
  

 

 

 

 

 

増設したフジバカマの里親の追加募集を行います。 

 明けましておめでとうございます。昨年中は、里親の皆さんのご協力のお蔭でフジ

バカマは順調に成育しましたが、アサギマダラが訪れる９月に長雨が続きアサギマダ

ラの訪蝶は今ひとつ残念な状態でした。 

 今年は一昨年のような乱舞が見られれるといいですね。 

 さて、昨年１０月に 

里親の皆さんのご協力 

と、大町市の古川さん 

のご理解でフジバカマ 

の苗床を２畝（約９０m） 

増設しました。 

 現在４２名の里親の 

皆さんにご協力でフジ 

バカマの管理をして頂 

いていますが、増設し 

た部分の新たな里親を 

募集します。 

 募集人員は１８名ほどを予定しており、２月１５日から３月末までの期間 

で受付します。 

 追加募集へ里親の皆さんのご協力をお願いします 

 里親の追加募集に当たって、実際に里親の経験がある皆様に是非生の声で 

希望者の勧誘をお願いします。 

 詳しくは、役場産業振興室 商工観光係へ ℡ ８５－５８６４ 

 

 ＰＳ ３月になって、沖縄や南西諸島の気温が２０℃を超えるようになると、 

    アサギマダラが北上に向けて活動を始めます。村でも、新年度の事業を少し

ずつ具体的に始めていきます。里親通信でお知らせしますので里親の皆さんのご協力

をお願いします。 
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２０１６年 アサギマダラの里からの移動情報  

昨年は、天候不順のためアサギマダラの里に来たアサギマダラの数も少なかったよ

うな気がしますが、熱心にマーキング調査に取り組んでいただいた甲斐あって、アサ

ギマダラの里から放蝶された蝶の内１８頭のアサギマダラが全国各地で再捕獲してい

ただけました。（昨年は２４頭） 

 しかし、前号でもお知らせした通り、九州本島から南で再捕獲されたアサギマダラ

は今現在見つかっていません。 

 

