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2013年度活動報告

三重クモ談話会

○平成25年度第1回採集観察会兼RDB調査および総会

期 日 ： 平成25年4月27日（土）

場所： 津市安濃町草生経が峰口駐車場周辺～登山道

参加者： 太田定浩， 貝發憲治，熊田憲一，柴田良成，前原晋，武藤茂忠 （6名）

本年度第1回採集観察会は，即B調査を兼ねて津市美杉町川上の三重大学付属平倉演

習林で実施する予定であったが，県の担当者から入林申請をしてもらったところ，非常に

厳しい規制のついた回答があり，橋本会長と相談した結果， これでは成果のでる調査は出

来ないということで，直前に経ケ峰の調査に変更した．昔は自由に調査でき，貴重種シノ

ビグモの原記載がなされたり，定期観察からその特異な生態が明らかにされてきた場所だ

けに，今回の調査規制が厳しくなった現状は，生物学的に見ても非常に残念である．

ということで, 10時に津駅で前原さんと愛知県から参加の柴田さんを車に乗せて，経

ヶ峰登山道駐車場へ向かった． スーパーができており，大きな道も整備されていて快適に

とばす．狭い町中をくねくねと苦労しながら進んだ昔とは雲泥の差である．駐車場には，
既に太田，武藤，熊田の3氏が待っておられた，

挨拶と簡単な日程説明の後，早速12時30分まで2時間の予定で各自思い思いに採集観

察に入った．私はこの地で採集記録のあるRDB種， シノピグモとカネコトタテグモを確

認することを目的に登山道の中腹まで登り，渓流の調査を中心に行った． しかし，河床が

大変荒れており， スギなども大きく伐採されていて直射日光が当たって乾いているなど様
子は激変， シノビグモは発見できなかっ

た．瞬く間に1時間半が経過し，帰りは

崖地でカネコトタテグモを探しながら下

ったが， これも地中生活をする生息数の

少ない種のため発見できなかった．登山

道入口まで戻ると，皆さんは付近の雑木

林や雑草地， 田畑を熱心に調査しており，

熊田さんは例によって沢山のクモを採集

してみえた． その採集テクニックにはい

つものことながら脱帽する． クモの生態
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を熟知していないとできない技だ．

駐車場で昼食を摂り一服した後，そのまま車座で総会をした．活動報告や本年度行事予

定などの議事の中でも面白いクモの話が次々に出てくる．総会後も，活動の仕方や特に同

定のノウハウの話で盛り上がった．気が置けない仲間と気楽にうららかな春の日差しの中

を採集したりクモ談義に夢中になれることは，何とも幸せなことである．

次回の採集観察会の確認をして15時30分に解散．前原さん，柴田さんを津駅まで送っ

て帰路についた． （貝發）

○平成25年度第2回採集観察会兼RDB調査

期 日 ： 平成25年6月2日（日）

場所： 鈴鹿市地子町金生水沼沢植物群落， 小岐須町小岐須キャンプ場周辺

参加者： 太田定浩，貝發憲治，熊田憲一，塩崎哲哉，前原晋，武藤茂忠 （6名）

本年度も昨年度に引き続き第4回の採集観察会までは，三重県版レッドデーターブック

改訂のための調査を兼ねて行うということで，今回は最近鈴鹿市の国の天然記念物に指定

されている金生水沼沢植物群落で確認されたという絶滅危倶Ⅱ類のワスレナグモと， 同じ

Ⅱ類のカネコトタテグモが確認された鈴鹿市の小岐須渓谷を調査しようと計画された． 当

初の予定では午前10時に金生水に集合して調査した後，小岐須調査風景へ移動すること

にしていたが，市の委嘱を受けて金生水沼沢植物群落調査員の役員をしていて，今回の調

査の世話をお願いした市川雄二先生から朝電話があり，午前に急な市長の視察があるので，

調査は午後にして欲しいとの事であった

ので，集合後予定を変更して先に小岐須

渓谷へ行くことにした．屏風岩キャンプ

場の駐車場に車を停め，以前の調査で確

認されたという入道ヶ岳登山道の道沿い

斜面の崖地を，参加者6人がそれぞれ目

を凝らして両開きの扉を持ったカネコト

タテグモの住居を2時間近く探したが，

残念ながらとうとう誰も見つけることが

出来なかった．午後1時前ここで昼食を

とった後金生水へ向かった．

市川先生も来て頂いていて，金網のフ

ェンスに囲まれている天然記念物指定地

の入口の扉は開けられていたので，入っ

てすぐのグレーチングをはめ込んだ所で

靴の士を落として敷地内へ入った．靴裏

に着いた種子などによる外からの植物の進入を防ぐためというが，入ったすぐの辺りには

… ＝

蝋蕊
熱‐
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かなりのオオバコがすでに生えていた． この金生水でのワスレナグモの発見については，

