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平成20年度鈴鹿市自然環境調査報告を終えて

前原 晋※

この3月1日，鈴鹿市文化会館において平成18～20年度自然環境調査員養成講座の調査報

告を行いました．課題として「鈴鹿川上流から中流にかけての環境の変化および季節の変

化がクモの分布にどのような影響を与えるか」 というものでした． 月に一回のペースで鈴

鹿川の上流から中流にかけて，おもに目視手取法，ビーテイング法， スイーピング法でク

モの採集を行い，同定，標本作りを重ねました．調査結果として， 19科94種のクモが確認

されました． 2008年までに，鈴鹿市で確認されているクモは42科337種で， これを単純に

比較しますと，科で45.2％，種で27.8％となります．残念ながらこれらの結果は，単に鈴

鹿川の上流から中流までの13地点で採集，同定したものを列挙したに過ぎず，当初課題と

して掲げた「環境の変化と季節の変化によるクモの分布比較」は，殆どなしえなかったと

いわざるを得ません．

その理由として，調査区域が河川敷という比較的単調な環境であったこと，短期間なた

め調査地点や回数も限られ十分なデーターを得ることができなかったことなどによると思

われます．

これらの反省点を踏まえ21年度は，比較的クモ類が多く生息する丘陵地のうち，やや環

境が異なる『海の見える岸岡山緑地』と『加佐登町加佐登神社』の2地点を選び， ここで

の通年調査により「季節の変化によるクモ類の分布の変化と，異なる地域での分布の違い」

を調査することにしました． この2地点の観察結果を表やグラフに表示できるように，採

集方法もシフティング法を加えクモの採集数を増やし，できるだけ定量的なデーターを揃

えたいと思っております．前年度の3年間は，太田定浩先生に一から十まで，それこそお

んぶに抱っこの状態でお世話になってしまいました．なんとかご恩の一端でもお返しでき

るよう，結果を出したいと思っております．また， 「三重クモ談話会」の諸先輩の皆様に

も引き続きご指導ご鞭捷をお願い申し上げたいと思っております． どうぞよろしくお願い

申し上げます．

鰯〒510-0263三重県鈴鹿市郡山町2000-114
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三重県のザトウムシ類

鶴崎展巨蕊

南北に長く，御在所岳（標高121加）を主峰とする鈴鹿山脈，布引山地，高見山地，大

台ヶ原山（標高1695m)を主峰とする台高山脈など，多様な山域をもつ三重県には豊かな

ザトウムシ相が期待されるが，本県からのザトウムシの記録は残念ながら非常に乏しい．

1914年から1949年まで三重県内の数校の中学校や三重師範学校（現在三重大学）に勤

務した槌賀安平（つちがやすへい1886-1971,槌賀1965）は伊勢神宮司庁嘱託として伊勢

神宮において植物（とくにコケ類と粘菌類）を調査をした際に採集したクモとザトウムシ

のリスト （同定は植村利夫氏による）を公表し7種のザトウムシを記録している（槌賀

1938)． 残念ながらこのうち4種( ""g7℃肋6”j伽”瞳血daフタハリザトウムシ991

GcLej伽z"""IMe""2瞳副lidaモエギマメザトウムシ'', <W乞伽α碗o""@QKidnidaヤマザトウ

ムシ'', "F"@Aso""""j""IKishidaヒラタザトウムシ'')は岸田久吉氏が記載なしに種
名のみを与えた無効学名で，現行の分類でどの種に相当するか判然としない．残りの3種

のうち, "GZE7忽肋j""jMRoewerヒトハリザトウムシ'' (現在，学名は尚α吻"叩”伽抑")

”は西日本ではかなり厳密に海浜性種であり，伊勢神宮からの記録は疑わい､． したがっ

て,槌賀(1938)による記録のうち,現行の種と対応できるものは,Pse脚伽6加卿火PoP@MJsHirst

タンゴムシ（=ニホンアカザトウムシ） と伽加叩加JM"ROew衝トゲオオザトウムシ（現

在はH加坤戒倣"嘔加”叩伽肱""(Roewa)ゴホントゲザトウムシ）の2種だけである．その

後，特定分類群を対象とする全国的な分類または地理的変異の改訂においてイラカザトウ

ムシ(TsurUsakietal.1991) とヒライワスベザトウムシ(Tsurusaki2006)の2種が三重県か
： 予

ら記録されているが，これらを合わせても，三重県からのザトウムシの既知種数はわずか4

である．

筆者はこれまで，三重県については北部の鈴鹿山脈周辺でごく駆け足の採集をしたこと

があるのみで，人からいただいた標本を含めても三重県のザトウムシの知見はいぜん不十

分である。 しかしながら， とりあえず上記のうち，ゴホントゲザトウムシを除き合計10

種を確認しているのでここに記録を公表する．後述のように，周辺地域の生息記録から推

定される三重県産のザトウムシの種数は少なく見積もって19である． まだ多くの種が未

記録として残されているが，紀伊半島のザトウムシ各種の地理的分化パターンの把握を目

的として，本年（2009年）から鈴鹿山脈以外の地域についても分布調査と材料収集を予

定しているので， この機会に三重県内各地のザトウムシ標本の収集にご協力いただければ

幸いである．

鱸〒680.8551鳥取市湖山町南4-1O1鳥取大学地域学部生物学研究室，

E･mail:msur@rstu.jp

NObuoTsurusaki:OpilionesofMiePrefcture,centralHonshu,Japan.

ShinObigumo,No.36,Im.29･35.
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AlistofOpilimlesofMiePrWc如配

三重県のザトウムシのリスト

今回，検討した標本を採集地点名，標高（記録されている場合のみ)，個体数（括弧内

の<<chImn"は染色体プレパラート作成に使用した個体数の内数. juv.=幼体),採集日

(yy-mm-dd),採集者名(NT=鶴崎展巨）の順で記す． 《既知》は既知記録. *印は本県

初記録の種． これらの種の多くは鈴木(1％5)，鈴木・鶴崎(1999)に図示されているほか，

鶴崎・佐々治(1991)や鶴崎(2006)に写真が掲載されているので，参考にしていただき

たい（後者2つについては，請求いただければPDFファイルをお送りします).

SboIder助加oiカイキザトウムシ亜目

S叩虹mmilyPilalangioideaマザトウムシ上科

FamilySclaosomatidaCカワザトウムシ科

SUbmmilyGagellinacnlOrem,1889フシザトウムシ亜科

*l.戯哩7℃伽伽だ,"唱加"(Loman,19m)アカサビザトウムシ

いなく市：藤原町山口（藤原岳山麓)，スギ林,210m(23g' 13早(2cFchimn), 1991-8-21,

NI)う北勢町新町,スギ林,160m(17c71 12早,1991-8-22,NT);北勢町青川峡camp場付近,スギ

林,220m(9cm2f,1991-8-22,NT);大安町宇賀渓,スギ林（230,,1”1-8-22, 13叡8早,NT).

三重郡菰野町:尾高高原camp場上部,230m(8cP2gl991-8-22,NT);御在所山鳥居道渓谷

camp場,スギ林,360m(1336gl991-8-22,NT);御在所岳,800-1180m(4gl4早, 1981-8-24,

N欧四一日市市宮妻峡冠山茶の木原,330m(18316W23chImn),1991-8-22,NT).

【分布】本州，四国，九州．

【備考】体長5n皿内外の中型種で，腹部背面第2背板上に1本の長い針状突起をもつの

が特徴である．腹部背面に同様の針状突起をもつ種としては本州には他にオオナガザトウ

ムシMを加叩α97℃z"伽Rocw"1910とAα""叩"s伽"わesL.Koch,1878 ヒトハリザトウム

シがいるが，前者は日本海側に分布が偏っており，三重県には生息しない可能性が高い．

また後者は海岸性で，三重県にも生息していることはまず確実であるが，内陸には出現し

ない． したがって，三重県内の森林内で腹部背面に1鰊をもつザトウムシがいればほとん

ど間違いなくそれは本種である（ただしモエギザトウムシにもまれに1鰊をもつ個体が出

現するので注意が必要)．年I化卵越冬で，成体は7月初旬に出現し， 10月頃まで見られ

る．森林の樹幹，潅木上，林床の下草上などで平地から山地までふつうに見られる．

本種は体の色斑や染色体数に地理的分化が著しい．近畿地方北部一帯には赤榿色の地色

にやや不明瞭な中央黒縦斑をもち，かつ，歩脚腿節基部に黒い環状紋が出ることを特徴と

する近畿型が分布し，三重県最北部のいなべ市藤原町山口 （藤原岳山麓）の集団も歩脚腿

節基部の黒色環状紋がはっきりしている点で，近畿型に分類できる。 しかし，北勢町新町

と青川峡camp場付近の集団では，歩脚腿節基部の環状紋は多型で， これが明瞭な個体か
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らほとんど消失している個体まで集団内変異がみられ，三重郡菰野町尾高高原以南ではほ

とんどすべての個体でこの環状紋は消失している．つまり，歩脚腿節基部の黒色環状紋の

黒化度に関して鈴鹿山脈を北から南に向かって漸次的に変異するようである．

2.GtW℃I"sな"o‘加推mSm&Suzuki,1939イラカザトウムシ

《既知》御在所岳,1000-1140m(2juv.,1981-8-24,NTXrsurusakictal. 1991)

【分布】本州（山形県以南)，四国，九州．

【備考】体長約4.5江皿．体は黄榿色で，雌の体背面には瓦を積み重ねたような斑紋がある．

年1化幼体越冬で，成体は5-6月頃，森林の樹幹や草本上にみられる．染色体数は2n=14?24

の幅で地理的に変異するが(Tsumsakietal. 1991),三重県の集団については未調査．

SUbmmilyLeiObuninacBalks,1893スベザトウムシ亜科

*3.LejM"""碗j叩WC@M腕j""花""Millcrbl914モエギザトウムシ

いなく市北勢町青川峡cmnp場付近，スギ林,220m(1cp, 1991-8-22,NT).三重郡菰野町尾

高高原camnp場上部,230m(ldnl早,1991-8-22,NI)う四日市市宮妻峡冠山茶の木原,330m(2

旱,1991-8-22,NT);南牟婁郡:紀宝町神内(1&1997-10-18,湊宏);紀和町布引の滝(1juv.,

1991-7-7,湊宏).