宮田村「アサギマダラの里」から放蝶され再捕獲された蝶 

 再捕獲日 再 捕 獲 地 再捕獲者 放蝶日 放蝶者 

１ 9/27 愛知県 豊田市 夏焼町    68㎞ 伊藤 保美 9/17 平沢 正典 

２ 9/30 石川県 白山市 中宮   125㎞ 三谷真奈美 9/15 不 明 

３ 10/7 愛知県日進市バタフライＧ  103㎞ 竹川 10/ 4 平沢 正典 

４ 10/8 京都府 京都市 下京区  216㎞ 秋山 奏之 9/15 平沢 正典 

５ 10/8 愛知県 西尾市 三ヶ根山 130㎞ 嶋 幸枝 9/28 平沢 正典 

６ 10/10 愛知県 西尾市 三ヶ根山 戸澤 哲也 10/5 平沢 正典 

７ 10/11 愛知県 南知多町 九十九145㎞ 鈴木 廣親 9/12 不 明 

８ 10/11 愛知県 美浜町      147㎞ 鈴木 廣親 9/12 不 明 

９ 10/13 大分県 姫島村       614㎞ 溝井 禎吉 9/10 堀米しんじ 

10 10/14 静岡県 菊川市 加茂     112㎞ 長坂 義郎 10/4 不 明 

11 10/16 愛知県 南知多町 内海 145㎞ 窪田由紀子 9/29 平沢 正典 

12 10/18 愛知県 日進市 バタフライＧ みこちゃん 10/4 平沢 正典 

13 10/21 愛知県 西尾市 三ヶ根山 嶋 幸枝 9/24 加藤 清人 

14 10/21 愛知県 西尾市 三ヶ根山 増沢 敏弘 10/4 平沢 正典 

15 10/24 愛知県 蒲郡市 柏原町  120㎞ 宇野 弘子 10/9 清水 四朗 

16 10/26 愛知県長久手市モリコロＰ  98㎞  蒼島 9/28 平沢 正典 

17 10/27 宮崎県 串間市 高畑山   787㎞ 小林 桂子 9/24 平沢 正典 

18 10/29 高知県 室戸市 室戸    445㎞ 藤野 適宏 9/28 不 明 

お心当たりありませんか？ 

昨年は、お陰様で多くの方がマーキングを経験されましたが、村に残っているデー

タ以外に再捕獲された蝶が数頭います。マーキングコードに心当たりの方は連絡くだ

さい。 

コード ①ＭＮＶ ９/１５ タマ１  ②ＮＭＶ ９/１２ ＲＴ9.12 

     ③ＮＭＶ １０/４ ＨＡ   ④ＮＭＶ ９/２８ ＫＦ 以上です。 



 

 

 

 

 

 

2017 年度 フジバカマ里親現地説明会の開催 

 日の出が早くなり、夕方は６時過ぎまで明るく、日一日と日差しが濃くなってきま

した。４月に入り、桜の開花もまもなくではないかとワクワクしています。 

 フジバカマの新芽は今のところ出てきてはいませんが、もうしばらくすると出てく

るとおもいます。昨年１０月に大町市の古川さんご夫妻のご協力をいただき、１７０

㎡の苗床に１０００株の苗を移植し、合計６６０㎡に３６００株のフジバカマ園にな

りました。 

 追加圃場の管理をしてい 

ただける里親の追加募集を 

したところ、１３名の応募 

がありました。 

 昨年まで４２名の里親の 

みなさんに管理をしていた 

だき、沢山のアサギマダラ 

を呼んでいただきました。、 

今年も里親の皆さんそれ 

ぞれできる範囲で結構です   昨年整備したフジバカマの苗床（手前２畝） 

ので管理いただき、アサギ    

マダラの乱舞を見られるようご協力をお願いします。 

 

フジバカマの里親現地説明会の開催 雨天決行 

 昨年までの里親の皆さんは、すでに管理方法は熟知されていると思いますが、新た

に加わっていただいた里親の皆さんに管理方法についての説明会を下記により開催し

ますので、本年度の仕事始めとして今までの里親の皆さんも是非ご参加ください。 

 １ 日 時  ４月１６日（日） 午前９時より 作業含めて1時間程度 

 ２ 場 所 「アサギマダラの里」 

 ３ 持ち物  作業できる服装で、草かき（若干用意あり） 
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新里親の皆さんを迎えて 

 ４月16日に、昨年拡張した圃場の管理をしていただく新しい里親の皆さんを迎えて、

現地説明会を行いました。 

 今年は新たに15人の方が加わり、 

全体で57名の方に里親をお願いする 

ことになります。 

 フジバカマが５０～６０㎝位に育 

つまでは、株間にも草が生えてきま 

すので、こまめに草取りをお願いしま 

す。 

里に北上アサギマダラが飛来！ 

  例年だと、５月上旬にはアサギマダラの里でも北上アサギマダラを見かけ 

るのですが、今年は到着が遅れて心配していましたが、24日に十数頭のアサギマダ

ラが飛来して、フジバカマの株の中に入り込んで休んでいました。 

  ５月20日に下伊那郡の泰阜村でアサギマダラが確認されたと情報が来てから４

日後です。 

 

５月の中旬頃までは気温が低

く野菜の生育も遅れていたよう

ですが、20日を境に異常な高温

が続いたことで一気に移動して

来たのではないかと思います。し

ばらく沢山のアサギマダラが見

られる 

5月24日に飛来したアサギマダラ       のではないかと期待しています。 

里親の皆さんに日々管理いただいていますフジバカマも順調に成育し、３年目の圃

場のフジバカマはすでに30㎝ほどに成育したものもあります。これから気温が上が

るにつれて、ぐんぐんと背丈が伸びて来ると思います。 

昨年移植したフジバカマは、地下茎の数も少ないので本数は２，３年の株と比べ

ると見劣りしますが、これから徐々に株数が増えて新芽が出てきますので見守って

あげてください。 
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「アサギマダラの里ガイド」養成講座を開催します 

