナガエモウセンゴケ……………･……………………………………片岡博行…………2 

長期政権………………………………………………･……………………………河邉誠一郎………3 

我は海の子 ―記憶の中の海岸―………………………………………･………洲脇清……………4 

ホタルが市街地に甦った………………………………………･…………………笹田富夫…………8 

倉敷川でカワセミ5例………………………………………………………………近藤光宏…･……11 

様変わりした高梁川………………………………………………･………………青野孝昭…･……12 

早春の食べられる野草を探そう………………………………………･…………武田満子…･……16 

続種松山北山麓の昆虫 粒江小学校「かがやきタイム」……･………………近藤光宏…･……17 

―ある冬の日記より―……………………………………………･………………廣田厚子…･……21 

秋季観察会に参加して…………………………………………･…………………青野和子…･……25 

水辺を彩る花とともに…………………………………………………･…………長谷川冨喜恵･…26 

役員名簿……………………………………………………………･………………事務局……･……28 

平成23年度総会のお知らせ……………………………………･…………………事務局…･………29 

裏表紙写真（身近な虫たち(1)ベニシジミ：青野孝昭） 

 



第９１号（平成23年10月31日 2011/10/31） 

表紙写真 ミサゴ……………………………………･……………………………笹田富夫…………2 

倉敷の自然をまもる会の役割と意義………………………………･……………河邉誠一郎………3 

世界に誇る倉敷市の探鳥コース(その1)…………………………………………笹田富夫…………5 

キジバトの啼く朝………………………………………………………･…………長谷川冨喜恵･…13 

下意上達(民意をお上に) ―ブロック塀を緑の垣根に―………･……………河邉誠一郎･……15 

西小学校ふれあい体験学習 ―ようこそ昆虫ワールドヘ―…･………………近藤光宏…･……18 

短歌 きつね雨………………………………………………･……………………高橋ひろ子…･…26 

子どもの虫捕リ,賛成?反対?………………………………………………………奥島雄一…･……27 

ウメエダシャク多発……………………………………･…………………………近藤光宏…･……28 

倉敷の自然をまもる会 平成22年度文化活動助成成果報告書･………………事務局……･……29 

倉敷の自然バックナンバー販売のご案内……………………･…………………事務局…･………30 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局…･………31 

裏表紙写真（身近な虫たち(2) オオカマキリ：近藤光宏） 

 

第９２号（平成24年3月30日 2012/3/30） 

表紙写真 クロアナバチとアオマツムシの関係…………･……………………近藤光宏…………2 

就任ごあいさつ……………………………………………･………………………笹田富夫…………3 

保護活動の秘策 ―川邉・高崎・三宅:草間方式―……………………………河邉誠一郎………4 

「倉敷みらい公園へのホタル幼虫放流」の報道に思う………･………………片岡博行…………8 

続種松山北山麓の昆虫「粒江小かがやきタイム」………………･……………近藤光宏…･……10 

世界に誇る倉敷市の探鳥コース(その2)…………………………………………笹田富夫……･…14 

早春の山野草…………………………………………………………･……………三村照治……･…21 

タバコの影響……………………………………………………………･…………河邉誠一郎…･…22 

ヒヨドリバナでスズキナガハナアブを!!…………………………･……………近藤光宏…･……24 

俳句 自然観察会靭の浦……………………………………………･……………重政三潮…･……25 

秋の企業見学と自然観察会(平成23年度後期事業から)……………･…………廣田厚子…･……26 

水底に揺れた花…………………………………………………………･…………長谷川冨喜恵･…28 

役員名簿……………………………………………………………･………………事務局･…………30 

倉敷の自然バックナンバー購入のご案内………………………･………………事務局…･………30 

平成24年度総会のお知らせ…………………………………･……………………事務局…･………31 

裏表紙写真（身近な虫たち(3) アオスジアゲハ：青野孝昭） 

 