筆者が関係しているので，その経緯について記しておきたい．

2011年5月11 日，調査員の青山貴美子さんが，指定地のほぼ中央にある裸地の地面に

開いた直径約5mmの穴から， クモらしきものが黒褐色の足と体の一部を出している様子

を撮影した写真を，市川先生が持って来られ同定を依頼された． 図鑑で地中性のクモの中

から，穴の入口に扉のないワスレナクモかもしれないと思い， ワスレナグモをまだみてい

ないのでいくつかの文献を調べたところ， 中部蜘蛛懇談会会員の永井均さんの論文に，巣

穴から頭部と脚の一部を出しかけている写真があり，青山さんの撮られた写真と非常によ

く似ていたことと，市川先生に案内していただいて筆者が現地を訪れて，青山さんの写真

と同じような場面を撮影したことから，迂闇にも網の確認をしないままワスレナグモであ

ろうと同定し， その旨市川先生に連絡してしまった．市川先生はその後金生水の地域一帯

を調査されて，多数の巣穴を確認されたほか，地域の一部に方形枠を設定し巣穴数の消長

を月に1回調査されるという念の入れようで，その間度々一緒に調査させて頂く中で，巣

穴の入口周辺に糸が見られない事と，時々穴を掘ってみたがクモが採れないことに気づき

不安になり， そのことも市川先生にも申し上げ今回の確認ということになった． そしてそ

の結果はワスレナグモではないということになった．では何の穴かということでは，穴を

掘って芋虫状の太さ3mm長さ2cmほどの幼虫も確認したことから，ハンミョウ類の巣穴

であろうとなり， ワスレナグモは誤同定であったことが確定した．誤同定をした筆者の責

任は重大で， 関係の方々に大変なご迷惑をおかけしたことになってしまった． とりわけ市

川先生はじめ青山さんその他の調査員の方々には誠に申し訳なくただただお詫びする次第

である．

今回筆者が誤同定の大失敗をしてしまった原因を反省すると， 日ごろ観察会などで「網

を張らないクモは全体の半数ほどいるが， これらのクモも必ず糸は引く」 と話しながら，

基本の基ともいうべき，糸の確認を怠った事と， クモの個体確認のないまま同定してしま

ったという一番初歩的なことの確認をしなかったという醜態をさらけ出してしまった訳

で，穴があったら入りたいどころか穴を掘って入りたい気持ちで一杯であり， 日頃の不勉

強をさらけ出したことにただただ恥じ入るばかりであるが， あるいは老毫れの末のことで

あったかもしれないとも思っている．

朝からの梅雨曇りで一時ばらついた

が， まあまあの天候での採集観察会は，

カネコトタテグモは確認できず， ワス

レナグモも誤同定であっという芳しか

らぬ結果の1日であった． とりわけ筆

者には葱槐と反省の日であった．

（太田）

○平成25年度第3回採集観察会兼RDB調査（中部蜘蛛懇談会との合同開催）
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期 日 ： 平成25年7月27日（土） ・28日（日）

場所： 松阪市飯高町木梶木梶林道木原橋付近，赤桶宿舎「つつじの里荒滝」周辺，

飯南町粥見菅原神社周辺

参加者：緒方清人， 貝發憲治，塩崎哲哉，柴田良成，須賀瑛文，杉山時雄， 角野智紀

（三重クモ談話会登録会員7名：全参加者22名）

恒例となった合同合宿の今年の担当は三重クモ談話会，そして宿泊場所は松阪市飯高町

の「つつじの里・荒滝」だ．事前に貝發先生から， 「今回は三重からの参加が夫々都合が

あり少ないので， 中部から出来るだけ多くの参加者を」 との要請連絡があり，機会毎に多

くの皆さんに呼びかけたところ，何と当日の参加者を含め総勢22名の大盛況での合宿開催

となった．

集合場所の「道の駅・飯高の駅」にはお互いに乗り合わせた各車で11時45分に集合，

他にJR松阪駅からの参加者と合流して全員集合となる．お互い久し振りの再会に，皆さん

の笑顔と和やかな会話などとても楽しみな雰囲気である．

早速，担当の貝發先生から今回の参加者名簿と行動予定表を配布してもらい開会． ま

ずは緒方さんから挨拶があった後，午後からのクモ採取・観察場所へと，各車が駐車場所

の関係で最小の台数に乗り合わせて，奈良県との県境近くの木梶川まで細くて険しい山道

を暫く走る事になった．周辺を多くの山に囲まれた狭い林道を走り，やがてゲート前に到

着． まずは見事な木梶川からの

滝を見ながら全員での記念撮影

だ．恵まれた天候の下で早速に

周辺の素晴らしい景色の林道沿

いにクモ観察，採取の開始であ

る．今回が初めての人には採集

の方法や注意点などを説明しな

がら，各自が夫々にクモ目にな

って行動開始．岩の隙間にはユ

ウレイグモ， アシナガサラグモ，

そして見事な円網の端の葉内からは綺麗な背文様のイシ

サワオニグモ，鳥居の懸けられた注連縄内からはナント

1 ツクネグモが出現するなど， 自然豊かな沢沿いの林

道の樹木，草原などからのクモ採取だ．終了時間前には

虫好き家族で全員参加の角野さんの娘さんが，指に摘ま

んだ甲虫がナント ！ 珍しい「ゴホンダイコクコガネ」

（写真参照）を発見し全員注視！ また同時に，足元にはニホンヒメグモを街えた「狩人

バチ」に，緒方さんが少し興奮気味でシャッターチャンスに余念がない． このツーショツ

トに皆さんが珍しい生き物に大興奮1であった．集合時間となり，車で連なる山間のふる
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さとを見ながら国道166号線を戻り，本日の宿である 「つつじの里・荒滝」に向った． そ

して， この宿の姿を見た瞬間に，私はナント10年前の合宿での事が蘇って懐かしさで感慨

無量の思い， あれから一昔が過ぎたのだ． 夕食は殆んど地元で採れた山菜と活き魚の手作

りで，美味しい豪華な料理に皆さん満足気味・…各自の自己紹介もしながら和気藷々とな

り，歓談しながら楽しみな一時だった．

8時頃から恒例の夜間での観察会．皆さんは各自にライトで照らしながら宿周辺の道路

や草原，樹木でのクモ観察だったが，期待外れで少し残念な気持ちであった． 10年前に出

会った光景の「見事なる円網のゲホウグモ」や「荒い同心円網のトリノフンダマシ」は期

待外れとなり，サツマノミダマシの円網が見られただけだったが何故か？ ！ ． しかし，夜

通しこの宿は常に玄関や窓が開け放され， 明かりを求めた虫達が大いに飛び回り， 虫好き

には結構楽しめる雰囲気の自然派を体感出来て好感的であった．夜の歓談は大部屋にて，

準備して頂いたクモ書籍や顕微鏡を使って先生達は種同定をし，船曳さんから 「クモ網ア

ート」作成方法をレクチャーしてもらって，女性群を主に家族の皆さんはクモの巣，網の

話しを熱心に聞き入っていた． また緒方さんを中心にクモ話題などで盛り上がり，夜更け

まで大いに語り話合い楽しい時間が過ぎた．

翌日は朝食後，粥見地区にある 「菅原神社」境内と周辺の里山を主とした場所でのク

モ採取，観察の始まりである．昨日の渓谷，樹林の場所とは異なり神社，茶畑近くの里山

での観察だ．境内にあったトイレ周辺にはヒラタグモの群生，数頭のX字隠れ帯びのコガ

タコガネグモ，そして中学生の翼君はクモの中で最も観察が難しいと聞くキノボリトタテ

グモの扉を4カ所発見！ 久し振りの快挙である．皆さん夫々がクモ観察と採取， そして

クモアート作成など存分に楽しめた事と思う．やがて昼近くになり境内にて食事をしなが

ら2日間のクモ合わせをした．緒方さんから採取，観察した蜘蛛の種名が呼び上げられ，

多くのクモと出会った楽しめた合宿であった．特に家族参加の澤矢家族にはこの夏休みの

宿題のテーマが決まった様子で嬉しく思う． そして今般，宿泊の予約や観察場所の下見，

場所状況で車の手配など気苦労やお世話になった貝發，塩崎の両先生には大いに感謝，有

難うございました． （柴田）
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3年ぶりに三重県担当になった合同合宿は，要望の強かった三重県西部地域での開催と