 アサギマダラの里（以下里）も、見学者を迎えるようになって3年目にな 

ります。里の知名度も少しずつ上がり、来園される皆さんも年々増加してきています。 

来園される皆さんに、アサギマ 

ダラの魅力や、吸蜜植物で準絶滅 

危惧種のフジバカマのなどについ 

て少しでも理解していただくこと 

で、より一層自然やアサギマダラ、 

フジバカマに関心を持ってもらう 

ことと合わせて、宮田村の観光資 

源についてもＰＲしていただくた 

めのガイドの養成講座を計画しま 

した。 

是非、多くの里親の皆さんにご参加いただき、ガイドとして里でアサギマダラの魅

力を伝えてください。 

 ＝ガイド養成講座概要＝ 

  １ 日時及び講義内容    

第１講座 ７月８日（土） 午前１０時～１２時 

     ・アサギマダラの生態 ・フジバカマの生態 

     第２講座 ８月５日（土） 午前１０時～１２時 

          ・マーキング方法 ・写真撮影技 ・宮田村の観光概要 

  ２ 会 場  両講座とも村民会館 

  ３ ガイド認定 両講座とも受講された方 

  ４ 活 動  自分の都合着く時間で説明等をしていただく。 

  ５ 交付備品  ○ガイド証 （○腕章） 

 

※養成講座参加希望の方は６月２０日（火）までに、産業振興推進室 商工観光係ま

でお申し込みください。 お待ちしています。 

 



 

 

 

 

寺沢林道にアサギマダラ 

 ７月を迎え寺沢林道沿いのヒヨドリソウが咲きはじめるとともに、アサギ 

マダラが姿を見せ始めていましたが、先週あたりからその数が増えてきてい 

ます。 

アサギマダラアが見られ 

るのは林道の６～８㎞あた 

りで咲いているヒヨドリソ 

ウで、多くのアサギマダラ 

が蜜を吸っています。 

 今、このあたりで見られ 

るアサギマダラは春先に南 

の地域で羽化したものと思 

われ、鮮度も古く損傷も目 

立つのが特徴です。 

 ヒヨドリソウの開花が徐     寺沢林道のアサギマダラ  

々に宮田高原に登って行く 

のにつれて、８月頃に吸蜜に訪れるアサギマダラは次の新しい世代の蝶が現れてきま

す。 

 宮田村ではまだ幼虫の確認はできていませんが、８月に新しい蝶が見られることか

ら、近くで繁殖しているものと思いますので、来年は是非確認したいものです。 
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 アサギマダラの里ガイド養成講座開講 

 アサギマダラの里も３年目を迎え、少しづつ知名度も上がってきて、訪れていただ

くお客様も増えてきました。 

 見学していただく皆様に、少しでもアサギマダラの魅力やフジバカマの生態などを

伝えていただくガイドの養成を計画したところ、十数名の皆さんが受講していただき、

先日第１講座が行われました。 

 今回、第１講座の内「アサギマダラの生態」について講義いただいた、桜井正人さ

んの講義内容を要約して掲載します。 

ガイド養成第１講座  １ アサギマダラの生態  講師 桜井正人 

 