【分布】北海道，本州，四国，九州，南西諸島，対馬，朝鮮半島．

【備考】体長3mmほど．歩脚がながく一見華著にみえる．年l化卵越冬で，成体は8月

から10月に見られる、少し乾いた二次林に多い．

*4.LejM"""f抑ﾌ””“伽伽鋤オオヒラタザトウムシ

尾鷲市:矢ノ川，高峰山登山口,400m(2juv.,19833-25"6,西川喜朗);矢ノ川上流矢ノ川峠

NE,310-380m(3juv.,1989-3-26/27,西川喜朗).

【分布】本州（関東地方以西)，四国，九州．

【備考】体長7mm内外．年1化幼体越冬で，成体は5-7月頃にみられる．林床の朽木下

や水のしみ出しているような湿った崖地で見つかる．東日本にL.〃）”e”eノ伽”e"Sc

(Mmllerb l914)(アズマオオヒラタザトウムシ),西日本にL.j""erseﾉ叩o"""z(Suzuki, 19

ニシオオヒラタザトウムシの2亜種がみられる．三重県の集団はおそらく後者と思われる

が，幼体しか得られていないので明言できない．

5.LemM""ん加jw"(Sato&SuzUh,1939)ヒライワスベザトウムシ

《既知》三重郡菰野町:朝明渓谷（右岸),アカマツ・ミズナラ林,460m§御在所岳鳥居道渓

谷camnp場,スギ林,360m§御在所岳,620-1140mfrsumsaki2006)

【分布】本州（北関東以西)，九州北部，対馬．

【備考】体長5m内外．おもにブナ帯以上の山地に生息．年l化卵越冬で成体は7月上

旬から10月上旬まで樹幹などで見られる．体は赤榿色（雄）または黄燈色（雌）で雄は

とくによく目立つ．雄の交尾器，触肢の色，染色体数などに地理的分化が顕著．鈴鹿山脈
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の集団は雄の交尾器形態では近畿型，染色体数は末調査(TsuruSaki2006).

本種と同属同種群（ユミヒゲザトウムシ種群）に属する種として，大台ヶ原山（奈良県

側）にはコウヤスベザトウムシ(Zeね伽”腕肋")WSuzuki)の生息が知られている(Suz,idl976,

Tbmsaki l985,鶴崎・湊2000)． ヒライワスベザトウムシとコウヤスベザトウムシが鈴鹿

山脈と大台ヶ原山の間のどこで分布を交替するか興味がもたれる．

*6."el伽age"flscur(Kmsch,1881) オオナミザトウムシ

いなく市藤原町山口(藤原岳山麓),スギ林,210m(2ty'2f,1991-8-21,NT).三重郡菰野町：

尾高高原cannp場上部,230m(24318早(2g'q亜αn), 1991-822,NT)う朝明渓谷（右岸Aアカ

マツ・ミズナラ林,460m(2<F5早,1991-8-22,NT)う御在所山鳥居道渓谷camp",スギ林,360

m(634=, 1991-8-22,NT)う御在所岳,1000-1140m,(231旱,1981-8-24,NT).四日市市宮妻

峡冠山茶の木原,330m(4ぷ6早，1991-8-22,N、．

【分布】北海道，本州（近畿地方以東と山口県)，九州北部．

【備考】体長6-9mm内外．年1化卵越冬．成体は8月上旬から11月頃まで見られる．西

日本に広域に分布する次種とともに普通種であるが，本種の主分布域は東日本である．近

畿地方北部一帯では両種が混棲し，野外での識別はしばしば困難である．標本での識別点

は，本種のほうが雄の上唇の左右のふくらみが顕著であることである（鶴崎・佐々治1991

を参照)．

本種の近畿地方北部一帯の集団にはアカサビザトウムシや次種ヒコナミザトウムシと同

様に歩脚の基部に黒い環状紋が出る（鶴崎・佐々治1”1)．三重県北部はこの性質を示す

集団の分布域の南端に相当するようで，藤原町山口で採集された4個体中3個体には黒環

状紋がはっきりしており, 1雌ではこれが消失しかかっていた．いつぽう，上記のうち残
一二竜三g至言’聖_:_‘･害I一転：≦言一三二云圭_毒二=Z: . ･ . ,二号垂_‐

りのより南側に位置する集団ではこの紋は完全に消失していた．

寺一

*7.Ⅳ21伽α"“"zJSM&SuzUki,1939 ヒコナミザトウムシ

いなく市:北勢町青川峡camnp場付近,スギ林,220m(2早,1991-8-22)；大安町宇賀渓,スギ

林,230m(1早, 1991-822,NT).三重郡菰野町：尾高高原camp場上部,230m(331&

1991-8-22,Nr)；尾高高原camp場上部,230m(331旱, 1991-8-22,N耽朝明渓谷（右岸),7

カマツ・ミズナラ林,460m<134旱, 1991-8-22,NT);御在所岳,600-1140m(3(71 1&

1981-8-24,ND.

【分布】本州（神奈川県・静岡県，および福井県以西)，四国，九州．

【備考】体長6 -9mm内外．年I化卵越冬で，生態は前種とほとんど同じ．本種と前種オ

オナミザトウムシ（以下オオナミ）は近畿地方北部で広域に同所的となる．本種はオオナ

ミ，それにアカサビザトウムシの近畿地方北部の集団には歩脚基部が黒化するという特徴

がみられるが，鈴鹿山地沿いでは，アカサピとオオナミの2種では南方に向かって，歩脚

基部黒色環状紋が消失する． しかし，本種では少なくとも上記の鈴鹿山地沿いの地域では

この黒色環状紋の消失は見られなかった．
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Familyhal"giidae マザトウムシ科

SubfanibJPhalangiixmeLahBille,1802マザトウムシ亜科

*8.仇揃e伽sα叩eﾉszds(Karsch,1881) トゲザトウムシ

御在所岳,1000-1180m(6<716&1981-8-24,NT).

【分布】北海道，本州，四国，九州．

【備考】体長6mm内外．ブナ帯以上の山地にふつうに見られる．年l化卵越冬で成体は8

月から10月まで．

9.閉加αｳ伽jZM"g加加叩加"ね勉加(ROew"1911)ゴホントゲザトウムシ

《既知》伊勢神宮（槌賀1938）

【分布】本州（東京都以西)，四国，九州，朝鮮半島，中国．

【備考】体長10nm内外．体は全体が茶褐色?黒茶褐色．幼体越冬で成体はS-6月に出現．

大型でよく目立つ．

本種は国内では東京都以西の西日本に分布するが，九州以外では山地には出現せず，生

息地は平地の人家周辺の丘陵地に限られる．生息地は散発的であるが，いずれもモウソウ

チク林または，竹林をともなう雑木林であることが多い．

SUbmderWspnoiへイキザトウムシ亜目

S叩ermmilyIsdnyr叩galidoideaアゴザトウムシ上科

FaIImWSabaComdacブラシザトウムシ科

*10.""co"2脚"αe"M,rosi,1舛2コブラシザトウムシ

三重郡菰野町御在所山鳥居道渓谷camp場,スギ林,360m(1a1,1991-8-22,NT).

【分布】本州，四国，九州．

【備考】体長2.0-2.7mm・林床の落葉下，朽木下，石下，カンスゲ類の根元などに生息す

る．卵または幼体で越冬し，成体は春から秋まで見られる．本種が属するブラシザトウム

シ属としては，三重県にはさらに数種生息すると思われる．

SuborderLamamresmlorem,1876アカザトウムシ亜目

FamilyEmdanidaeカマァカザトウムシ科

11.Ae@lmb卿"93次切o"c"Hhst,19皿二ホンアカザトウムシ

いなく市藤原町山口(藤原岳山麓),スギ林,210m(1早,1991-8-21,NT).三重郡菰野町御在

所岳,460m(2早, 1981-8-24,NT).多紀郡大台町（旧宮川村）薗,スギ林（l字， 1988-5-15，田

辺力).南牟婁郡紀宝町神内（1ざ1 1旱,1997-10-18,湊宏)． 《既知》伊勢神宮（槌賀1938)、

【分布】本州，四国，九州．

【備考】体長3.5?4mm・林床の朽木や石下，落葉リター中に生息する．成体は周年採集で

きる．
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表1．三重県と隣接諸県におけるザトウムシの記録．

