
花会長311え主
編集部

日本海を飛んて'きた蝶 て抜粋して掲載させていただく。

札幌市高野英ニ 幼虫時代は一級農業害虫として同際的に

昨年、庭に大きなモンシロチョウが現わ

れた。 11~び方も敏捷である。長い間病院の

天井ばかり見ていたので目の錯覚かとも

思った。

今年の 3月、 i且立理科教育センターて育

111慎一氏にお会いした。そのl侍気になって

いた大きなモンシロチョウについておたず

ねした。

お話によると、この蝶はオオモンンロ

チョウといいイギリスを含むヨーロッパに

広〈生息する普通種で 1995年以前、いまか

ら数年前にロシアから逸々日本海を飛んで

北海道にj度ってきたらしい。

つまり私の庭に現われたのは、外国から

来たお客さんの蝶であった。いまでは北海

道の各地に分布を広げ土着するかどうかの

ところまできているとのことである。

組物に趣味を持つ私は、例の如く好奇心

が頭を持ちあげ、オオモンシロチョウは何

を食べて生活しているのか知りたくなり、

伊達高校にご転任になった背 1I1氏に再びご

教不をお願いしたところ、伊達市の『自然

観察の会』の会報にこ執筆になった伊達の

燥、オオモンシロチョウと題する文章を早

速お送りいただき感謝であった。

その中から蝶の食草についてお話しを得
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マークされている。平ごいなことに農薬には

極めて弱いので散布により被害は抑えられ

るが、家庭菜園のように無農薬栽培のとこ

ろは、発生源になってしまう o

この燥の種名の brassicaeはアブラナ

科、イヌえfラシ属の属名 BrassICaに由来

し杭物に含まれる辛みの成分を必要とす

る。

具休的には中国野菜を含めアブラナ科の

野菜は例外なく食害される。アブラナ・キャ

ベツ・ダイコン・ハクサイ・プロッコリー・

ゴウダソウ(;レナリア)、 10野草では、セイ

ヨウワサビ・ハノレザキヤマガラシ、アブラ

ナ手十以タトの市白止却では、 フウチョウソウ干干の

セイヨウフウチョウソウ、ノウセ、ンハレン

科ではキンレンカ(金連花・ナスターチウ

ム)などを食べる。

私の庭にもアブラナ科の植物があり、ま

たセイヨウフウチョウソウもj植えたので、

この燃の産卵から幼虫・桶・成虫までの生

育i品税を観察してみたいと考えている。

青山氏は、オオモンシロチョウが日本の

燥になるには、もう少し様子を見る必要が

あろう E記述きれているが、植物の世界で

も新しい帰化柄物が専門家の方々から次々

と発表きれている。喜んてaいいのか悲しん
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でいいのか複雑なきもちになるこの頃であ

る。

お忙しいご生活のなか、貴重な資料とご

教不をいたた辛いた背IlJ慎一氏に心からお礼

を申し上げる。

総会・スライド会

日時 1997 (平成 9)年 3月2F1(FI)

午後 1時一 51時

場所道民活動センターかでる 2・7

お話最近の山草会事情高野英二氏

スライド アラスカの花梅沢俊氏

ほか皆様ご持参のもの

その他士幌高原道路に反対するナキウ

サギ裁判について 福池郁子氏

出席者 21名

山草栽培講習会

FlI時 1997 (平成 9)年5月25日(I1 ) 

