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「秘密基地」としてよみがえった佐用町昆虫館
NPO 法人こどもとむしの会・兵庫県立人と自然の博物館
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昆虫館付近の風景。のどかな山村
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翌 2008 年 1 月 9 日、庵逧（あんざこ）

（やぎ・つよし）
＊ NPO 法人こどもとむしの会
http://www.konchukan.net
KON-PASS（こんちゅうかんパスポート）
をつくりました。

ちょっとわくわくする秘密基地になれば

なった。昆虫館は、健康増進を目的とし

依存していた。廃止前の数年間、県は、

大海原に漕ぎ出した小さな昆虫館に、

困難を克服するためには、第一に、ミッ

な町の小さな昆虫館が生き残ったプロセ

1971 年に開館した兵 庫県昆虫館は、
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昆虫館廃止の報に接した竹田真木生・

裾分けした。イベント開催には、地元自
治会も大いに協力してくれ、何より重要

NPO 法人こどもとむしの会が、花王・コミュ
ニティミュージアム・プログラム 2008 の
助成を受けてつくりました。A6 判 33 ペー
ジ。パスポートといえばスタンプ。集める
となぜかうれしいです。そういえば、たい
ていの博物館にスタンプありますよね。せっ
かくだからおすすめ施設のスタンプを集め
て、Web で紹介してみよう、ということに
なりました。ぜひごらんください。
http://www.konchukan.net/kon-pass
KON-PASS は、佐用町昆虫館の紹介を兼
ねて地元小学校に配布しますが、残部は１
冊 200 円でお分けします。

足の踏み場もな
かった バック
ヤード（下）は、
水槽と壁面を半
分撤去して「ス
タディらぼ」と
して生まれ 変
わった（上）
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