？
●
？
○
一
一

○
一
●
？
？
○

●
一
●
●
●
○
一
●
一
●
○
一
●
●
○
●
一
○
？

表lは，三重県および三重県と県境を接する6府県で記録されているザトウムシ類の一

覧（和歌山県については鶴崎・湊（2側0)，岐阜県については高井（2004)，などの数編の

文献に著者の手元にある標本に基づく未発表記録を追加）である．各種のこれまでの既知

生息域から類推して，おそらく生息すると判断される種には（○)，生息しないと推定さ

れる種には（-)， どちらともいえない種に（？）を記している．三重県では，未記録だ

が今後まず間違いなく見つかると推定される種があと9種あり，今後，少なくとも20種

までは記録されるはずである．

各種の備考でも触れたように，ザトウムシ類には狭い地域内で外部形態や核型などに顕

著な地理的分化を示す種が多い．残念ながら， これらを論ずるには，三重県内各地での標
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本の蓄積と染色体調査はきわめて不十分である．最近，筆者の研究室でおこなった和歌山

県での予備調査では紀伊半島では少なくともヒコナミザトウムシ，アカサビザトウムシ，

サトウナミザトウムシの3種がこの地域内のみで顕著な染色体数分化を示すことがわかっ

ている．三重県内でも今後の調査が望まれる．

謝辞
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しのびぐも Nn36,June,2009

2008年度：中部蜘蛛懇談会・三重クモ談話会合同合宿報告

期 日 ：平成20年7月26日（士） ・27日 （日）

場所： 伊勢市朝熊町茅堂[C3647b3428]伊勢市朝熊町黒岩[C3647-3428]伊勢市二見

町音無山[C3647-3430]伊勢市朝熊ケ岳(C3647-3427]

参加者：太田定浩，緒方清人，貝發憲治，桜井龍市，佐藤幸子，塩崎哲哉，柴田良成，

須賀瑛文，杉山時雄，橋本理市，前原晋，武藤茂忠 （12名）

中部・三重の合同合宿に参加して

佐藤幸子

7月26日，合同合宿初日はとても暑い日でした．集合場所である近鉄｡｢五十鈴川」駅

前には，久しぶりにお会いするお懐かしい皆さんが汗を拭き拭きニコニコと待って居られ

ました．サア今から大好きな蜘蛛に会いに出発です．観察予定地である伊勢市一帯はまる

で知らない土地なので， どんな蜘蛛に会えるかとワクワクしながら緒方さんの車に乗りま

した．同乗者は杉山さんと柴田さんでした．柴田さんのお話では， これから行くところは

橋本先生の持ち地所の中で，それはそれは大きく広い森だとのこと．そしてその奥深くに

橋本先生御自身で丸太の山小屋を造られていて，そのまわりで観察が行われる予定である

そうでした．伊勢市朝熊（あさま）町地内のもう車の入れない林道の入口で徒歩になり，

夏草の生い茂った細い道をドンドン歩きました．一寸でもよそ見をしたら置いてけぼりに

なりそうで，必死に皆さんの後を追いました．細い丸太を三本渡しただけの橋を二回渡り

ました．それからも随分長い間歩いてやっと上の方に山小屋が見えてきました．橋本先生

お手製の山小屋は四畳半位の広さで，地名は「茅堂（かやど)」 というところに建ってお

りました． 中央には囲炉裏がありお魚が充分に焼けそうでした． 山小屋のまわりにはコガ

タコモリグモの雄・雌やオオシロカネグそが沢山いました． また、細い木の枝に立派なマ

ネキグモがいて，いつものごとく大撮影会になりました．車の待っているところに戻る道

筋は前より遠くは感じなくて，いろいろな蜘蛛たちに挨拶しながら帰りました。

次は大分離れたところにある「黒岩」の林道に車で移動しました．車を止めた場所から

道が左右に分かれ，右に行けば川を渡って薄暗い林道へと続き，左に坂を上がれば広い芒

ケ原担っていました．人数は自然と二手に別れ，芒ケ原に足を伸ばしたのは5人ばかりで
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したが期待していたトリノフンダマシの仲間等一匹も見当たらずガッカリでした． 「人間

が辛いと思う程の暑さなのだから，蜘蛛だって暑くて何処かに隠れているよなアー.」 と

誰かが言って一同納得．その様な時にただならぬザワメキが感じられたので，橋を渡って

林道を急ぐと撮影会が始まっていました．その主人公はヒゲナガヤリグモで，細長い腹部

の先端の小さな突起がよく見える雌でした．

宿舎は二見ケ浦に近い「いろは館」です．道の両側に沢山旅館が並んでいるのですが，

いずれも明治時代以前からそのまま続いている様な古い建築様式で，いつまで見ていても

見あきない懐かしさを感じました．夜間観察は二見（ふたみ）町のすぐ後ろにある音無山

で行われました．坂を上がっていくと崖地に網を張っているはヤマシロオニグモ・サツマ

ノミダマシ・コゲチヤオニグモ・ゴミグモ・ヤリグモ等，手すりにはオニグモやコアシダ

カグモが電燈の光にうつし出されました．頂上に行くには長い階段を登る事になるので，

皆の足が止まりました．夜だと言うのに汗ピッショリなのです．暗がりの中で空を見上げ

ると満天の星で，大熊座やその他の星座がよく見えました． またボンボンという音がする

ので見下ろすと，対岸の街で花火大会が行われていて， これも懐かしい光景でしばらく見

とれていました．

夜間観察の後，本日は太田先生の誕生日との事で酒盛りが行われました．色々な話が出

て大笑いになりとても賑やかな側で杉山さんが爆睡1でも時々目をさましてウナヅイてい

ると思うと速高いびき．すごく愉快な時間が夜半過ぎまで続きました．

7月27日．合宿二日目も朝から猛暑でした．昨日と同じメンバーで緒方さんの車に乗り

ましたが，朝熊（あさま）山を登っている途中で迷子になりました．携帯を使用しても通

じなくて少し道を下りて行くと，緒方さんの携帯が鳴って無事連絡がつきました．そして

八大竜王社に登る裏道で無事合流し，観察採集を始めました． クスミサラグモの子供・

ジグモ・ヒメグモ・ヤマトゴミグモ等がいましたが，何よりも面白かったのはベッコウバ

チ風のハチがコアシダカグモをくわえて一生懸命な場面に遭遇した事です．早速撮影会が

開かれました事は言うまでもありません．

次は東風屋（とうふや）跡に寄り観察を行いました．そこではお腹の大きいヒメグモが

枯葉の下で，いかにも暑そうな顔をしておりました．それから此のあたりで最大のお寺で

ある金剛証寺に廻りました．極楽門を入って墓所に出るとアシと驚きました. 25cm角の高

さ7mの卒塔婆がずらりと並んでいて，その壮観さは言葉に現せない程でした．聞くとこ

ろによると一本50万円するとのことです． この卒塔婆群の見事さに圧倒され，蜘蛛の観察

まで手が廻らないまま終わってしまいました．

昼食は朝熊山の山上公園で，冷やし伊勢ウドンを食べました．以前から伊勢ウドンの噂

は聞いていて，いつかは食べたいと思っておりましたのでゴキゲンでした．一体してから

昨日と同じ五十鈴川駅に下りて解散になりました．此の二日間は言うに言われぬ暑さでし

たが，その中で色々とお世話になりました橋本先生と貝發先生に厚く御礼申し上げたいと

思います．本当に有りがとうございました．
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合同合宿体験記

柴田良成

集合場所である近鉄｢五十鈴川駅｣には10時前に到着。待ち合わせの時間までの間、駅周辺

をいつもの如く町並み探索しながら散策する事にした。4月に鳥羽での総会兼観察会の参加の

節は近鉄電車･名古屋からの沿線沿いでの風景は田植えの真最中、線路の左右には緑が眩しく

感じられる程に山並みが迫り、伊勢を過ぎた辺りからは浅緑の森林帯が続く。また幾つものトンネ

ルを潜り抜けながら古代の国らしく駅名に出会い、「五十鈴川｣駅までには｢櫛田」｢漕代｣「斎宮」

｢明星｣「明野｣「宮町｣の駅名が続き快適な車窓での風景を堪能出来ました。しかし本日はなんと

午前中から気温は30度近くの日差しが眩しく猛暑の天候に汗を掻きながら集合場所の駅前に向

かいました。

本日、駅前に11時過ぎに集合した参加者は12名。事前に手配して頂いた車に夫々が乗り合っ

て早速に観察場所へと向かいました｡最初の場所は橋本先生の自宅から僅かに離れた処にある

手作りの山小屋！山荘1 。この周辺地域と山は先祖からの個人所有であり、本当の山持ち人で

した｡舗装道路から一本道の地道を突き進み、自動車を離れて暫く進むと山荘に行き着く。40代

後半から一人で道造り、材木運び、切り出し、周辺の伐採など時間を掛けて切り拓かれたとの

事｡僅か三帖半ではあるが大の大人5,6人が大いに周囲に気兼ねせずとも語り合う場所の広さ、

3年前に完成。夢を叶えられたとの事｡すぐ脇近くには清流が注ぎ、周辺は林の中で静かなる時

を過ごせます。多くの人がこんな世界を夢だけに終わるのだが、先生は実現されいかにも満足そ

うであり、この小屋を大いに活用出来ればとの事です。周辺は山林のみ､気兼ねするものは何も

無くのんびりと人生を返り見る場所としては最高の処かもしれません。先生が楽しみと苦しみで作

り上げたこの｢カヤド小屋｣、因みに小屋の名前はこのあたりの地名の字名の茅堂から命名された

と聞く。暫くこの山荘の逸話話を聞き皆さん大いに驚いた次第です(羨ましくもあり大変なる労苦

を想像した次第です)。まずは全員の記念写真と昼飯を食べながら久しぶりでの歓談である。そ

の後は山小屋周辺一帯での皆さん各自の蜘蛛の採取､観察とした。皆さん夫々、独自のカメラ持

参の参加で思い思いの蜘蛛目となり採取と撮影風景でした。 近年、夏の暑さは異常な気温で

ありこの暑さの中での採取は大変である。皆さんペットボトルで大いに水分補給しながらのクモ探

しでありました。

午後からは車で10分近くの場所へと移動、小さな川沿いと笹原の草原のような場所へと向か

う。ここでも各自がクモ目になり観察、採取。余り成果がない状況でしたが集合時間近くになりヒ

ゲナガヤリグモを発見。緒方さんから説明を聞き、頷きながら皆さん釘付け状態。 （後日記。間々

見られるとの事で珍しくない蜘蛛との事ですが手持ちの図鑑では見られず、やっと谷川明男先生

の美しい｢沖縄のクモ｣に記載されていました。）多くの人達は初めての蜘蛛の出会いで目線の葉

裏に静止のポーズに盛んにカメラに収める事に。特徴であるオスだけに見られる先端部の鰊に
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皆さん夫々のカメラでの撮影には一苦労でピント合わせに四苦八苦でありましたがクモの姿に何

