岡本博物誌 第31回
アオマツムシを知っていますか

外来種の孤独

このアオマツムシ、
8月下旬から鳴きだすが、
1970年代から数が増え

始めて街中にも多く生息するようになり、
9月の中旬には大合奏、
いっ

せいに鳴きだすとクマゼミに負けない音量になる。
それなのに近代外

来種のためか童謡や唱歌で歌われることもなく、
学校でも習わない。

だから鳴き声は知っていても名前も姿も知らない…というのがアオ
マツムシの平均的イメージのようだ。
彼らの不運をふっと感じる。

でも彼らは確かにそこにいる。
岡本付近なら、
魚崎から続く十二間

道路を山手幹線を越えて甲南大

学のほうへ上っていく道すがら

に、
または阪急の踏切から八幡

神社と天上川へ至る斜面の道筋
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頭上で大合奏する虫の正体

や住宅街の庭木から、
チリィー
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調な音色が交響するのに気付い

《あれ松虫が
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で動く葉っぱのように羽を振る

／あれ鈴虫も鳴き出した。
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／秋の夜

実はこのアオマツムシが、
最近

減ってきたという声を神戸や大阪

岡本に住まわれる方々に聞いてみると、
童謡や唱歌に出てくるキ

また有名な俳人・一茶は、
「松虫や素湯もちんちんちろりんと」
という

句で、
鉄瓶で湯のわく
「ちんちん」
という音とマツムシの
「ちんちろり

アフリカを6年以上も旅し、
その中で出会った
ムビラやカリンバなどの楽器に惹かれ現地で
旋律を学んで30年。その後沖縄に移住。カリ
ンバを制作しながら、本格ソロ活動を開始。

ん」
という鳴き声を１つの擬音語に掛けあわせてユーモラスな二重

奏で読者の想像の世界をかきたてる。
虫の音は日本の秋とは切って

9.24

も切れない風物詩だ。

（土）
17時〜

さてこのマツムシの

親類、
アオマツムシをご

●近藤ヒロミ
（ムビラ・カリンバ）
●リキュー(アート)
●入場：2000円（飲食別途要）

存知だろうか。
動物界節

足動物門昆虫網バッタ

目キリギリス亜目コオ

カジャのやさしさと愛に
あふれる唄が、聴く人の
心を心地よく揺さぶる…

10.15

（土）
17時〜

●KAJA（g,vo） ●リキュー(アート)
●入場：2000円（飲食別途要）
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アオマツムシは明治時代に東

の文献を紐解くと平安時代の随筆などに出てくるマツムシとスズム

シは、
今のそれと逆になっていて、
チンチロリンがスズムシ、
リーン

近藤 ひろみ

で聞くようになった。

リギリスやコオロギの仲間たちはだいたいいまも健在らしい。
過去

リーンがマツムシだったという説を、
江戸時代の文人が書いている。

ロギ科モドキ亜科マツ

ムシモドキ族アオマツ

天上川上流八幡神社付近
川の右岸に民家の植え込み

瀬戸内の各地では特に増えたと言

われている。
一般に繁殖力が強い

とされる外来種が本当に減ってき

ているとしたら何か原因があるのだろうか。
山の松枯れやナラ枯れ
のように、
土や樹木の中の微生物が彼らの生命を脅かし始めたのだ

ろうか。
中国原産といわれるが、
大陸から風に乗って流れてくる
有毒物質の影響で暮らしにくい

状態にあるのだろうか。
生存のた

めのライバルはいないはずだが、
声だけしか知られないまま減っ

ていき、
静かになったと思われる

だけなのか。

阪急岡本駅北側の住宅街

日本の風物詩として

た薄い緑で平たい感じ。

たり、
よく耳にした虫の声が聞こえなくなるのは寂しい。
同じ時間と

主に木の上に棲み、
動作

も素早く、
鳴いているオスの姿を見ることは少ない。
同じコオロギ科

で色も姿も似たようなスズムシに対し、
色も姿も鳴き声も生息地も
違うのにマツムシを名乗る、
明治時代に中国大陸から日本に帰化し

た外来種と言われている。

京・赤坂で発見されて以降、
温暖な

ムシ。
マツムシの茶褐色

に対し、
葉っぱの色と似
これがアオマツムシ
（オス）

わせて鳴いているのを見つけるこ

とができるかもしれない。

長を 鳴き通す／ああおもしろい虫のこえ》
（
「虫の声」
小学唱歌）

心に響くムビラ、
カリンバの音色

甲南大学近くの街路樹
大きなT字路とイチョウの並木

たら注意深く探してみて。
まる

マツムシの親戚

ルピナス ギャラリーイベント 9月・10月

5月19日

に。
秋を感じる頃、
街中の街路樹

アオマツムシに限らず、
よく見た生きものが減ったりいなくなっ

空間を共有するものとして、
今年の秋はアオマツムシに注目を。
歌わ

なかった、
習わなかった
「アオマツムシ」
を検索しながら、
彼らの孤独

を思いながら、
多少うるさくても、
外来種でも、
明治・大正・昭和・平成

を日本で生き、
秋の風物詩になったのだと、
姿も声もしっかり認識し

てやりたい。

9月・10月の教室スケジュール

タロット心理カウンセリング
占いと同じ手法で並べたカードから、未来を占うのでは
なく今のあなた自身の真実の思いを探り、未来への道し
るべにつなげます。悩みや問題を言う必要はありません。
読み解かれるカードの物語に、心がほぐれた分だけお話
しください。気付きを得て心穏やかにステキな日々を。
［完全予約制・当日可］
受付日時 第1・3水曜日 10:30〜16:30
（夜間・別日程応相談）
料金:30分5,000円
以後5分1,000円原則60分まで