くもり午後 1時-41時

場所札幌市西区小別沢丹征昭氏の園

場

長い冬の生活から解放され、いよいよ付

ちに待っていた丹さん開場の花見の日が

やってきた。参加された方々は目をかがや

かせてはじめて見る花や、なつかしい色と

りどりの花の前に肢をおろして見とれてい

た。

中には各自のtJU音する植物についてご指

導いただくことができて満足そうであっ

た。

参加者 17名
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オロフレ山植物観察会

1997.6.15 午前 8時に札幌市市役所前

を会長等 13名が4台の車に分乗、高速道路

を走り登別からオロフレ山 (1230.8111)登

山口へ向かう o

l作1f.の当 Uは豪雨に見舞われ途中から主主

111 中止のやむなきに支ったが、今日はうっ

て代わって絶好の日よりに恵まれた。

車中からの展望も良〈、まだ見ぬ季節の

山草・花々をあれこれ期待しながら峠の茶

屋に 10時過ぎに着c
早速身支度、記念写真撮影もそこそこに

10時 30分主主山開始をした。

投山道協の花々を見つける皮に声が挙が

り、吉中きん等の解説を聞きながら、お気

に入りの花を思い思いに写真を撮る。(小野

寺きんの今年の年賀状に;民の 1枚・シラネ

アオイの写真が載りました。)しかし以前

あったところに、あった花がなくなり致山

人口の増加によるものなのか?、自然保護

の問題にも話が及んだりした。

山頂はツアーの人々て1昆んでいるような

ので、中間台地にあつまり有志の方のビー

ノレでカンパイ f昼食をとる。

11時過ぎに登頂、記念写真撮影、 360I交の

景観を楽しむ。まことに良い日にあたった

ものだと思いながら、再度感激の時を過こ

して下111した。

帰途北湯沢温泉に立ち寄り入浴、汗を流

しサ yノマリして帰る。

大満足の 1日でした。

i宜みち観察した植物。

コイワカ方ミ・コミヤマカタノ〈ミ ンラネ
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アオイ・ミツバオウレン・エゾイチゲ・ヨ

ツバシオガ7 ・オオカメノキ・ミヤマスミ

レ・タチツボスミレ・ハクサンボウフウ・

コケモモ・サンカヨウ・ミヤマダイコンソ

ウ・ヒメコヨウイナゴ・コガネイチコ・ノ

ウコウイチゴ・ショウジョウノくカ7 ・ツノ〈

メオモト・ 7 イヅノレソウ・ツルリンドウな

ど。

きのこウォッチング

日 時同年 10月5日(日)午前 91時

案内・講師 谷口正美氏参加者 12名

昨夜来の雷と豪雨がやみ、まずまずのお

天気になる。午前 91時先山渓の豊滝バス停

に集合し、谷n正美氏の先導でセイコ-

7 ート績から林道の入nまで行く。

きらに札幌岳登山nの林道終点に向う o

林道に沿って歩きながら品i聞に生えている

きのこの名前・特性・樹林との共生などに

ついてご教示をいただし 21時間ほどで林

道の終点につく。

きらにJ!，j辺を 30分ほど探索して、 121時

30分頃駐車地点に戻る。

全貝まずまずのきのこの収穫があり、そ

れぞれ地面に広げて谷口氏から食・毒を見

分けて貰う。

昼食休憩後記念撮影をして午後 21時頃現

地解散した。

心配した雨も降らず、組業を見ながらの

楽しい一日でした。

採集したなかで名前の分ったきのこは次

のとおりです。

エノキダケ・ノ、イイロシメジ・オシロイ

シメジ・ツチスギタケ・コ yケネタケ・カシ
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グロニオイタケ・チャナメツムタケ・アカ

モミタケ・ムキタケ・ノ¥タケシメジ・キツ

ネノチャブクロ(ホコリタケ)以土食迫。

他に毒キノコ・不明のもの数種ありました。

高山植物保護と盗掘防止のための全道シン

ポジウム

実行委貝長小野有五(北海道大学地球

環境科学研究科)

と き 1998年 3fl 15日(日)

10 : OO~ 15 : 40 (開場 9: 10) 

ところ 北海道大学学術交流会館

(札幌市北区北9条西 5T目)

テー7 お花畑をめくって

・第・部 「現地からの報告J

夕張岳:アポイ岳:礼文鳥:大

雪山

・第二五1¥ rパネノレディスカッ

ション」

ノマネリスト 水尾若尾(コウノマリコザク

ラの会)';雨空直倫(円高え

りも公定公開管理事務所)

liJ:本行雄(弁護士):丹征

H召(ナーセリー)

-第三部 お花畑をめくって

スライド梅沢俊(山岳植物写真家)

(敬称略)

主催北海道高11I植物盗掘防止ネット

ワーク委貝会
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シンポジウム「絶滅から救おう/ 高山植

物一保護と盗掘防止を考える J 

口/1寺 1998
'
ド9月 2311 (水・祝)午前

10 : 00-午後 4: 30 

会場全電通ホール(東京都千代田区駿

河合 3-6) 

プログラムの概要

・基調講演小野有瓦

-各地からの報告(夕張岳・アポ

イ岳・早池峰山・北岳・白馬岳)

・講演・大場i宝之

パネノレ・ディスカッション(保護活動家、

登山家、研究者、 IIi草栽培業者、環境li'

職員)

指名・自由発言

主催社I司法人日本山岳会 白然保護委

貝会(担当理事大蔵害福)・北海道

高山納物盗招l坊11ネットワーク

(代表者小野有五)
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全日本山草会連絡会東京大会開催される

日時 1998年 11月21日(土)午後2時

-22 U (日)正午

会場 サンプラザ(労働省外郭団体の施

壬1し、
n又ノ

討議議題 山草会のこれからの在り方

-山草展示会の問題点(展示

規制lの有無ほか)

. fl基地保全目絶滅危倶才的物

の保護の問題

その他、各会の当面してい

る問題

主催全11本111草会連絡会

東京大会実行委員会
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