時までも静止している(健気だね－何時までもポーズをしてくれているネ・・皆さんの眩き)。周辺

は薄暗く、葉裏に吊るされた姿に撮影の条件は難しそうで正に撮影会の様相でありました。 （最

近までは各自がフイルムでのカメラでしたがいまでは殆んどが高性能なデジカメでの撮影）

今夜の宿舎は名所、夫婦岩の近くの風情ある旅館、「いろは館｣。明治から現在にまで主に近

在の臨海学校や夏休みでの子供達の宿らしく部屋も洗い場も昔懐かしく思い浮かべる雰囲気の

宿に皆さん一気に若返った様子。須賀先生は昔、生徒を引率して宿泊した頃を思い出していた

様子。今では子供達の夏休みの過ごし方が大きく変わり、この地を訪れる集団も多くは無い様

子。我々の世代においては懐かしさが過ぎる町並みと風景である。6時からは宴会、自己紹介し

ながら美味しい海産物を食べて話題はクモを中心の和やかな会食でした。食後は各自、ヘッドラ

イトや懐中電灯を持参での恒例の夜間観察である。宿舎から歩きながら社まで坂道を登りながら

昼間とは違った蜘蛛の網を観察する。オニグモ、コアシダカグモ、サツマノミダマシ､サガオニグ

モなど造網の魅力に大いに歓心することばかりである。反対側の海岸の夜景を見ながら､遠くの

打ち上げ花火を見学しながら高台からの夜景に大いに満足しました。

翌日は伊勢志摩スカイラインにて朝熊岳:金剛鐙寺まであしを延ばす。由緒あるお寺で境内に

はヒノキの巨大な卒塔婆群の建て付けに圧倒しながら奥の院まで出掛ける。山頂での昼食後、

突然の雷雨の下で今回出会った蜘蛛合わせを夫々確認して皆さん大いに満足できた合宿でし

た。何時もこの時期に中部と三重との合同合宿を交互に担当しながら開催してきています。担当

の今年は三重談話会の人達での選定、特に今回の観察会の場所は特に橋本先生の住まい周辺

地域との事で案内をして頂きました。合同合宿では三重の人達のお世話になり有り難う御座いま

した。

観察・採集記録
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科名 和名 茅堂 黒岩 音無山 朝熊岳

ジグモ ジグモ ●

ﾄタテグモ キノポリトタテグモ ●

ユウレイグモ ユウレイグモ ●

ウズグモ ウズグモ ●

ﾋメグモ ツリガネヒメグモ

ニホンヒメグモ

オオヒメグモ

シロカネイソウロウグモ

チリイソウロウグモ

オナガグモ

オダカグモ

ホシミドリヒメグモ

ﾌタオイソウロウグモ

ヒゲナガヤリグモ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●卵のう

●

●



目録まとめ:太田定浩
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科名 和名 茅堂 黒岩 音無山 朝熊岳

カラカラグモ カラカラグモ ●卵のう

ﾖﾘﾒｸﾞﾓ ヨリメグモ ●

サラグモ ムネグロサラグモ ●

アシナガグモ オオシロカネグモ

ｺシロカネグモ

ﾀニマノドョウグモ

ジョロウグモ

アシナガグモ

エゾアシナガグモ

●

●

⑤

●

●

●

●

●

●

●

④ ●

ｺガネグモ オニグ季

ムッポシオニグモ

チュウガタコガネグモ

ｺガタコガネグモ

ギンメッキゴミグモ

ギンナガゴミグモ

ヤマトゴミグモ

ゴミグモ

ﾖツデゴミグモ

オオトリノフンダマシ

ワキグロサツマﾉミダマシ

イェオニブ千

コゲチヤオニグモ

ヤマシロオニグモ

サツマノミダマシ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

キシダグモ アオグロハシリグモ

スジアカハシリグモ

イオウイロハシリグモ

●

●

●

●

●

●

ササグモ ササグモ ● ●

ﾀナグモ ｸサグモ

ｺクサグモ

●

●

●

●

●

●

ﾂチフクログモ アシナガコマチグモ

ヤサコマチグモ ● ●

●

●

ﾌクログモ ムナアカフクログモ ●

アシダカグモ ｺァシダカグモ ● ● ●

エビグモ アサヒエビグモ ●

ｶニグモ ｺハナグモ

ワカバグモ

ガザミグモ ●

●

●

ハエトリグモ コジャバラハエﾄリ

アリグモ

デーニッツハエﾄリ

カラスハエトリ

● ●

●

●

●



しのびぐも脳36,June,2009 」

2008年度活動報告

三重クモ談話会

○平成20年度第1回採集観察会および総会

期 日：平成20年4月26日（士）

場所： 鳥羽市河内町河内神社周辺[C3650-3433]伊勢市朝熊町茅堂[C3647.3431]

参加者：太田定浩，貝發憲治，塩崎哲哉，柴田良成，橋本理市，前原晋，武藤茂忠

（7名）

4月26日（土)， 2008年度の最初の採集会が行われた。予想外の雪のために昨年度末に

二度も延期した採集会である。当日も朝から雨が降ったり止んだりして，不安定な天気

だったが，採集の始まる10時すぎには天気は晴れ上がって不安は解消した．参加者は7

名，愛知から参加した柴田さんをはじめ，太田，武藤，前原，塩崎，貝發と橋本である．

近鉄鳥羽駅前に10時集合，近くのコンビにで昼ごはんを購入後，地図を検討して，鳥羽

市河内地区内の神社で採集をまず行った．河内神社は遷宮をしてまだ間がないためか，

古い神社の建物に必ずいるようなヒラタグモやオオヒメグモなどもあまり見当たらず，

石垣にトタテグモ類も樹木の幹の下にジグモもみられなかった．

約1時間半採集後，奥河内の山道の脇で昼食，談話会の総会を貝發事務局長のプリン

トをもとに実施， 2007年度の総括と2008年度の計画について相談をした．今年度は東海

地区の合宿採集会を三重が担当することになっているので，新鮮な海の幸を味わえる鳥

羽地区を宿泊地と定め，その周辺での採集，夜の観察を行った上で，翌日は朝熊山の金

剛証寺周辺を採集地とすることにした．

午後の採集は，東海地区合宿の下調べを念頭において，伊勢市朝熊町地区の茅堂（か

やど）林道で行った．耕作放棄田や，山道が採集地として条件がよいとの評価を受け，

ついでということで，橋本が3年前に建てた山小屋（かやど山荘）へ案内した．間伐材

をチェンソーで半分に割り挽いたものを壁代わりに打ち付けた丸木小屋もどきの小屋（4

畳半の広さ）だったが，柴田さんは「男のロマンを実現したもの」 と，大いに評価をし

てくれた．条件があればそこの周辺を採集地として検討しようということになった．

（橋本）

平成加年度第2回採集観察会

日 ： 平成20年6月24日（日）

2回の延期の後、雨天のため中止

○
期
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平成20年度第3回採集観察会（中部蜘蛛懇談会との合同開催）

日 ：平成20年7月26日 （士） 27日（日）

合同合宿報告として別に掲載

○
期

○平成20年度第4回採集観察会

期 日 ： 平成20年10月5日（日）

場所：鳥羽市松尾町松尾[C3650-3434]青峰山正福寺周辺[C3649-3435]