した．下見を重ねて， 山地環境では奈良県境に近い高見峠付近の木梶ﾉ1 1林道を，里山環境

では飯南町粥見を選定した．心配をよそに直前に沢山の参加希望がでて，結局，総勢22
名の盛大な採集観察会になった．

第1日目 7月27日

兵庫県姫路市や岐阜県可児市，多治見市から電車で来られる5人を11時に松阪駅で迎

え， 2台の車で集合場所の道の駅「飯高駅」へ向かった．市街地通過に予想外の時間がか

かり遅刻は確実，連絡をとって集合場所に来ている人は道の駅で昼食を取りながら待って
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もらうことにした．遅れて到着した我々8人も大急ぎで昼食を済まして, 12時20分から

休憩所前で開会式． 中部蜘蛛の緒方会長の挨拶と日程等の説明の後， 8台の車を連ねて一

路高見峠を目指す．昔と違って道がよく整備されたが， それでも遠い遠い． さらに林道は

道が狭く大きな駐車場所もないので，高見トンネル手前の駐車場で大型車は乗り換え，や

っとのことで現地に到着した．

早速採集準備をして， まずは元気なうちに記念写真の撮影, 13時30分から16時まで採

集観察をした．初心者は熱心に指導を受けながら，ベテランはこの地の目的のクモを求め

て，それぞれ観察や採集を進める．崖の窪みで卵のうを抱えたアケボノユウレイグモが多

く見つかった．三重県レッドデータブック (RDB)の準絶滅危倶種に指定されているクモ

だ．洞穴外ではこんな環境に生息していることが分かった． オダカグモ，ヤマオニグモ，

イシサワオニグモ・…皆時間の経つのも忘れて観察する．予定の時間を30分も過ぎてよ

うやく採集会を終了， まだまだ観察したい気持ちを抑えて林道を後にした．

来た道を1時間かかって戻り, 17時30分に宿舎に到着した． ここは10年ほど前の合同

合宿時にも宿泊し付近を調査したところである．隣接するキャンプ場も賑わっており，そ

の時の参加者数人は，皆昔を思い出して懐かしんでいた．休憩，散策，入浴など自由時間

を過ごして, 18時30分からは夕食懇親会．美味しい川魚や山菜料理を囲みながら， 自己

紹介をして楽しいひと時となった． 20時

から付近の山道で夜の観察会，昼間とは

違ったクモの様子が沢山見られて面白い．

ワキグロサツマノミダマシがいくつも造

網している． ジョロウグモの幼体も多い．

ヌサオニグモ， イオウイロハシリグモも

いる． シロオビトリノフンダマシ，オオ

トリノフンダマシも見つける．皆ワイワ

イガヤガヤと言いながら熱心に見て回っ

た．宿舎に戻り， 22時からは大部屋で

クモ談義やクモの勉強会だ． ビールやお

茶で喉を潤しながら，実体顕微鏡を使っ

て同定のノウハウを教えてもらう人，昼

の採集標本をもとに話し合う人， クモ図

鑑や書物に目を通す人，専門家から明日

の網採集の仕方を教えてもらう子ども達，

このような自由な会話を通して普段聞け

雛

蕊鶴

露悪j鷺敷

ない細かな知識が習得できるのだ． こうして第1日目の日程は終了した．

第2日目 7月28日

7時から朝食と準備，宿舎の玄関前での記念撮影後，本日の採集地である飯南町粥見菅

原神社へ出発する．昨日に続いての酷暑，少々疲れが残っている．約40分で神社着. 11
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時30分までの予定で，神社境内と周辺里山の観察，採集をすることにしたが，早くも神

社境内で色々なクモに出合う， ヒラタグモ，オオヒメグモ， ツリガネヒメグモ，ジグモ，

樹皮上で5個のキノボリトタテグモの巣も確認，皆写真撮影に夢中だ．子ども達はボール

紙とラッカーを使って網の標本作りをし

ている．神社からなかなか他の場所へ移

動できないので，私は気持ちを変えて茶

園や雑木林を見ながら里山環境のクモを

探すことにした．そして, 300mほど行

ったクリ林の中でスズミグモを発見， き

れいなドーム網に幼体の雌が占座してい

る．何度見てもきれいな網と美しいクモ

だ．すぐ横のツツジの葉裏にはトリノフ

ンダマシがいた． また．雑草地では立派ンダマシがいた． また，雑草地では立派なコガネグモも発見した．神社にいる皆に報告し

暑い日差しの中を移動， ここでも順番に写真撮影と相成った． あっという間に終了時間と

なり，気持ちはもっと調べたいところだが， この酷暑に身体は皆もう限界，境内で休みな

がら寿司弁当の昼食をとった．

最後に，緒方会長を中心にこの2日間で確認したクモ合わせを行った．木梶川林道で19

種，宿舎周辺で35種，菅原神社周辺で33種のクモが観察できたが， この時期としてはや

や少ない結果だ． しかし，皆で勉強しながらの採集であり，一心に種を求める調査とは異

なるのでまあこんなものだろう．正式には，採集した標本同定をもとに種を確定するので，

同定結果を持ち寄れば種数はもっと増えるものと思う．ここでも話しが盛り上がったたが，

遠方の人やこの後引き続いて別の調査に行く人もあるため話しを打切り， 閉会の挨拶があ

って12時30分に本年度の合同合宿を終了した．

車で来られた人はここで解散し，私は電車で帰る人を乗せて松阪駅までお送りした後帰

宅した．今年もクモ仲間との楽しい有意義な合同合宿を無事に終えて大満足である．

（貝發）

合同合宿で採集確認したクモ類目録

本目録には，事前下見における調査及び当日の個人調査の記録も含めている．採集地と

採集年月日および3次メッシュコード （世界測地系） ，緯度経度（世界測地系），標高は

次のとおりである． 目録中では採集地は（ ）内のように略記した． なお，緯度経度およ

び標高は採集地のおおよその中間点で表している．

松阪市飯高町木梶高見峠への林道（高見峠） 2013年7月11日

［5136.40981, 34.410356,136.1056, 730m
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松阪市飯高町木梶木梶木原橋付近（木梶） 2013年7月11日， 7月27日