［ 講義・講師ガイド ］

施術師・相原

由子

いつからでも参加できます！
塩野浩子

http://lupinus-yugaku.com/

（カウンセラー・タロット歴38年）

自然に生まれて来る詩のことば

武道に由来する古式腱引きを現代的に改良した「筋整流
法」の施術。筋肉位置の歪みを除きます。筋肉が整うと血
液・リンパ液などの循環が良くなり、代謝が上がり、熱を産
む身体になっていきます。すると抵抗力、治癒力、免疫力な
どの本来からある生命力がアップ。快適な身体を取り戻し
ましょう。※施術時間は約45分〜

てらだ

そう

寺田

操

第2金曜日 13: 00〜15: 00
9月9日（金） 10月14日（金）
（コラムニスト・エッセイスト） 料金：2,000円 (テクストなど提供）

あぁ！そうだったんだ タロットカード

受付時間 10:00〜16:00（完全予約制・当日可）
○→毎週
△→第1・3週
×→休み

ウェイト版を中心に絵の解説や関連のお話をします。
感心したり驚いたり、あっという間の楽しい時間です。

塩野浩子
(タロット歴38年）

吉田光夫
（作家・編集者・評論家）

日祝除く）

参加料お支払いは当日受付へ
携帯からのウェブアクセスは右QRコードで ▶▶

橋本 例子

脳タイプ別

ピッタリお片づけ

〜スッキリするきっかけが欲しいあなたに〜
まずは頭の中のお片付け。あなたにとっての「ここ
ちよさ」を中 心に考えながら、あなたの 価 値 観 が
納得するお片付けを探ります。

大黒裕佳子

第3水曜日 18: 30〜20: 00
9月21日（水） 10月19日（水）
料金：レッスン1回 2,500円

（シンプルスタイル 主宰・一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会マスターライフオーガナイザー）

「カタカムナ」を語ろう

リキューのステキな雑学ワールド

地元で発見されたという古代文字の文書
̶̶縁のゲストを招いて
謎の多い伝承の真偽を追いかけます。

アートの分野に留まらず、ジャンルを超えて薀蓄、ノウハウ、
あれも！これも！ 月替わりのテーマで「リキュー 雑学ワール
ド」を堪能してください。

第3火曜日 15:00〜16:30
9月20日（火） 10月18日（火）
料金：2,000円

第2火曜日 13: 30〜15: 00
9月13日（火） 10月11日（火）
（ワイヤージュエリー作家） 料金：2,000円 (材料費約1000円〜)

塩野浩子

第1・3金曜日 13:30〜15:30
9月2日（金）・16日（金）
10月7日（金）・21日（金）
料金：2回で10,000円 理論と実践

（アジアン・ハンドセラピー協会）
(磁気共鳴装置による全身測定を含む）
インストラクター
※履修者の復習受講は各月1回目に2,600円で可能です。

〜雑学で身に付く発想力がアートに変る〜
リキュー

9月24日（土）・10月15日（土）13:00〜15:00

（ハートアーティスト） 料金：2,000円

心癒すサンキャッチャー＆アクセ作り
サンキャッチャー、
スワロフスキー、
クリスタルビーズ

柔らかいアートワイヤーでパワーストーンを飾った
アクセサリー作り。ワイヤーワークの基礎を学びな
がら、さりげなく石を身に付けて願いがかなえられ
ますように。

お電話、メール、ウェブサイトのフォームから
（午前10時〜17時

第2・4水曜日
10:30〜12:00/13:30〜15:00/18:00〜19:30
9月14日(水）・28日(水)
10月12日(水) ・26日(水）
料金：2,500円（資料提供）

願い石のワイヤージュエリー作り

お問い合わせ・お申込み

078-451-0418

手にあるツボを覚えると、腰痛・肩こり・膝痛などはそ
の場で改善できます。一生 涯ずっと使えるセルフメン
テナンスの決定版。臨床技術も確実に学べます。

〜絵解き・謎解き〜

■施術料金：3,000円 体験部分施術：初回のみ1,500円

毎回テキストや資料を用意します。
第3水曜日 13：30〜15：00
9月21日（水） 10月19日（水）
料金：2,000円

2回で学べる ドゥワセラピー 手のツボ講座

何かを見て、読んで、感じて、ことばが自然に生まれ
てくる体験。だんだん楽しくなります。

月 火 水 木 金 土 日
△ ○ ○ × ○ × ×

小さくても菜園があれば作って食べて楽しめる。
高堂さんの野菜作りは優しさも筋金入り！

高堂敏治
（菜園研究家）

〜短く、やさしく、やわらかく〜

（一般社団法人
筋整流法協会 公認腱引き師）

有機栽培で野菜を収穫し食べ
て楽しむ。
そのお話が分かりや
すく、新しい 人 生 の 提 案にも
なって講義や講演に引っ張りだ
こに。
きっかけは
『定年菜園のすす
め――シンプルなオーガニック
ライフ』
という本で、
「定年菜園」
のコピーがヒットした。野菜作
りのポイントは「おいしさです
よ」
ときっぱり。
趣味で和太鼓を
叩くびっくり喜寿の快男児！

菜園のある生活
〜ゆとりの中で共有できる土いじりと収穫

記事詳細・申し込みはメルマガ、ホームページもご覧ください。

施術コーナー

腱引き

「シンプルライフ」

光と虹をお部屋に導くサンキャッチャー。アクセサリ
ーにして身につけませんか？ 順を追って多彩な技術
を学べます。フリーのアクセサリー作りもご相談くだ
さい。
第4火曜日 13: 30〜15: 00
9月27日（火） 10月25日（火）
（アクセサリーデザイナー） 料金：2,000円(材料費別）

相原由子
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