参加者：太田定浩，貝發憲治，橋本理市，武藤茂忠 （4名）

9月21日に予定されていた採集観察会が，台風の接近による降雨や，会員の都合が一致

しなかったりで延期となり， ようやく今日実施された．天気予報は「昼前あたりから雨」

と出ていて，鉛色の低い雲が空を覆っている． 6時40分ころに自宅を出発．約50分後に

太田先生宅で合流して，集合地・鳥羽駅へ向かう． 日曜日の朝なので道路は比較的走りや

すく，集合時刻より30分早く， 9時30分ころ到着． 9時45分ころ貝發氏が， 10時前に

橋本会長が到着．予定していた前原氏は都合がつかずとのことで，結局，今日の参加者は4

名となる．

途中のコンピニで弁当等を調達し，最初の調査地，鳥羽市松尾町にて10時30分から約1

時間，各々枝葉をたたいたり，足元を走るクモを追ったりの行動．時期遅れのナガコガネ

グモがいるかと思えば，ジョロウグモのほとんどが未だ十分成熟していないという状況．

急激に秋めいてきて気温が下がり， クモたちも慌てて身を隠したか，各自収穫は少な目ら

しい．

昼前に数km移動して，青峰山（海抜336.3m)の山上にある，その名も「青峰山正福

寺」へ．橋本，貝發の両氏は既知の所らしいが，初めて訪れる者は，人里離れた辺鄙な山

上に立ち並ぶ堂々たる伽藍に度肝を抜かれる思いだった．

正面の由来を記した看板には，天平年間に聖武天皇の勅願により，僧行基の開山とある．

特に山門は，江戸末期の完成であるが，繊細な彫刻が多用されていて， 当時「鳥羽藩には

過ぎたるもの」 と言われたとのことで，現在鳥羽市指定文化財となっている．本堂正面扉

に羅針盤の紋章が彫刻されているごとく，船乗り ・漁師らの守護霊峰としての隆盛が偲ば

れる．

境内の休憩所ベンチにて昼食．橋本会長より，美味なるミニトマトや九州土産の‘つく

し餅，等もデザートとしていただくことができた．その後，採集については，寺院境内を

避ける意味もあって，周辺の林で実施する．小形のアサギマダラが2頭，樹上の花で吸

蜜している．

山門の外側に大きな網が有り，オニグモの仲間のものと考えられたので，貝發氏が棒で

振動を与えたところ，ポロリと1頭落下．腹部上面に美しい複雑な模様があり,下面には

特徴的な赤い斑紋も見られる． 「ニシキオニグモかつ」．手持ちのカメラで各々撮影して

楽しむ．近くの巨大な石灯籠からも，太田先生により 1頭採集されたが， この2頭は今
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日の調査に花を添えるものとなった．また，翌日同定した際に，採集資料中に紀伊半島特

産ともいわれる珍種ヒシガタヒメグモが混じっていたことも，今回の成果として愉快だっ

た．

時折大粒の雨が落ちるようになり，秋の日没は早いので， 15時を待たずに調査を終え

る．帰途はさすがに休日とあって車が多く， 自宅に着いたのは18時30分．真っ暗な雨

の夜となっていた．

（武藤）

○平成加年度第5回採集観察会

期 日 ： 平成20年11月30日（日）

場所： 鳥羽市松尾町パールロード相差IC入口付近(C3653-3435]鳥羽市松尾町

浅間山登山道(C3652-3424]伊勢市二見町松下松下社付近(C3647b3430)

参加者：太田定浩，貝發憲治，塩崎哲哉，橋本理市，武藤茂忠 （5名）

鳥羽市での採集調査の3回目となる今回は，鳥羽駅に集合後国道167号線を南下し，松尾

から県道47号鳥羽磯部線で相差へ向かう．パールロードと交差する相差ICの手前で，道

路わきに車を停めて採集調査した．周辺の雑木林はあまり豊かではないが，近くに田畑も

あったので各自午前中採集をした． 目視ではゴミグモの網が見られた程度で， ピーテイン

グで捕れたのはガザミグモ，アズチグモ，ネコグモなどの幼体が多かった．昼前に切り上

げて来た道を戻り，途中道仏で浅間山への道に左折し，陽だまりを見つけて昼食をとった．

食後2時間ほど周辺を採集したカミ，ムネグロサラグそ，バラギヒメグモ，アシブトヒメ

グモやアサヒエピグモなど小さなものが多かった．晩秋の日は短く帰りの時間が気になっ

てきたので，帰路につくことにして鳥羽市を経て二見町に入ったところで、松下社の森が

見えたのでちょっと見てみようということで車を停め， 30分ほど採集した後解散した．

（太田）

○平成別年度第6回採集観察会

期 日 ：平成21年2月1日（日）

場所：鳥羽市石鏡町[C3654-3433]鳥羽市白木町(C3650-3434]

参加者：太田定浩，貝發憲治，前原晋，武藤茂忠 （4名）

近鉄鳥羽駅駐車場10時集合．晴天で日差しはあるものの風が強く寒い．参加者が4名は

ちょっと寂しいが，2台の車で出発．五知峠を越えて磯部町へ向かう国道167号線を南下し，

松尾から相差（おおさつ）への道へ入り国崎（くさき）を経て石鏡（いじか）町へ入る．

ホテルや旅館が並ぶ海岸から少し高いところを走る道すじから少し細い道を入った， クロ

マツやヤブツバキなどが茂り下草はオシダなどが茂るところで採集した． ビーティングを

主にしたが，アシブトヒメグモやホシミドリヒメグモ，アサヒエピグモなど小さいものが

多かったが、特筆すべきはジョロウグモの成体が網に入っていたことだった．脚をゆつく
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りではあるが動かすのを見て生きていることを確認し，小生の確認していた越年日数の記

録を更新した．ジョロウグモの越年記録については，初芝伸吾氏が「年越しするジョロウ

グモ」として東京都国立市で1月1日の3個体， 1月9日の1個体および1月10日の1個体を報

告(｢KISHIDAIA｣No． 77 (1999年8月）を見てから関心を持つようになり，家の庭など

で1月4日という記録はあったが， 2月1日というのは初めてで，小生のこれまでの越年観察

記録日数を大幅に更新するものとなった．

11時30分過ぎ採集を切り上げ，来た道を松尾まで戻り再び国道167号線を磯部町方向へ

進んだ白木町で採集調査することにして，風を避けながら昼食をとった後，山あいの小道

に沿って潅木の茂みをビーティングして採集したが，ムナボシヒメグモやアシブトヒメグ

モの幼体が多くそのほかゴミグモやトラフカニグモが採集できた．少し早い目に切り上げ

て，帰途腰痛で参加されなかった橋本会長宅へよって当面の活動計画の相談をする． 3月

21日 （士） 22日 （日）に県立博物館が主催する「しぜん文化祭inみえ」への参加の具体

的内容の検討や，次年度の活動計画などについて意見交換をした後解散した．

(太田）

採集記録

1Pholcidaeユウレイグモ科

1助"""W"b…"B6senberg&Strandl906ユウレイグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

伊勢市朝熊町茅堂(F)

鳥羽市松尾町ﾊP舅ﾙﾛｰド入口(fy)

2Segestriidaeエンマグモ科

2鋤忍Sｳ歯ｸ卿α種Kishidal913コマツエンマグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(M)

30ecobiidaeチリグモ科

3“℃C2B臼ca7"ac鋤吟LKochl878ヒラタグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)鳥羽市松尾町浅間山登山道<y)

4Uloboridaeウズグモ科

4ﾉ加如fesa""B6senberg&Strandl906オウギグモ

伊勢市朝熊町黒岩⑦ 伊勢市朝熊町茅堂(y)

5"tw7W"oi"s(B6senberg&Strandl906)力タハリウズグモ

鳥羽市石鏡町(m)

6"fw7"臼し園｢御協S(B6Senberg&Strandl906)ウズグモ

鳥羽市松尾町松尾(fy) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(m,y)伊勢市朝熊町茅堂的

鳥羽市河内町河内神社周辺(F,fM)

5Theridiidaeヒメグモ科

7A"e翻翻7函α"'ロ胸(B6senberg&Strandl906)カグヤヒメグモ

伊勢市朝熊町黒岩(F)

84ch国璽劃7函〃α"函(B6senberg&Strandl906)ニホンヒメグモ

伊勢市朝熊町黒岩(F) 鳥羽市松尾町松尾(F)

俄勢市朝熊町八大竜王周辺(F) 伊勢市朝熊町茅堂(y)

島羽市松尾町青飾山正福寺周辺(F)
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9Ac施巳鋤""t""Wt"77(C.LKochl841)オオヒメグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(fy) 鳥羽市松尾町バｰﾙﾄﾞｰﾛ入口(F) 鳥羽市松尾町松風y)
伊勢市二見町松下(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺㈹

10A"恥s〃7池sα詞Ss"es(Bbsenberg&Strandl906)アシブトヒメグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(fm.y) 鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰド入口(Efm,y) 伊勢市二見町松下(fmby)
鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)鳥羽市松尾町松尾(y) 鳥羽市白木町(RwO
鳥羽市石鏡町<fm,y) 伊勢市朝熊町茅堂(M,y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(FjfM,y)

11AJa""℃応sba沼"(Karschl881)シロカネイソウロウグモ
伊勢市二見町松下(y) 、 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y) 鳥羽市石鏡町(y)

鳥羽市松尾町松尾(fy) 鳥羽市河内町河内神社周辺(m)

124'野りぬsAwW…&7勧祇ヨレ"1999)チリイソウロウグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺①）

13Aﾉ葱7WesGMT鋤電圏sta･(Simonl888)オナガグモ

鳥羽市松尾町松尾① 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(m,y)鳥羽市松尾町浅間山登山道㈹
伊勢市朝熊町黒岩(M,y)

14””毒､母”鈍""(Yaginumal952)オダカグモ

鳥羽市松尾町松尾(F)

15"]sso""(LKcchl878)ホシミドリヒメグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(fy) 鳥羽市石鏡町(Emjy)

鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口(y)

16mFD"…んa(Simonl894)ヒシガタヒメグモ

鳥羽市松尾町青輝山正福寺周辺(F)

17…｡Sα”octα”c1曲な"(B6senberg&Strandl906)ヤホシサヤヒメグモ

鳥羽市松尾町松尾(F)

18a7W""鋤迦麺(Karschl879)カレハヒメグモ

伊勢市二見町松下(fm,y) 鳥羽市石鏡町(y)

