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もたちに興味を持ってもらうきっかけになれば

蝶は、ハンノキを餌にしていて生息場所が限られます。今はまだ普通に見られますが、

里山がなくなっていく中、ハンノキが伐られればいなくなります。できるだけ守って

いきたいし、皆さんにも興味を持ってもらえたら。

 

●尽きない

最近標本箱の収納ができるように押入れを改造した。現在手元にあるのは８０箱ほ

ど。採集を始めたころの標本は今はもうない。

「初めは菓子箱を使ったり
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浅野勝司（あさのしょうじ）さん

１９３７年生まれ。宇都宮市出身。

 

ホームページ

グなどを発信している。

http://kamakurachyo.com/

 

「鎌倉市の蝶」をお求めの方は浅野さんまで。

asachou@xg7.so
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