[5136-40･87], 34.407382,136.098562, 730m

松阪市飯高町宮前花岡神社（花岡） 2013年7月27日

［5136.52-16]， 34.431373,136.333853, 150m

松阪市飯高町赤桶宿舎「つつじの里荒滝」周辺（荒滝） 2013年7月27日

[5136･52-33], 34.448653,136.298726, 250m

松阪市飯南町粥見菅原神社およびその周辺（菅原） 2013年7月11日， 7月28日

［5136.53.41]， 34.453348,136.389772, 130m

目録中の科名，学名，和名とその配列は谷川の「日本産クモ類目録Ver.2013R1」によった．

データは採集地略記，採集年月日，採集個体数と性齢，採集同定者名の順に記した．性

齢については次の記号で表した．

F:早成体, f :早幼体,M:研成体, In:⑦幼体, y :雌雄不明幼体, E:卵のう,N:

住居

また，採集同定者名は（ ）内に次のように略記して示した．

緒方＝（緒) ，貝＝（貝） ，塩＝（塩) ，角野＝（角）

本調査において26科115種のクモを確認することができた． これらの内，下見調査の折に

採集されたマルコブオニグモは三重県初記録である

Atypidaeジグモ科

AtypuskarschiD6mtzl887ジグモ

花岡, 2013.7.27,N(緒) ;木梶, 2013.7.27, N(緒) ;菅原, 2013.7.28,N(緒）

Ctenizidae トタテグモ科

Conothelehagaria(D6mtzl887) キノボリトタテグモ

菅原, 2013.7.28, yN(緒), y(塩）

Pholcidaeユウレイグモ科

Belisanaakebona(Komatsul961) アケボノユウレイグモ

木梶, 2013.7.27, FME(緒), FE(貝), FE(塩）

PholcuscrypticolensB6senberg&Strandl906ユウレイグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

Pholcusphalangioides(Fuesshnl775) イエユウレイグモ

荒滝, 2013.7.27, Fy (緒) ,M(塩）

Oonopidae タマゴグモ科

OrchestmasanguineaOil955 アカハネグモ

木梶， 2013.7.27, F(緒）

Mimetidaeセンショウグモ科

ErojapomcaB6senberg&Strandl906センシヨウグモ
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木梶， 2013.7.27, y (貝) ;荒滝, 2013.7.27, FF(塩）

Oecobiidaeチリグモ科

UrocteacompactilisL.Kochl878 ヒラタグモ

花岡, 2013.7.27, yN(緒) ;木梶, 2013.7.27,N(緒) ;荒滝, 2013.7.27,N(緒) ;菅原，

2013.7.28, FEN(緒）

moboridae ウズグモ科

HyptiotesaffmsB6senberg&Strandl906オウギグモ

荒滝, 2013.7.27, y(塩）

MiagrammopesorientahsB6senberg&Strandl906マネキグモ

荒滝, 2013.7.27, F(緒) , F(塩）

Octonobasybotides(B6senberg&Strandl906) カタハリウズグモ

木梶, 2013.7.27, F(貝）

Theridiidae ヒメグモ科

Ariamnescylindrogaster(Simonl888) オナガグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒) , y(貝) ;荒滝, 2013.7.27, y (緒), y(塩）

Chryssoargyrodifbrmis(Yaginumal952) オダカグモ

木梶， 2013.7.27, F(緒) ;菅原, 2013.7.28, F(貝）

DipoenapunctisparsaYaginumal967シモフリミジングモ

荒滝， 2013.7.27,M(緒）

EpismusnubnusYaginumal960ムラクモヒシガタグモ

荒滝, 2013.7.27,M(塩）

Monetacaudifra(D6mtz&Strandl906) ハラナガヒシガタグモ

木梶, 2013.7.27, F(貝）

NeospintharusfUr(B6senberg&Strandl906) フタオイソウロウグモ

花岡, 2013.7.27, F(緒）

Parasteatodaanguhthorax(B6senberg&Strandl906) ツリガネヒメグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(貝) ;木梶, 2013.7.11, 1F(塩) ;菅原, 2013.7両兄峠, ZU15..l.11, 1r. (貝ノ ；木梶, 2013.7.11, 11j,(塩) ;菅原, 2013.7 FE(緒）.28,

Parasteatodacuhcivora(B6senberg&Strandl906) カグヤヒメグモ

菅原， 2013.7.28, F(緒）

Parasteatodaferrumequina(B6senberg&Strandl906) ヒザブトヒメグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

Parasteatodajapomca(B6senberg&Strandl906) ニホンヒメグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒) ;荒滝, 2013.7.27, F(緒), F(塩）

Parasteatodatabulata(Levil980) オオツリガネヒメグモ

木梶, 2013.7.27, f(緒）

Parasteatodatepidariorum(C.L・Kochl841) オオヒメグモ

花岡,2013.7.27,Fy(緒) ;木梶,2013.7.27,F(緒),F(貝),M(角),F(塩) ;#;荒滝，2013.7.27,
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Fy (緒) ,M(塩) ;菅原, 2013.7.28, Fy(緒）

Phoroncidiapnula(Karschl879) ツクネグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

Phycosomamustehnum(Simonl889) カニミジングモ

木梶， 2013.7.27,句（緒) , FMy(貝) ;荒滝, 2013.7.27, FM(緒) , 3F&

2013.7.28,m(貝）

Platmckinastermnotata(B6senberg&Strandl906) ムナボシヒメグモ

菅原, 2013.7.28, FE(緒）

Rhomphaealabiata(Zhu&Songl991) 上ケナガヤリグモ

荒滝, 2013.7.27, fin(緒）

Rhomphaeasagana(D6nitz&Strandl906) ヤリグモ

木梶, 2013.7.27, fm(緒) ;荒滝, 2013.7.27, F(塩）

Takayuschikunii(Yaginumal960) バラギヒメグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(塩) ;木梶, 2013.7.27, F(緒), F(貝）