アサギマダラは、ふわふわと舞うよ

うに飛翔し、アザミ、ヒヨドリバナ、

フジバカマなどの紫や白い色の花に訪

れます。春から夏にかけて、繁殖しな

がら北上し、夏の後半から沖縄方面に

南下します。 

食草は、標高 1000m 以上に自生して

いるガガイモ科のイケマで、新芽に産

卵します。 

     熱心に講義を聞く受講生 

５月中旬ごろから長野県南部の山岳地帯に北上する個体が飛来し、昨年雪で倒れた

ヨツバヒヨドリの茎から染み出る汁などを吸います。汁には有毒なPA（ピロリジディ

ン アルカロイド）が含まれており、それからできるフェロモンでメスを交尾に誘う

ための物質を体内につくります。 

夏は涼しい高原などでヨツバヒヨドリの蜜を吸って秋の繁殖に備え、8 月末より南

下が始まり、フジバカマを求めて里に降りてきます。 

 

アサギマダラは、福島、群馬などから群れをつくりながら南下してきます。 

長野県からは北陸方面と飛騨高山と伊那谷の3ルートで、伊那谷ルートは長野県東部

方面、富士山、山梨方面と関東北部からの飛来があり、「宮田村アサギマダラの里」で

は「デコ」「NP」「Fuji」などが再捕獲されています。 

移動には風の力を借りて、１日に100 ㎞も移動する事もありますが、雨の日もあり、

微風などで移動できない日も多い中、フジバカマなどの匂いに引き寄せられて南下し

ていきます。 

長野県の「イケマ」は冬枯れてしまうので産卵しませんが、東海地方には「キジョ

ラン」「ツルモウリンカ」などの多年草食草がありそれに産卵します。 

晩秋の幼虫は２齢幼虫で越冬し、春になると羽化し、長野県を目指し北上します。 

 

 



 

 フジバカマのうねの草の目立つ区画がところどころ目につきます。 

 フジバカマの生育にも影響しますので、定期的な草取りをよろしくお願いし

ます。 



 

 

 

 

 

アサギマダラの里ガイド養成講座開講 

 前回に続き、第１講座 ２ として吸蜜植物のフジバカマについて、元神戸大学農学

部教授で現宮田村教育委員の伊藤一幸さんの講義内容を掲載します。 

 

ガイド養成第１講座  

 ２ フジバカマ Eupatorium japonicumとその仲間の生態 

宮田村教育委員 農学博士 伊藤一幸 

 フジバカマはキク科の多年生草本です。 

フジバカマは「秋の七草」の一つで、「ハ 

スキーなお袋」の6番目の植物です。私 

の講義を聴いた人は残りの6種類の植物 

名が言えるはずです。フジバカマの葉を 

乾燥させるとクマリンの匂いがします。こ 

れは桜餅の匂いです。平安時代から匂い袋 

に入れたりして、クマリンの香りを楽しん 

できました。現在では絶滅危惧植物(NT)に指定され、京都府などで保護されておりま

す。 

 宮田村の「アサギマダラの里」のフジバカマの大部分は大町市から移植されたもの

です。大町のものも、中沢のものも、元は京都からいただいたもののようです。中に

は小型で晩生の園芸種（人によっては中国種という人もいます）もあります。来歴も

史前帰化植物として中国から伝来したものであるとする説と、日本で古くにヒヨドリ

バナから育種されたものであるとする、二つの説があります。ここら辺の系統関係は

国際的なDNA解析を待たねばなりません。 

 さて、フジバカマはヒヨドリバナ属 Eupatoriumの植物です。日本産のこの属には3

種 1亜種が知られています。ヒヨドリバナとその亜種であるヨツバヒヨドリ、湿地に

生育するサワヒヨドリとフジバカマです。フジバカマは葉が３裂することと、葉に腺

点がないことで他と区別されます。ヨツバヒヨドリは宮田高原のような亜高山に生育

します。ヒヨドリバナは登山道沿い、水田畦畔など各地で普通に見られます。 

 フジバカマやその仲間は主に地下茎で増殖します。地上部が枯れてから、ヨモギの

ような根茎を採集して、植えつければ遺伝的に同じ植物を増やすことができます。一

度定着すると遷移が進まない限り、何年にもわたって生育します。種子繁殖もすると

思いますが、まだ私は確認しておりません。 

 アサギマダラの幼虫の食草はイケマなどガガイモ科の植物で、フジバカマではあり

ません。アサギマダラのオスは成熟するためにＰＡ（ピロリジディンアルカロイド）
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というフェロモンを摂取する必要があります。このために、ヒヨドリバナ属などの花