第９３号（平成24年10月31日 2012/10/31） 

表紙写真 オオスカシバ……………………･……………………………………青野孝昭…………2 

奥西坂の自然基地 ―石組み整備―…………………………………･…………河邉誠一郎………3 

八丈島の自然と宇喜多秀家公…………………………………･…………………笹田富夫…………7 

八幡山観察会に参加…………………………………………………･……………三村照治…………9 

あこがれの伊吹山へ…………………………………………………………･……仁熊實……･……11 

横倉山見聞記……………………………………………………………･…………内山貞和…･……13 



酒津八幡山自然観察会に参加して…………………………………･……………祢屋純男…･……17 

夏:街と野原と湖と(7月15日～8月15日Zurich滞在記)…………………………廣田厚子…･……18 

樟の下に集いて………………………………………………………………･……長谷川冨喜恵･…22 

マスカット球場で出会えた昆虫たち……………………………･………………近藤光宏…･……24 

平成24年度倉敷の自然をまもる会からのご案内…………………･……………事務局…･………28 

去年したこと,今年すること………………………………………………………事務局･…………29 

裏表紙写真（身近な虫たち(4)オオスカシバ：青野孝昭） 

 

第９４号（平成25年3月31日 2013/3/31） 

表紙写真 カワラバッタとの出会い………………･……………………………近藤光宏…………2 

復元したい,失われた自然…………………………………………………………笹田富夫…………3 

小野洋先生の思い出…………………………………………･……………………近藤光宏…………6 

「秋の虫を聴く会」について……………………………………………･………別府哲也…………7 

11月25日(日曜日)高梁川流域クリーン一斉行動に参加して……………･……三澤久仁子………9 

短歌「大阪ガスエ場見学」……………………………………･…………………高橋ひろ子･……10 

野鳥との出合いに自然を思う…………………………………･…………………小松原勇……･…11 

「倉敷の自然をまもる会」に入会して…………………………………･………仁熊實…･………12 

夏の伊吹山散策に参加して……………………………………………･…………青野和子…･……13 

「とおい昔」……………………………………………………………………･…室山貴義…･……15 

春の声を聞きながら……………………………………………………･…………長谷川冨喜恵･…16 

マスカット球場で出会えた昆虫追加2種…………………………………………近藤光宏……･…18 

続種松山北山麓の昆虫「粒江小かがやきタイム」……………………･………近藤光宏…･……19 

「倉敷の自然をまもる会」秋の企業視察会………………………･……………廣田厚子…･……24 

役員名簿……………………………………………………………………･………事務局……･……26 

平成25年度総会のお知らせ…………………………………･……………………事務局…･………27 

編集後記……………………………………………………………………･………事務局…･………27 

裏表紙写真（身近な虫たち(5) クロスズメバチ：近藤光宏） 

 

第９５号（平成25年10月31日 2013/10/31） 

表紙写真 ヨコヅナサシガメ…………………………………………･…………青野孝昭…………2 

倉敷みらい公園のバッタ・コオロギ・キリギリス類…………………･………青野孝昭…………3 

高梁川河□の干潟に異変…………………………………………･………………笹田富夫…………9 

クダマキモドキを狩るキンモウアナバチ………………………･………………近藤光宏……･…12 

森林公園観察会で出会った植物…………………………………………･………三村照治…･……13 

岡山県立森林公園観察会に参加して……………………………………･………青野和子…･……14 

マスカット球場で出会えた昆虫(3) ………………………………………･……近藤光宏…･……16 

児島・中山公園…………………………………………………………･…………廣田厚子…･……18 

俳句 岡山県立「森林公園」………………………………………･……………重政三潮…･……20 

晩夏、高梁川を渡る…………………………………………………………･……長谷川冨喜恵･…21 

倉敷みらい公園に関する要望書……………………………………………･……事務局…･………23 



去年したこと、今年すること………………………･……………………………事務局…･………25 

裏表紙写真（身近な虫たち(6) ゴマダラカミキリ：青野孝昭） 

 

 