TheridionpinastriL.Kochl872 ムネグロヒメグモ

菅原, 2013.7.28, f (緒）

Yaginumenacastrata(B6senberg&Strandl906) ボカシミジングモ

木梶, 2013.7.27, FM(緒）

Yunohamenasubadulta(B6senberg&Strandl906) コケヒメグモ

荒滝, 2013.7.27, FE(緒）

Yunohamenayunohamensis(B6senberg&Strandl906) ユノハマヒメグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

Theridiosomatidae カラカラグモ科

TheridiosomaepeiroidesB6senberg&Strandl906 カラカラグモ

木梶， 2013,7.27, F(緒）

Mysmemdae コツブグモ科

MysmenenapseudOjobiLm&U2008ナンブコツブグモ

木梶, 2013.7.27, F(貝）

Linyphiidaeサラグモ科

Diplocephaloidessaganus(B6senberg&Strandl906) ハラジロムナキグモ

木梶, 2013.7.27,m(貝）

GongyndioideskaihotsuiSaito&Ono2001 カイホツズキンヌカグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

Hylyphantesgraminicola(Sundevalll830) クロナンキングモ

菅原， 2013.7.28, F(貝）

NerienebrongersmaivanHelsdingenl969チビサラグモ

木梶, 2013.7.27, y (貝）

3F4Mmy(塩） ;菅原，
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Nerienehlsca(Oil960) クスミサラグモ

木梶, 2013.7.27, y(貝) , f(角）

Nerienelongipedena(B6senberg&Strandl906) アシナガサラグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(塩) ;木梶, 2013.7.27, FM(緒) , FM(貝) , F(角) , FM(塩）

Nerienemgripectoris(Oil960) ムネグロサラグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒）

StrandenayaginumaiH・Saitol982 ヒメヨツボシサラグモ

木梶, 2013.7.27, f(貝）

Turinyphiayunohamensis(B6senberg&Strandl906) ユノハマサラグモ

木梶, 2013.7.27, F(塩）

Tetragnathidae アシナガグモ科

Leucaugeblanda(L.Kochl878) チユウガタシロカネグモ

菅原， 2013.7.28,伽（緒）

LeucaugesubblandaB6senberg&Strandl906 コシロカネグモ

花岡, 2013.7.27, F(緒) ;木梶, 2013.7.27, F(緒) ;菅原, 2013.7.28, f(貝）

LeucaugesubgemmeaB6senberg&Strandl906キララシロカネグモ

菅原, 2013.7.11, 1F(塩) ;荒滝, 2013.7.27, F(緒）

MenosiraornataChikuml955キンヨウグモ

木梶， 2013.7.27,句（緒）

MetareticuloidesYaginumal958ヤマジドヨウグモ

木梶, 2013.7.27, f(緒）

Araneidae コガネグモ科

AraneusishisawaiKishidal920イシサワオニグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒) , F(塩）

AraneusrotundicormsYaginumal972マルコブオニグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(塩）

AraneusuyemuraiYaginumal960ヤマオニグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(塩) ;木梶, 2013.7.27, f (緒), f(貝）

ArgiopeamoenaL.Kochl878 コガネグモ

菅原, 2013.7.28, F(塩）

Argiopebruenmchi(Scopohl772) ナガコガネグモ

花岡, 2013.7.27,Mf(緒) ;荒滝, 2013.7.27, y(塩）

ArgiopemmutaKarschl879 コガタコガネグモ

木梶， 2013.7.27, f(緒) ;菅原, 2013.7.28, f(緒）

ChorizopesnippomcusYaginumal963ヤマトカナエグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒）

CyclosaargenteoalbaB6senberg&Strandl906ギンメツキゴミグモ
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木梶,2013.7.27,F(緒),y(貝),f(角) ;荒滝,2013.7.27,FM(緒),F(塩) ;菅原,2013.7.28,

F(緒), f (貝) , F(塩）

CyclosakumadaiTanikawal992 クマダギンナガゴミグモ

荒滝, 2013.7.27,M(緒）

CyclosaoctotuberculataKarschl879 ゴミグモ

荒滝， 2013.7.27, FE(緒) , y(塩) ;菅原, 2013.7.28, FE(緒）

CyclosasedeculataKarschl879 ヨツデゴミグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒) , 4y (貝) ;荒滝, 2013.7.27, F3y(塩）

Cyrtarachnebufb(B6senberg&Strandl906) トリノフンダマシ

花岡, 2013.7.27, f(緒) ;木梶, 2013.7.27, FM(緒) ;菅原, 2013.7.28, Ff(緒), f(塩）

CyrtarachneinaequahsThorenl895オオトリノフンダマシ

花岡, 2013.7.27, f(緒) ;木梶, 2013.7.27, FM(緒) ;荒滝, 2013.7.27, f(緒) ;菅原，

2013.7.28, F(貝）

CyrtarachnenagasakiensisStrandl918シロオビトリノフンダマシ

荒滝， 2013.7.27, f(緒) ;菅原, 2013.7.28,M(貝), F(塩）

Cyrtophoraikomosanensis(B6senberg&Strandl906) スズミグモ

菅原, 2013.7.28, Ff(緒), f(貝) , f(塩）

EriovixiapseudocentrodesG6senberg&Strandl906) トガリオニグモ

木梶, 2013.7.27, f(緒) ;荒滝, 2013.7.27, f(緒）

Hypsosmgasanguinea(C.L.Kochl844) シロスジシヨウジヨウグモ

木梶, 2013.7.27, y (緒) , y(貝）

Neosconaadianta(Walckenaerl802) ドヨウオニグモ

菅原, 2013.7.28, y (緒）

Neosconamenoteei(Simonl895) ワキグロサツマノミダマシ

花岡, 2013.7.27, f(緒) ;木梶, 2013.7.27, f (緒) ;荒滝, 2013.7.27, y (緒) , f (塩) ;

菅原, 2013.7.28, fm(緒) ,m(貝),m(塩）

Neosconapunctigera(Doleschanl857) コケチヤオニグモ

荒滝， 2013.7.27, f(緒) ;菅原, 2013.7.28, f(緒）

Neosconascyna(Karschl879) ヤマシロオニグモ

荒滝, 2013.7.27, f(緒), F(塩）

Neosconascylloides(B6senberg&Strandl906) サツマノミダマシ

荒滝, 2013.7.27,m(塩）

Plebssachahnensis(S.Saitol934) カラフトオニグモ

高見峠, 2013.7.11, 1F(貝）

Lycosidae コモリグモ科

PardosaastrigeraL・Kochl878 ウヅキコモリグモ

菅原, 2013.7.28, f(緒）
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PardosabrevivulvaTanakal975ヤマハリゲコモリグモ