に集まる習性があります。 

 

アサギマダラサミット＆フェスティバル開催 

昨年に続いて、第２回信州アサギマダラサミット＆フェスを開催します。 

 村政６０周年の記念事業として開催 

した、サミット＆フェスに続いて、今 

年は第２回信州アサギマダラ＆フェス 

と銘打って、パネルディスカッション 

は、長野県内でアサギマダラで地域お 

こしに取り組んでいる地域の皆さんに 

お出で頂き意見交換を行います。 

 アサギマダラサミット＆フェス概要      昨年のサミットの様子 

 １ アサギマダラサミット   

        ９月９日（土）  午後１時～３時３０分  宮田村文化会館 

 ２ アサギマダラフェス 

        ９月１７日（日） 午前１０時～午後３時  アサギマダラの里 

 ※詳細は同封のチラシをご覧ください。 

           



 

 

 

 

 

 

アサギマダラの里ガイド養成講座開講 

 前回に続き、第２講座 １ としてマーキング調査について、信州アサギマダラ研究

会の櫻井 正人さんの講義内容を掲載します。 

 

アサギマダラのマーキング調査 

 アサギマダラのマーキング調査は 1980 年に鹿児島県立博物館の福田春夫さんの指

導で始まり、翌年、10月20日に鹿児島市で放された個体が、11月1日に奄美大島で

再捕獲されたことにより、アサギマダラが移動していることが分かりました。 

その後、各地の同好会などが活発にマーキング活動をはじめると、国内各地から再

捕獲情報が報告され、年々、移動情報のデーターが多くなってきました。又、海外の

研究者によって台湾、韓国、香港などへの移動も確認されております。 

国内外の移動情報によって、マーキングの目的である北上、南下の移動ルートが徐々

に判明しつつあります。 

 

マーキングの内容 

マーキングは、アサギマダラの翅に「いつ」「どこで」「だれが」「整理番号」を記録

用紙に記録します。 

情報は個々で管理する場合と、団体に 

よって管理する場合があり、前者の場合 

はインターネットによって個々に移動情 

報を発信することになります。後者は提 

出されたデーターを団体が管理し、再捕 

獲情報が投稿された時、再捕獲者に標識 

内容を移動情報として報告するとともに、 

標識者に移動情報を連絡します。 

マーキングは誰でも参加する事ができ 

ますが、ルールに沿って処理しないと、 

折角の情報が無駄になってしまいます 

し、報告をしなければ「ただの落書き」で、全国の研究者の皆さんに迷惑が掛ける

ことになります。 
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NMV ９/９ 

タロウ 



マーキングと追記 

 マーキングの道具は、捕虫網、油性細マーカー、スケール、筆記用具、記録用紙で

す。 

記録用紙には「いつ」「どこで」「だれが」「整理番号」「性別」「翅長」「個体の鮮度」

他を記入します。 

翅に触れたり書いたりするのは中々難しいものです。マーキングに慣れるまで、記

録紙などの上で書くと楽に書けます。 

「デコ」、「NP」「Fuji」などの個体を捕獲した時は、記入されている内容を備考欄に

記録し、標識が確認できるように写真を撮って（任意）ください。その後に「場所（記

号・番号）、何時、誰」…「NMV 番号・9/10・タロウ」（記入例）を追記マークして放

蝶します。 

マーキングとマナー 

 マーキングと写真家の皆さんと会う機会がありますが、カメラを構えている時は静

かにすることや、ネットを振る時は、写真家に一声かけて捕獲するなど、譲り合いに

心がけましょう。 

 