19恥吻沌Js"WB6senberg&Strandl906ヒシガタグモ

鳥羽市石鏡町(m)

20"""JWJsYa"numal960ムラクモヒシガタグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(m)

21K琶伽s2a7WToa"(B6senberg&Strandl906)ムナポシヒメグモ
(fm) 鳥羽市石鐘町伍､"）

鳥羽市松尾町松尾(y) 伊勢市二見町松下(F,fmy)

鳥羽市松尾町浅間山登山道(fm,y) 伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹
22"e""z"a(D6nitz&Strandl906)ハラナガヒシガタグモ

鳥羽市松尾町松尾(y)
23睡率伽銅zjsだ"･(B6senberg&Strandl906)フタオイソウロウグモ

鳥羽市石鏡町(fy) 伊勢市二見町松下(fmy)
伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈱ 鳥羽市松尾町浅間山登山道(nj

24W℃“α刀卿α砲"刀(Yoshidal985)ヤマトミジングモ

鳥羽市石鏡町(m)

25"W=""秘sfMM"77(Simonl888)カニミジングモ

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(F,M)

鳥羽市松尾町松尾(y) 伊勢市朝熊町茅堂㈹

26締切7伽“…麺(ZhU&Songl991)ヒゲナガヤリグモ
伊勢市朝熊町黒岩(F)

27鋤α7"h臼“s“副石(D6ni"&Strandl906)ヤリグモ

鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(m) 伊勢市二見町松下⑦

28a"D"餓啄z砲鈎(Thcrell 1890)ハンゲツオスナキグモ
鳥羽市白木町(F)

297誠召脚Js""W(Yaanumal960)バラギヒメグモ

，鳥羽市松尾町浅間山登山道(fm) 鳥羽市白木町(y)
鳥羽市松尾町ﾊｰﾙﾛｰド入口<fm)

30》馳獅”卸廼“sｳ漕鈎(B6senberg&Strandl906)ボカシミジングモ

鳥羽市松尾町松尾(y)

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

鳥羽市白木町(fwTj

伊勢市朝熊町茅堂(剛

鳥羽市松尾町ﾊP剤ﾚﾛｰﾄﾞ入口(fm,y)

鳥羽市松尾町松尾(m)

鳥羽市松尾町八君ﾙﾛｰﾄﾞ入口(mdy)

鳥羽市石鏡町帥

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(Fy)

伊勢市朝熊町茅堂(F,5M)

6Theridiosomatidaeカラカラグモ科

310"吻戒"pdMFB@senberg&Strandl906ヤマジグモ
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伊勢市朝熊町茅堂(F)

7Unyphiidaeサラグモ科

32伽わc“…姑ss率ﾉ加Js(B6senberg&Strandl906)ハラジロムナキグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F) 鳥羽市石鏡町(y)
33“…sA鋤｡"t"Saito&Ono2M1カイホツズキンヌカグモ

伊勢市朝熊町茅堂(F)

34胸淘諺愈s"(Oil960)クスミサラグモ

伊勢市朝熊町黒岩〈6 伊勢市朝熊町茅堂(F,Mfy)
伊勢市朝熊町八大竜王周辺⑦ 鳥羽市河内町河内神社周辺(F,M)

35嶮淘禮卿α…(Oil960)ツリサラグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F,M)

36婚池"eﾉ噸和ecr"s(Oil960)ムネグロサラグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(M)鳥羽市松尾町浅間山登山道(m)
37α…”婚』ぬmwTsb(Oil96⑳アバタムナキグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F)

38s吻副7鈍駆…力7泊C‘胞狛(Uyemural937)ヨツボシサラグモ

(fm,y)

397Z"加の砿皿"7…77Msk(B6senberg&Strandl906)ユノハマサラグモ

伊勢市朝熊町茅堂(FM,y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道(fm,y)
馬羽市河内町河内神社周辺(F) 鳥羽市松尾町松尾(y)
伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹ 鳥羽市白木町(，

鳥羽市松尾町ﾊ3-ﾙﾛｰド入口(m)

40("7"77蛎鐙心7W7"(B6senberg&Strandl"6)トウキヨウアカムネグモ

鳥羽市松尾町ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(M)

41 4""“麹"msec""s(B6senberg&Standl906)セスジアカムネグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(F)鳥羽市松尾町ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(F)

サラグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町腎峰山正福寺周辺
サラグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道
サラグモ科sp.(y) 伊勢市朝熊町茅堂

サラグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺
サラグモ科sp伽 伊勢市二見町松下

サラグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町松尾
サラグモ科sp.(y) 鳥羽市石鏡町

サラグモ科sp.(y) 鳥羽市石鏡町

サラグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道

鳥羽市松尾町浅間山登山道(y)

鳥羽市松尾町浅間山登山道hn)

伊勢市朝熊町黒岩佃

伊勢市二見町松下(m)

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(fy)

8Tetragnthidaeアシナガグモ科

42Le"函忽彦b御"(LKochl878)チユウガタシロカネグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F) 伊勢市朝熊町茅堂G)
43Le""熔彦"“…Yaginumal954オオシロカネグモ

伊勢市朝熊町黒岩(Fけ 伊勢市朝熊町茅堂(fy)
44L"-想彦S[…"B6Senberg&Strandl906コシロカネグモ

伊勢市朝熊町茅堂(F,fy) 鳥羽市石鏡町(y)
45"""固噸琶沈"7…77"msb(B6senberg&Strandl906)メガネドヨウグモ

鳥羽市松尾町松尾(y) 伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹
46脚伽輌vamLKochl878ジヨロウグモ

鳥羽市松尾町松尾(F,M) (FifM,m)

伊勢市朝熊町茅堂(， 鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(F)
47冷餉唾鏥”7切冴(Karschl879)上メアシナガグモ

鳥羽市松尾町松尾(M,y) 鳥羽市白木町(y)
48形向率酒鏥"麹x恥aThorelll895ヤサガタアシナガグモ

鳥羽市松尾町松尾<y)

497”零週"aPme""LKochl878アシナガグモ

伊勢市朝熊町茅堂(y) 鳥羽市松尾町ﾊﾞｰｰﾙﾛｰド入口(y)
鳥羽市白木町(y) 鳥羽市松尾町松尾(y)

50形か率酒"sm"7頭“Karschl879ウロコアシナガグモ

伊勢市二見町松下(y) 伊勢市朝熊町黒岩(n

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

馬羽市河内町河内神社周辺(fy)

鳥羽市松尾剛､｡-ﾙﾛｰﾄﾞ入口(y)

鳥羽市石鏡町(F)

鳥羽市松尾町浅間山登山道(F)

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

鳥羽市石鏡町(y)

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

I
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鳥羽市松尾町青姉山正福寺周辺(y) 鳥羽市白木町㈹鳥羽市松尾町松尾(y)

伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹

アシナガグモ科sp.(y)

アシナガグモ科sp(y)

伊勢市朝態町茅堂

鳥羽市松尾町浅間山登山道

9AraUeidaeコガネグモ科

51Aα鱈“…鍼"JsSimonl895)ハツリグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺⑰

52A'認T蹴鱈“&…efK"Zhu&Songl994オオクマヤミイロオニグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(Em) 伊勢市朝熊町茅堂(F) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺眉
鳥羽市河内町河内神社周辺(F) 鳥羽市松尾町松尾⑦

534'副麗鱈"α鞠”吻淘簿(Karschl879)アオオニグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(y) 鳥羽市石鏡町獅 伊勢市朝箙町茅堂㈱

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰド入口(y)

54AJ識肥t鱈1画鞠国立鱈Ya"numal960ニシキオニグモ

(F"

55Af劃磁卿瓢"7画通nikawl995ムツボシオニグモ

伊勢市朝鰻町八大竜王周辺(F)

56A'卿e劃7"硯麺LKcchl878コガネグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(y) 鳥羽市白木町(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周

57AJ卿母…圃池臼哲Levil983チユウガタコガネグモ

伊勢市朝震町茅堂⑰

58AWe助冠擢"…Sccpolil772)ナガコガネグモ

鳥羽市松尾町松尾佃

59A"""荊認J"Mrschl879コガタコガネグモ

伊勢市朝箙町茅堂砿m似） 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y) 鳥羽市松尾町松尾(F)

鳥羽市松尾町ﾊP-ﾙﾛｰﾄﾞ入口"

60…副忍画7"…B6senberg&Strandl906ギンメツキゴミグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(F)鳥羽市松尾剛f－ﾙﾛｰﾄﾞ入口" 鳥羽市石鏡町勅

鳥羽市河内町河内神社周辺Gww) 伊勢市朝熊町八大竜王周辺(fm) 伊勢市朝熊町茅堂(")

61の“函鰍圃…Ya3numal959ギンナガゴミグモ

伊勢市朝熊町茅堂"

62帥電”α海B6senberg&Strandl"ヤマトゴミグモ．

伊勢市朝鰻町八大竜王周辺(F) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(M)

63M""画7"mB6senberg&Strandl906ヤマゴミグモ

鳥羽市石鏡町(y)

“…“わｵ“母域幽鍾Karschl879ゴミグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(fmy) 鳥羽市松尾町ﾊP~ﾙﾛｰﾄﾞ入口(Efy) 鳥羽市松尾町松尾㈹