菅原, 2013.7.28, F(緒), FE(塩）

PardosalauraKarschl879ハリゲコモリグモ

菅原， 2013.7.28, FE(緒) , F(塩）

Pisauridae キシダグモ科

DolomedessulfureusL.Kochl878 イオウイロハシリグモ

花岡, 2013.7.27, y (緒) ;木梶, 2013.7.27, F(緒) ;荒滝, 2013.7.27, y (緒）

Oxyopidaeササグモ科

OxyopessertatusL・Kochl878ササグモ

花岡, 2013.7.27, F(緒) ;木梶, 2013.7.27, FM(緒) ;荒滝, 2013.7.27, F(緒) ;

菅原, 2013.7.28, FM(緒), y(貝）

Agelemdae タナグモ科

AgelenasilvaticaOligerl983 クサグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒) ;荒滝, 2013.7.27, f(緒) ;菅原, 2013.7.28, f (緒）

Anagelenaopulenta(L.Kochl878) コクサグモ

花岡, 2013.7.27, f(緒) ;木梶, 2013.7.27, y(緒), y(貝) , f(角) ;荒滝, 2013.7.27, y

（緒） ；菅原， 2013.7.28, y(緒）

Desidae ウシオグモ科

Badumnamsignis(L・Kochl872) クロガケジグモ

荒滝, 2013.7.27,N(緒）

Miturgidae ツチフクログモ科

CheiracanthiumeutitthaB6senberg&Strandl906アシナガコマチグモ

荒滝, 2013.7.27, F(緒）

Prochorapraticola(B6senberg&Strandl906) イタチグモ

木梶, 2013.7.27, y(緒）

Anyphaemdae イヅツグモ科

AnyphaenaayshidesYaginumal958ナガイヅツグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒）

AnyphaenapugnKarschl879 イヅツグモ

木梶, 2013.7.27, y (貝）

Clubiomdae フクログモ科

Clubionajucunda(Karschl879) ヤハズフクログモ

木梶, 2013.7.27, f(緒）

ClubionavigilKarschl879ムナアカフクログモ

荒滝, 2013.7.27, F(緒）

Corinnidaeネコグモ科

TrachelasapomcasB6senberg&Strandl906ネコグモ
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木梶, 2013.7.27, f (緒）

Sparassidaeアシダカグモ科

Heteropodavenatoria(Linnaeusl767) アシダカグモ

荒滝, 2013.7.27, y (緒）

Sinopodabrcipata(Karschl881) コアシダカグモ

木梶, 2013.7.27, f (緒) , y(貝) ;菅原, 2013.7.28, y (緒）

Philodromidaeエビグモ科

PhilodromusspimtarsisSimonl895キハダエビグモ

花岡, 2013.7.27, F(緒）

PhnodromussubaureolusB6senberg&Strandl906アサヒエビグモ

菅原, 2013.7.28, FE(緒) , y(貝）

Thomisidaeカニグモ科

Bassamanaapomca(Karschl879) キハダカニグモ

花岡, 2013.7.27, f (緒) ;菅原, 2013.7.28, F(緒) , y(塩）

DiaeasubdolaO.P.･Cambridgel885 コハナグモ

菅原, 2013.7.28, F(緒）

Ebrechtellatricuspidata(Fabriciusl775) ハナグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒) ;菅原, 2013.7.28, y (貝）

Lysitelescoronatus(Grubel861) アマギエビスグモ

木梶, 2013.7.27, F(貝）

OxytatestriatipesL@Kochl878 ワカバグモ

木梶, 2013.7.27, y(貝) ;荒滝, 2013.7.27, F(緒) ;菅原, 2013.7.28, y (貝）

OzypmamatsumotoiOnol988マツモトオチバカニグモ

菅原, 2013.7.28, f(貝）

PistiusapomcasKarschl879ガザミグモ

菅原， 2013.7.28, y(緒）

SynemachikumiOnol983チクニエピスグモ

木梶, 2013.7.27, F(緒), F(貝）

ThomisuslabebcmsKarschl881 アズチグモ

菅原, 2013.7.28, f(緒）

Tmaruspiger(Walckenaerl802) トラフカニグモ

木梶, 2013.7.27, y(貝) , f (角）

TmarusrimosusPaikl973セマルトラフカニグモ

荒滝， 2013.7.27,My(緒）

Salticidaeハエトリグモ科

Carrhotusxanthogramma(Latremel819) ネコハエトリ

花岡, 2013.7.27, y (緒) ;木梶, 2013.7.27, y(緒）
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Evarchaalbaria(L.Kochl878) マミジロハエトリ

木梶, 2013.7.27,m(貝）

HeliciusyaginumaiBohdanowicz&Pr6szynski l987 ジヤバラハエトリ

木梶, 2013.7.27, f (緒), FM(貝）

LauhiaaeneaSimonl889エキスハエトリ

菅原， 2013.7.28, FM(緒）

Pancoriuscrassipes(Karschl881) アシブトハエトリ

菅原, 2013.7.28, F(緒）

Phmtenaaremcolor(Grubel861) マガネアサヒハエトリ

菅原, 2013.7.28, F(貝）

Plexippoidesdoemtzi(Karschl879) デーニツツハエトリ

木梶, 2013.7.27, Fm(緒),b(貝) ;菅原, 2013.7.28, f(緒）

Pseudiciusvulpes(Grubel861) イナズマハエトリ

菅原, 2013.7.28, fm(緒),

Rhenealbigera(C.L.Kochl848) ヒメカラスハエトリ

木梶， 2013.7.27, F(貝) ;

Sibianorkochiensis(Bohdanowicz&Pr6sa/iski l987) ナカヒラハエトリ

木梶, 2013.7.27,M(緒) ;

Sibianorpunus(B6senberg&Strandl906) キレワハエトリ

菅原， 2013.7.28, F(塩),

Yaginumaenastriatipes(Grubel861) ウススジハエトリ

木梶， 2013.7.27, br (緒) , Fy(貝),M(角) ;