アサギマダラの里に９月４日、アサギマダラが初飛来 

                       ９月４日の午前中、アサギマダラ                                              

                   の里に待望のアサギマダラが飛来し 

                      ました。９月に入って最高気温が３ 

                   ０℃を下回り始めたので、ぼつぼつ 

飛来するのではないかと期待を膨ら 

ませていましたが、４日の９時頃オ 

ープンに向けて整備をしていたとこ 

ろ、２頭のアサギマダラが３分咲き 

のフジバカマの蜜を吸っているとこ 

ろを見つけました。これからどんどん増えるといいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月９日（土）は午後１時から「アサギマダラサミット」です。 

多くの里親の皆さんご参加ください。 



 

 

 

 

 

アサギマダラサミット開催 

 ９月９日に第２回アサギマダラサミットを開催し、村内外の多くの皆さんにご参加

いただきました。 

◆今回は、基調講演にアサ 

ギマダラの会副会長の金澤 

至さんを講師にお願いし、 

「旅をする蝶・アサギマダ 

ラのマーキング調査の未来」 

について、豊富なデータに 

基づいて講演をしていただ 

きました。 

 金澤さんは、今年の3月 

まで大阪市立自然史博物館 

で昆虫担当学芸員として、 

アサギネットの立上げ、運 

営に携わってこられた、ア       9月9日のサミットの模様 

サギマダラのエキスパートです。 

 40年ほど前に鹿児島から始まったマーキング調査で、長距離移動のルートや移動条

件などが少しずつ分かってきたが、今でもアサギマダラの生態には謎の部分が多く、

なぜリスクを冒してまで長距離移動をするのかの解明のためにも、地道なマーキング

調査などの必要性について熱心に講演をしていただきました。 

◆基調講演に続いて、長野県内のアサギマダラの移動情報を北安曇郡松川村で調査さ

れている「ついつい企画」の田原富美子さんに報告いただきました。 

田原さんは、膨大な移動情報の中から長野県に関するデータをまとめられていて、宮

田村に関するものでは 2016 年に県内で再捕獲された１０５例の内宮田村では１７例

が、県内から放蝶されて再捕獲された２３５例の内宮田村からは同じく１７例が再捕

獲されているとのことです。 

◆休憩を挟んで行われたパネルディスカッションでは、宮田村の他に北信の小谷村と

南信の泰阜村から参加していただきました。 

 小谷村は、ギフチョウなどの希少種の蝶を村の天然記念物として保護し、四季折々

の蝶が舞う自然豊かな村です。村の平間地区の住民からアサギマダラのマーキング指

導の要望があり、マーキングした蝶が愛媛県で再捕獲されたことから、遊休地を活用

し「北アルプスとアサギマダラの里」づくりで、過疎化に悩む地区の活性化に取り組

んでいるとの報告がありました。 
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                        泰阜村からは、ふるさと    

創生事業を活用して造成した総合レジャ

ー施設「あいパークやすおか」にフジバ

カマを 3 年前から植えて「アサギマダラ

のレストラン」として整備し、南アルプ

スの山懐としての好条件を活かした観光

地づくりに取り組んでいる状況が報告さ

れました。 

     パネルディスカッションの様子       また、「あいパークやすおか」を

管理されている皆さんは大変熱心に取り組まれていて、アサギマダラの里のガイド講

習に参加され認定を受けられています。 

 最後に小田切村長から「アサギマダラの里」づくりの経過に触れつつ、里親制度の

取り組みや、アサギマダラの里ガイド養成といった新たな取り組みの報告がされまし

た。 

最後に小田切村長から日本一のアサギマダラの里を作るとの宣言もされ、有意義な

シンポジュームが終了しました。 

 