(Ey) 鳥羽市白木町紛 伊勢市朝熊町茅堂｡）

65M"se壷画砲麹Karschl879ヨツデゴミグモ

鳥羽市松尾町ﾊP-ﾙﾛｰﾄﾞ入口伽.y) (fmy) 伊勢市朝熊町八大竜王周辺⑰

鳥羽市石鏡町伽oy) 鳥羽市河内町河内神社周迦F,M,fy)

“伽錘…な"…唖率Thor写II1895オオトリノワンダマシ
伊勢市朝鰻町茅堂(F)

67""aasb"e(Strandl917)サガオニグモ

伊勢市朝鰻町茅堂(F)

68e伽曹s…?巳w嗣率(S.Satol934)力ラフトオニグモ

伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹

69ﾉ伽s“"率s副恕z"'"<C・LKoChl844)シロスジシヨウジヨウグモ

鳥羽市松尾町松尾(y)

70L副力油罰卿""切油穆wF&S海副Td7Wコガネグモダマシ

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰﾄﾞ入口伽）

71…Scα麺"鱈施…(Simonl895)ワキグロサツマノミダマシ

鳥羽市松尾町松尾(F) 伊勢市朝熊町茅堂(m)

72"cα酒sQW(Karschl879)ヤマシロオニグモ

鳥羽市松尾町青嫁山正福寺周班F)鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰﾄﾞ入口(y) 伊勢市二見町松下(y)

73総ﾛs＠α画s蜜伽s(B6senberg&Strandl"6)サツマノミダマシ

伊勢市朝熊町茅堂(fy) 伊勢市朝熊町黒岩⑥）

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周

島羽市松尾町青峰山正福寺周

辺(y)

辺")

I
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伊勢市朝熊町茅堂

鳥羽市松尾剛f－ﾙﾛｰド入口

10 I_ycosidaeコモリグモ科

74AJet"官わsa(Karschl879)ヒノマルコモリグモ

鳥羽市松尾師､･舅ﾙﾛｰﾄﾞ入口(y)

75織叱s留as白な御召LKochl878ウヅキコモリグモ

鳥羽市白木町(fm,y)

76"吻瑠勿琶W砿""Tanakal975ヤマハリケコモリグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F)

77鋤吻s画趣"智Karschl879ハリケコモリグモ

鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口(y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(fy)
(fm,y) 鳥羽市白木町(y)

78mmszpsaJ…""""(B6senberg&trandl906)キクヅキコモリグモ

fmy)

79鰯冒酋"W(B6senberg&Strandl906)クラークコモリグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(y) 伊勢市朝熊町黒岩(F)

80彫冒歯pﾙﾖt…s(B6senberg&Strandl906)イモコモリグモ

鳥羽市松尾町松尾(y) 鳥羽市白木町(y)
81鰯…sz鰄画mfs(B6senberg&Strandl"6)キバラコモリグモ

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰド入口(y)

鳥羽市松尾町松尾｡)

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

11Pisauridaeキシダグモ科

82…~馴画率D6nitz&Strandl906スジブトハシリグモ

伊勢市朝熊町茅堂(剛

83…7露……池sB6senberg&Stmndl906スジアカハシリグモ

伊勢市朝熊町黒岩(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)
伊勢市二見町松下(y)

84……SSE砿"趣"LKochl878イオウイロハシリグモ

伊勢市朝震町茅堂(Ey) 鳥羽市松尾町松尾(y)

鳥羽市河内町河内神社周辺(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

伊勢市朝熊町茅堂(fy)

鳥羽市松尾町ﾊP~ﾙﾛｰド入口(y)

鳥羽市白木町(y)

120Xyopidaeササグモ科

85QXymessa歯立熔LKochl878ササグモ

鳥羽市松尾町松尾砿y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

鳥羽市白木町(y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道⑥）
伊勢市朝熊町茅堂(y)

鳥羽市松尾剛f－ﾙﾛｰド入口(fy)

伊勢市二見町松下的

13Ctenidaeシボグモ科

864ﾀ…塑鐵"酒Karschl879シポグモ

鳥羽市松尾町松尾Q)

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

伊勢市朝熊町茅堂⑦

鳥羽市白木町(y)
鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

鳥羽市松尾町浅間山登山道⑦

14Agelenidaeタナグモ科

87Ag…7召〃7"""Thorelll879クサグモ

伊勢市朝熊町茅堂(F)

88AgW""l"7mLKochl878コクサグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(F) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(F)

鳥羽市松尾町松尾(M) 伊勢市朝熊町茅堂@)
鳥羽市河内町河内神社周辺<y)

伊勢市朝熊町八大竜王周辺(0

15Cybaeidaeナミハグモ科

ナミハグモ科sp.(Fby)

ナミハグモ科sp.(y)

鳥羽市松尾町浅間山登山道

伊勢市二見町松下

16Amaurobiidaeガケジグモ科

89"taS剛就伽獅Nishikawal972力ミガタヤチグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(F,M)

90鰯匂7翫露轡仇JcnJDsa(LKochl878)メガネヤチグモ
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鳥羽市松尾町浅間山登山週F)

91 7轆澄COGわ婚Scα画sMs(B6senberg&Strandl906)ヤマヤチグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

17Miturgidaeツチフクログモ科
92""zw7mm7"J""B6senberg&Strandl906アシナガコマチグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(，

18Anyphaenidaeイヅツグモ科

93A"j掴施卸酒"uMKarsChl879イヅツグモ

鳥羽市松尾町松尾(m,y) 伊勢市朝熊町茅堂(F)
伊勢市朝熊町茅堂(F)

鳥羽市松尾町浅間山登山週M)

19Clubionidaeフクログモ科

94“ぬ掴預卿α施智LKOchl878ヤマトフクログモ

伊勢市二見町松下(M)

95“ぬわI酒Az"ロsa""･Onol986クロサワフクログモ

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰド入口(F)

96“ぬ”淘噸Karschl879ムナアカフクログモ

伊勢市朝熊町黒岩佃

97""""M""Hayashil989ヤギヌマフクログモ

鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口@)

フクログモ科sp." 鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰド入ロ

フクログモ科spd(y) 鳥羽市河内町河内神社周辺

フクログモ科sp.(y) 伊勢市朝熊町茅堂

フクログモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺

フクログモ科sp.(y) 鳥羽市石鏡町

フクログモ科sp.0) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺

フクログモ科sp.(y) 伊勢市朝賎町茅堂

20Corinnidaeネコグモ科

98α劫"IJ""zJ"aB6senberg&Strandl906オトヒメグモ

鳥羽市石鏡町(F) 鳥羽市松尾町バ員ﾙﾛｰﾄﾞ入口(F)

9977冒餉固淘s."α"USB6Senberg&Standl906ネコグモ

鳥羽市松尾町バｰﾙﾛｰﾄﾞ入口砿m,y)伊勢市朝熊町茅堂(F,M)

鳥羽市松尾町浅間山登山道(fy) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(fy)

鳥羽市松尾町松尾(fy)

伊勢市二見町松下伽）

21Gnaphosidaeワシグモ科

ワシグモ科sP.(y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道

22Sparassidaeアシダカグモ科

1的鋤”…”蜘菌(Karschl881)コアシダカグモ

鳥羽市石鐘町(y) 伊勢市二見町松下伽）

鳥羽市河内町河内神社周辺伽,y) 伊勢市朝熊町茅堂(m)

鳥羽市白木町｡）

鳥羽市松尾町浅間山登山道(Ey)

23PhiIodromidaeエビグモ科

101恥施的”流JSa7〃恕吻"fZJs(SChrankl803)キエビグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(y)

102馳的α”s鈍錘I"宿""B6senberg&･Strandl906アサヒエピグモ

鳥羽市松尾剛f-ﾙﾛｰド入口砿y) 鳥羽市松尾町青雄山正福寺周辺(y)

伊勢市朝熊町八大竜王周辺㈹ 鳥羽市白木町(fy)

伊勢市朝熊町松下(fy) 伊勢市朝熊町茅堂的

鳥羽市松尾町浅間山登山道(fy) 伊勢市朝熊町黒岩⑥〉
1037”酒2鱈"吻痴Ca鱈Simonl880ヤドカリグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺<y)

1047"eMFfaTMJs(LKochl876)シヤコグモ

鳥羽市松尾町松尾(fy) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(F)

騒羽市河内町河内神社周辺(fy)

鳥羽市石鏡町(fy)

鳥羽市松尾町松尾(y)
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24Thomisidaeカニグモ科

105…α鱈血め母惨fffus(SimOnl886)イボカニグモ

鳥羽市河内町河内神社周孤M) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(M)

106恥函鈍め"OP.－Cambridgel885コハナグモ

鳥羽市石鏡剛y) 鳥羽市松尾町松尾(y) 尉羽市松尾町ﾊﾞ司ﾚﾛｰﾄﾞ入口(fm,y)

鳥羽市松尾町浅間山登山道㈹ 鳥羽市河内町河内神社周辺<fy) 伊勢市朝熊町茅堂⑱

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

107錐…ん"aAz""(Onol985)クマダハナグモ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(m,y) 鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口(m) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

伊勢市二見町松下伽） 鳥羽市松尾町松尾(y)

108"z"wmsなたE"fzJs(Fabriciusl775)ハナグモ

鳥羽市白木町紛 鳥羽市松尾町松尾伽,y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(My)

伊勢市朝熊町茅堂伽 伊勢市朝熊町黒岩(M,D

109ayfﾖ露s力ね妙esLKochl878ワカバグモ

伊勢市朝熊町茅堂(F;fy) 鳥羽市松尾剛f－ﾙﾛｰﾄﾞ入口(m,y) 伊勢市朝熊町八大竜王周辺｡）

鳥羽市松尾町松尾(9 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(fy)鳥羽市松尾町浅間山登山道(B