Yaginumamssexdentatus(Yaginumal967) ムツバハエトリ

木梶, 2013.7.27,m(緒) ;荒滝, 2013.7.27, m(塩) ;菅原, 2020 F(緒),13.7.28,

○平成25年度第4回採集観察会兼RDB調査

期 日 ： 平成25年9月1 日（日）

場所： 伊賀市下友生三重県上野森林公園

参加者： 太田定浩， 貝發憲治，熊田憲一，前原晋 (4名）

今回の採集観察会は, RDB調査を兼ねて三重県上野森林公園で行なわれた．県の管理

地であるため，公園内における行為については条例で厳しい規定が設けられている．その

ため， 7月上旬に細かな採集観察の申請書を提出して許可もらい，準備を整えた．

当日は台風接近の予報がでており，暴風雨警報が出ると規定によってただちに公園内の

活動は中止となるため，あらかじめ大事を取って予備日に変更するかどうか随分迷ったが，
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運よく台風は温帯低気圧に変わり，朝から薄曇りの天候であったため，計画どおりに実施

することにした．

伊賀鉄道「市部」駅で，太田さんと前原さんを車に乗せ， コンピニに寄った後, lO時15

分に公園駐車場へ到着．熊田さんは既に付近の観察をしながら待っていた. RDB候補種の

スズミグモとマルゴミグモを見つけたということなので，我々も急いで採集準備をし， 4

人で記念撮影をした後， さっそく駐車場

横で巣に卵のうを付けたスズミグモを確

認，写真に収めた．管理事務所でいつも

お世話になっている職員の坂上優子さん

が待っておられるのと，本日のメインは

公園内に定着したらしいカトウツケオグ

モを確認することであるので，先を急ぎ

たいところだが，すぐに採集や写真撮影

が始まりなかなか前へ進めない．やっと

ll時前になって事務所で坂上さんに挨拶，

1日同行してくださるということで， 5人で出

発した． しかし，事務所を一歩出るのと同時に

激しい降雨となり，採集どころではなくなった

採集用具等をすべて事務所に預け， カッパに管

瓶だけを持った姿で， まずはカトウツケオグモ

のいた「カブトムシの丘」へ行くことにした．

葉裏や樹皮上，地表部などを目視で観察しなが

ら20分ほど進んだが， あまりこれといったク

モの姿は見られない． カトウツケオグモは2年

連続でコナラとササの葉上にいるのが確認されているので，特に丘付近ではこの環境を入

念に調べたが，結局今回は発見できなかった．雨も少し小止みになってきたので皆熱心に

クモを求めて回り歩く．伊賀市で記録のあるコケオニグモやキノボリトタテグモ， アシナ

ガカニグモなども念頭に置いて調査した．オナガグモやニホンヒメグモ，ハエトリグモ類

などを詳しく観察し，特徴あるマルゴミグモの巣も沢山見られた．

12時30分に事務所前のベンチに戻り，雨と汗でびしょ濡れになった体を拭きながら小

休止，昼食とした．熊田さんのクモ談義を聞き，坂上さんがやっとのことで購入してもら

った「日本のクモ」を見ながら皆で楽しく歓談，一息つく間に雨もバラバラ状態になって

くれた．せっかく遠方まで来たのだからもうひと踏ん張りしようと，午後は15時前まで

事務所の周りを採集することにして，各自思い思いに雨の中へ飛び出した．私は種数を増

やすために集中してピーテイングをすることにし，枝葉をたたいたりすくったりしたが，

雨粒を採集しているようなもので，全く成果はでない．こうなると一気に疲れも出てくる．

雨は相変わらず激しくなったり弱まったりの繰り返しで， らちがあかない．他の人も同じ
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ような期待外れの採集結果で， 「雨の日の採集は， まあこんなものでしょう」 ということ