フジバカマの植え替え作業（１１月１１日）の協力のお願い 

 最初に大町市の古川さんと、中沢の祭西光の会から譲っていただいて植えた、フジ

バカマの株が分けつして密集した株が目立ってきました。また、株の中には病気と思

われる株も目に付くようになってきましたので、株を分けて植えなおしの作業を計画

しています。 

 里親のみなさんのご協力を是非お願いします。なお、フジバカマの苗を分けてほし

いという問い合わせが多くありますので、今回は、お手伝いしていただくことを条件

に、里親以外の希望者に苗の配布を行う予定です。 

 日 時  １１月１１日（土） ９時から約１時間３０分ほど 

 場 所   アサギマダラの里  持ち物  スコップ  み  ビニール袋 

 



 

 

 

 

 

フジバカマの株分け作業ありがとうございました。 

 朝まで雨がザアザア降っていて、雨男の担当者としては、アサギマダラフェスティ

バルに続いて中止が頭をよぎりましたが、里親の皆さんは晴れ男、晴れ女が揃ってい

るのか、直前に青空がのぞくほどにいい天気になりました。 

 今回株分けをお願いしたのは４年 

前に定植した苗で、株が混んできた 

のと、今年は枯れる苗が目立った事 

から行いました。 

 雨が上がったとはいえ、直前まで 

かなりの降雨があり、苗床は土が張 

り付き大変な作業で、参加いただい 

た皆さんは大変ご苦労されたことと 

思います。 

 作業は、最初に定植した３畝の株 

を掘り起こし、絡んだ根をほぐして      抜き取り作業風景 

1 株に分け、根に白い菌がついている物は成育が悪いため除去しました。次に、下水

道汚泥から造ったコンポストを散布し、トラクターで耕起を行い新しくなった畝に分

けた苗を植え付けました。また、今年２畝新設したところへも植え付けを行い、フジ

バカマの植え付け総面積は約90㎡増え、750㎡になりました。 

来年は、新規に増えた２畝分 

の里親を約10人募集します。希 

望者がいるようでしたら、お知ら 

せいただければ登録させていた 

だきます。 

来年作業の成果が出て、元気 

なフジバカマの苗から賑やかな 

花が咲いて、アサギマダラが沢 

山飛来することを期待していま 

す。 

       定植作業風景 

マーキング移動情報 

 今年もアサギマダラの里に沢山のアサギマダラが飛来し、その中には他の土地でマ

ーキングされたアサギマダラもいて、再捕獲された蝶も少なからずいました。 
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 また、アサギマダラの里でマーキングされ、里から遠く離れた土地で再捕獲された

蝶は、今までで最も多い数になっています。 

 

 

県 名 市町村名 頭 数 

愛知県 西尾市 １３ 

 新城市 ２  

 岡崎市    １ 

 尾張旭市    １ 

 田原市    １ 

 日進市    １ 

 豊橋市    １ 

岐阜県 多治見市    １ 

静岡県 富士宮市    １ 

 掛川市    １ 

京都府 右京区    ３ 

高知県 室戸市    １ 

鹿児島県 喜界村    １ 

沖縄県 中城村    １ 

 計  ２９ 

 

←９月30日にアサギマダラの里でマークさ 

れ10月13日に愛知県新城市で再捕獲された 

アサギマダラ 

 

 今年は多くの方がマーキングに挑戦されましたが、その中には県外から見えられて、

マーキングされた方も何人かいて、沖縄県へ飛んで再捕獲された蝶は、愛知県の愛好

家の方がマークした個体です。 

 一方で、アサギマダラの里で再捕獲した個体が予想外に少なく、マーキングに慣れ

ない方が再捕獲しても、その情報の把握できなかったためと考えられ、来年の課題と

して検討をしていきます。 

 

県 名 市町村名 頭 数 

福島県 北塩原村   ５ 

 二本松市   １ 

栃木県 日光市   １ 

山梨県 甲州市   １ 

長野県 大町市   ３ 

 塩尻市   ２ 

不 明    １ 

 計   １４ 

アサギマダラの里で捕獲 アサギマダラの里から放蝶した再捕獲 