鳥羽市河内町河内神社周辺(M)

110伽“J卿α"函Onol985ニツポンオチバカニグモ

鳥羽市松尾町青蜂山正福寺周辺(F)

111恥銚鱈fW"arschl879ガザミグモ

鳥羽市松尾町ﾊﾟｰﾙﾛｰド入口⑦

1127万αw"Mfc血jsKarschl881アズチグモ

鳥羽市松尾町ﾊ9－ﾙﾛｰド入口伽 鳥羽市河内町河内神社周辺(y) 鳥羽市松尾町松尾㈹

113n7"姥勧･MMalckenaerl802)トラフカニグモ

鳥羽市白木町(m) 鳥羽市石鏡町㈹

114恥蝿4sα℃④α暦Foxl937ヤミイロカニグモ

鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺Gn)鳥羽市白木町(y) 鳥羽市松尾町ﾊPと孔ﾛｰド入口(m,y)

鳥羽市河内町河内神社周辺(M) 伊勢市朝熊町茅劉F,y) 伊勢市朝熊町黒岩｡）

、 カニグモ科spKy) 鳥羽市河内町河内神社周辺

， カニグモ科sp.(y) 伊勢市朝熊町茅堂

, カニグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺

’ カニグモ科spKy) 鳥羽市松尾町松尾

， カニグモ科sp.(y) 鳥羽市松尾町浅間山登山道

25Salticidaeハエトリグモ科

115”7加tz鱈測副7鹸蝉諏別"(latreillel819)ネコハエトリ

鳥羽市松尾町浅間山登山道勅 鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口(F,m,y)
116E画傘…泡(LKochl878)マミジロハエトリ

伊勢市朝熊町茅堂(F) 鳥羽市河内町河内神社周辺(M)

鳥羽市松尾剛､Q-ﾙﾛｰﾄﾞ入口(Efy) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

117鯛?”電池沼臼歯(Karschl879)ヤハズハエトリ

鳥羽市松尾剛f－ﾙﾛｰﾄﾞ入口(y)

118…7印画郡sf"s(LKochl878)シラヒゲハエトリ

鳥羽市河内町河内神社周辺(F)

119ル伽77画圏吻7G"ww"B6senberg&Strandl906ヤサアリグモ

鳥羽市河内町河内神社周辺(y) 鳥羽市松尾町ﾊﾞｰﾙﾛｰド入口(y)

120肋"刀〃轡"Te"α”(KarSchl879)アリグモ

伊勢市二見町松下⑦ 鳥羽市松尾町松尾(fy)

鳥羽市松尾町青蜂山正福寺周辺佃鳥羽市河内町河内神社周辺(O

121…7"WMJtwZabkal985コガタネオンハエトリ

鳥羽市松尾町松尾(y)

122PMc切伽Jsα智s"eS(KarSchl881)アシブトハエトリ

鳥羽市白木町(F)

123恥"7ｵ鍛鋤7α刀応(B6senberg&Strandl906)チヤイロアサヒハエトリ

鳥羽市松尾町松尾(y)
124"7t""w施蛎(Grubel861)マガネアサヒハエトリ

鳥羽市松尾町浅間山登山道O) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(y)

125”72巳舶硫"鋤7"(B6Senberg&Strandl906)キアシハエトリ

伊勢市朝箙町茅堂(My)

鳥羽市松尾町松尾(M)

鳥羽市松尾町松尾(y)

鳥羽市松尾町浅間山登山道(y)

I

‐50－



鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺り伊勢市朝熊町茅堂(F) 鳥羽市松尾町松尾6)

息羽市松尾町ﾊPﾐﾙﾛｰﾄﾞ入口(y)

126”72“〃密(Karschl879)メガネアサヒハエトリ

鳥羽市松尾町松尾(y)

127"伽…s…戒ゴ(Karschl879)デーニツツハエトリ

伊勢市朝熊町茅堂(Em) 鳥羽市白木田IU)

鳥羽市河内町河内神社周迦F) 愚羽市松尾町青峰山正福寺周辺(剛

128""""脚″fudouinl827)チヤスジハエトリ

鳥羽市松尾町浅間山登山道(F)

129"Musse""Karschl879ミスジハエトリ

鳥羽市松尾町松尾(y) 鳥羽市河内町河内神社周辺(Em)
130…aむ智歯(KarSchl881)カラスハエトリ

鳥羽市石鏡町(y) 伊勢市二見町松下(F)

131"e弛む劉画(C.LKochl848)ヒメカラスハエトリ

伊勢市朝熊町八大竜王周迦隅M) 鳥羽市松尾町青峰山正福寺周辺(Ey)

鳥羽市松尾町松尾(FM)

鳥羽市松尾町浅間山登山道句）

132…α･皿馳鱈(B6senberg&Strandl906)キレワハエトリ

伊勢市朝熊町黒岩(F)

133…'α”BfESimonl888アオオビハエトリ

鳥羽市河内町河内神社周辺血n,y) 鳥羽市松尾町松尾(y)

134）鰄加"7画応saxm72"E(Ya"numal967)ムツバハエトリ

鳥羽市松尾剛､.-僻ﾛｰﾄﾞ入口(y)

(EM,y)

ハエトリグモ科spd(y) 鳥羽市松尾町松尾
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しのびぐも恥36,Jime,2009

2008年度総会報告

三重クモ談話会

平成20年4月26日（士）

鳥羽市河内町河内神社、昼食時に実施

太田定浩，貝發憲治，塩崎哲哉，柴田良成，橋本理市，前原晋，武藤茂忠

(7名）

期 日 ：

場所：

参加者：

橋本理市会長挨拶

議事

(1) 会員数の報告:38名（入会者なし、退会者1名〔死亡])

(2) 2008年度活動報告

●採集観察会

①4／26(士） 鳥羽市河内町河内神社周辺、伊勢市朝熊町萱戸 参加7名

②6／24（日） （2回の順延後、雨天のため中止）

③7／26．27(士・日） （中部蜘蛛懇談会との合同開催） 伊勢市朝熊町周辺、

鳥羽市音無山、伊勢志摩スカイラインー帯 参加12名

④lO/5(日） 鳥羽市松尾町松尾、青峰山正福寺周辺 参加4名

⑤ll/30(日） 鳥羽市松尾町、伊勢市二見町松下社付近 参加5名

⑥2/ 1(日） 鳥羽市石鏡町、白木町 参加4名

●三重県に関わるその他の活動

①「鈴鹿市の自然調査報告会」での発表(前原)と展示会参加：3／1

②「しぜん文化祭inみえ」 （県立博物館主催)での展示会参加: 3/21･22

③四日市市自然観察会での指導(太田、貝發） ：4／13， 5/11， 10/12

④「自然科学教室， クモを調べる会」 （藤原岳自然科学館主催)での指導(太田、

武藤) :6/21

⑤「第二次篠立の風穴自然科学調査」参加(太田・武藤・熊田） ： （2006／5～2帥7／9）

⑥紀和町小森地区動物調査参加（塩崎）

⑦「伊勢神宮宮域動物調査報告書」編纂のための報文作成(太田、熊田）

⑧「亀山市史」編纂のための中間報告書作成(熊田）

●会誌「しのぴぐも第36号」の発行：5月31日発行予定

（3） 2008年度決算報告と監査報告

■
●

１
２
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(4) 2009年度役員選出

会長：橋本、事務局長：貝發、副事務局長：武藤：会計監査：塩崎

(5) 2009年度行事計画

●採集観察会の日程等

①4／25(士） 第1回採集観察会および総会：津市白山町一帯

②6／27(士） 第2回採集観察会：津市白山町一帯

③7／25 （土） ・26（日） 第3回採集観察会〔中部蜘蛛懇談会との合同開催〕

：愛知県桑ケ谷山荘

④9/19(gt) 第4回採集観察会：津市白山町一帯

⑤11/30(Jz:) 第5回採集観察会：津市白山町一帯

⑥2／1(土） 第6回採集観察会：津市白山町一帯

※津市の自然調査が始まることから、本年度は津市を対象に行うことを決定。

●三重県に関わるその他の活動

① 「亀山市史」編纂のための報告書作成(熊田、貝發）

②津市自然調査参加（塩崎、貝發）

③四日市市自然観察会での指導(太田、貝發） ：4／12､ 5/10, 10/11， ll/8

④ 「自然科学教室， クモを調べる会」 （藤原岳自然科学館主催)での指導(太田、

武藤） ：6／21

●会誌『しのびぐも第37号」の発行:2010年5月31日発行予定

（6） 2N9年度予算案

※会費未納会員の扱いについて議論。 3年以上未納の状態が続いている場合は、

継続意志の有無を確認、さらに未納の場合は自然退会とすることを決定。
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〔編集後記〕

予定より 1ヶ月遅れましたが、最終的には多くの方から内容の濃い

専門的な原稿をお寄せいただき、充実した会誌となりました。投稿さ

れた皆様に感謝いたします。特に、県外会員の方からは4編もの玉稿

をいただきありがとうございました。

最近、編集作業を進める中で、いくつかの助言や指導をいただき、

疑問点がでてきています。一度、投稿規定や編集内容の検討を行う必

要があるように思います。 1年かけて整理していきたいと思いますの

で、いろいろお気づきの点がありましたらご連絡ください。

（貝發）
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