ミツバチ科学(
1
9
9
8
)1
9(
2):87
‑8
8
蜂学のイロ‑を畜産試験場の徳 田義信先生や,
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ミツパ テとゾウと
今 回第 4回 ア ジア養蜂研究会大会 に参加 す
ることにな り,海外経験 のない私 は大 きな期待
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われた.会場 はここがネパ ールか と目を疑 うほ

2日目いよいよ会議 の行 われ るネパ ールへ と

ど立派な建物で,盛大 に開会式が行 なわれいよ

到着 した. ホテルに着いてす ぐ私 は市 内観光へ

いよ学会がスター トした.私の主 な仕事 は絵葉

とでか けたが,40年前 の 日本 はこんな感 じで

書 と切手 の販売であ った.他のブースをみると

あ ったのだろうか と想 うほどの驚 きを覚えた.

蜂蜜や藁であんだ巣箱など様 々の養蜂器具が売

まず車が古 いため排気 ガスがす ごく 2‑3日は

られてお り大変活気 にあふれていた.仕事 の合

目と喉の痛みが消えなか った. また街を歩 いて

間には養蜂界の第‑線で活躍す る諸外国の研究

いると,子供や大人がギ ターやポス トカー ドを

者 のスライ ド発表やポスターを見学 した.共通

買 って くれ と話 し掛 けて くる, この時初めて海

語が英語のため私 には聞 き取 りに くいところが
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