になり，少し早めだったが, 14時40分に終了，坂上さんにお礼を言って帰路についた．

（貝發）

○平成25年度第5回採集観察会

期 日 ： 平成25年10月20日（日）

場所： 明和町中村明和ジャスコ店

参加者： 太田定浩， 貝發憲治，熊田憲一，塩崎哲哉， 角野智紀，橋本理市，前原晋，

武藤茂忠 （8名）

RDB調査も前回で一段落したので，今回から中断していた海岸のクモ調査を再開する

ことにした. RDBに関する今後の話し合いもしなくてはならないので，小雨であったが

計画を強行． しかし，集合時間の10時には大雨となり， とてもではないが海岸での採集

はできないので中止とし，近くの「明ジヤ」に移動した． まだ朝が早いためか，いつもの

ような人出ではない．食堂前の机を並べて，橋本会長の進行で, RDB編集に向けての今

後の日程や候補種について，データのまとめ方，執筆要領など2時間ほど話合いをした．

今回の採集地は来年度に調査することを確認して12時30分に解散した. (貝發）

○平成25年度同定学習会

期日 ：平成25年12月7日 （士）

場所：松阪市駅部田町喫茶店「竹輝銅庵」特別室

参加者： 太田定浩，貝發憲治，熊田憲一，塩崎哲哉，柴田良成，角野智紀，橋本理市，

前原晋 （8名）

松阪市のR42沿いにある喫茶店「竹輝銅庵」の2F特別室にて同定学習会が行われた．

私は初参加， 中部蜘蛛懇談会事務局の柴田さんにも名古屋から駆けつけて頂き，今回は総

勢8名での開催となった．

午前10時に集合し， まず三重クモ談

話会の橋本会長による開催の挨拶や貝發

事務局長から今年度の活動内容等につい

ての連絡があり， その後，各人が自己紹

介がてら現在抱えている課題や日頃から

抱いている疑問等を順次挙げていった．

内容はやはりクモ同定に関することが多

かったが，標本の保存方法や標本保管時

に用いている資器材，写真撮影方法， 同定に役立つ文献とその使い方， クモの生態など多

岐に渡り， それぞれについて活発な議論が展開されたため， クモの標本を見る暇もなく気

－64－



が付けばもうランチタイムであった．

昼食を取りながらもクモの話に花が咲き，

標本を観察しながらの同定学習会が始ま

った， クモの先達たちの傍らで実際に実

体顕微鏡を覗かせて頂き，画像や資料で

同定のポイントを解説して頂くのは， 自

分一人で文献等を繰りながらああでもな

いこうでもないと苦悶しながら同定する

のとはわけが違う． 同定職人たちの説明

にふむふむと感心したり， ほほうと驚い

たりしながら， またとない機会とばかりにたりしながら， またとない機会とばかりに大

12時40分頃からようやく各々が持ちよった

いに勉強させて頂いた．特に印象的だったの

がサカグチトリノフンダマシ， ツユグモ， シノピグモなどの標本で，今まで図鑑でしか見

たことがなかったこれらの姿に大興奮した． また， 中国の東北地方で採集されたオニグモ

のサイズの大きさには目を見張るものがあった． この他にも様々な希少なクモ標本を堪能

させて頂いたが， その後にもう一つ思わぬ眼福にあずかった．三重県四日市市では1995

年に初めてセアカゴケグモが発見されたが，何とその際の標本を拝見することができたの

だ.予期せぬ対面に感激もひとしおだった．

午後2時から約30分間のコーヒーブ

レイクをはさみつつも参加者の学習意欲

は留まるところを知らない，未同定標本

の種名やある種のクモに見られる変異な

ど様々な疑問点について白熱した議論が

繰り広げられたが，午後3時30分を持

ち本年度の同定学習会は終了となった．

今回この同定学習会に初めて参加させ

て頂いたが， 内容が濃く， 見るものや間

くことの全てが有意義で非常に勉強になった．次の機会があればまたぜひ参加させて頂き

たいと思う．少し希望を言うならば，今度はもう少しレベルを下げて（私のような） クモ

初学者でも親しめる「クモの（科レベルまでの）基礎的な同定講座」のような座学を開催

して頂けると嬉しい．

最後になりますが，会場設営ならびに運営等でご尽力くださった三重クモ談話会事務局

の皆様に厚く御礼申し上げます． （角野）

日 （士）開催予定の年度末活動まとめと情報交換の会は， 1週間前に行われた

RDB打合せ会後に，活動まとめと反省の話合いを持ったため，急きょ中止と

ご了承ください．

●2月22

県主催の

なった．
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採集年月日と採集地および3次メッシュコード （世界測地系），緯度経度（世界測地系），

標高は次のとおりである． 目録中では採集地点は（ ）内のように略記した． なお，緯度経

度および標高は採集地のおおよその中間点で表している．

2013年4月27日 津市安濃町草生経ケ峰口駐車場周辺～登山道（経ケ峰）

3次メツシユコード： 5236.13.23,緯度経度： 34.773753,136.41688,標高: 115m

2013年6月2日 鈴鹿市小岐須町小岐須渓谷（小岐須）

3次メツシユコード： 5236.33-44,緯度経度： 34.957225,136.432304,標高:280m

2013年6月2日 鈴鹿市西條町金生水沼沢植物群落（金生水）

3次メツシユコード： 5236.24.44,緯度経度： 34.868366,136.561372,標高: 14m

2013年9月1日 伊賀市下友生三重県上野森林公園（上野）

3次メツシユコード： 5236.01.91,緯度経度：34.745882,136.14816,標高: 160m

目録中の科名，学名，和名とその配列は谷川の「日本産クモ類目録Ver.2013R1」によった．

データは採集地点略記，採集年月日，採集個体数と性齢，採集同定者名の順に記した．

性齢については次の記号で表した．

F:早成体, f :早幼体, M: c詞成体, In:伊幼体, y :雌雄不明幼体, E:卵のう

また，採集同定者名は（ ）内に次のように略記して示した．

太田＝（太)，武藤＝（武)，貝發＝（貝），熊田＝（熊)，塩崎＝（塩）

2013年度の本調査において26科138種のクモを確認することができた． これらの内には三重

県のファウナに新しく追加される種は認められなかった．

目 録

Ctenizidae トタテグモ科

Cb"oMeJefraga"a (D6nitzl887) キノボリトタテグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1F (武）

Pholcidaeユウレイグモ科

助oJc"scZyZpticoJe"sB6senberg&Strandl906ユウレイグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2f(熊) ;小岐須, 2013.6．2, 1y(塩) ;金生水, 2013.6．2, 1F(熊）

；上野， 2013．9. 1, 1f (熊）

"oJc"sp畑ﾉa"gjoides(Fuesslinl775) イエユウレイグモ

上野, 2013.9. 1, 1M2f (熊）

Mimetidaeセンショウグモ科

""straJo"加er"sjapo"ic"s (Uyemura l938) ハラビロセンシヨウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊）

Erojapo"icaB6senberg&Strandl906センシヨウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1y (貝) ;小岐須, 2013.6.2, 1F (貝), 1Flf (熊) ;金生水，
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2013.6．2, 1F (熊）

0ecobiidaeチリグモ科

"ocreaco"Pac""sL. Kochl878 ヒラタグモ

小岐須， 2013．6.2, 4F (熊）

Uloboridae ウズグモ科

"agra""oPeso"e"ra"sB6senberg&Strandl906マネキグモ

上野， 2013．9. 1, 1y (貝）

Octo"obasJ'加〃des (B6senberg&Strandl906) カタハリウズグモ

小岐須, 2013.6.2, 1y (貝), 2F2f (熊）

Octo"Oba !'arja"s (B6senberg&Strandl906) ヤマウズグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 1flmly (貝) , 1F4f (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1F1Mly (貝),

1F (熊), 3F(塩）

Theridiidae ヒメグモ科

肋elos加UscrassiPes (B6senberg&Strandl906) アシブトヒメグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1M (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 2F (熊) ;金生水, 2013．6．2,

1M2Flf (熊）

』"eJos加"si"a"akie"SisYoshida l986 イワワキアシブトヒメグモ

小岐須, 2013.6.2, 1M (熊）

j4zgyrodes加"adea (Karschl881) シロカネイソウロウグモ

金生水, 2013.6.2, 1F (武), 1F1E (貝) , 1F1f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F1M (貝）

"Jg)zrodescJ'〃"drar"sThorell l898 トピジロイソウロウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1y (熊）

j4ZgJfrodesku"a曲iChida&Tanikawa l999チリイソウロウグモ

金生水, 2013.6.2, 1m2fly (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

ノイria""escJ'""〃ogaster(Simonl888) オナガグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊）

"rJ'ssofb"ara (L.Koch l878) ホシミドリヒメグモ

小岐須, 2013.6.2, 1F (熊）

ChrJ'ssoocto"ac"Zata (B6senberg&Strandl906) ヤホシヒメグモ

金生水, 2013.6.2, 1M (熊）

"jPoe"aP""C"sparsaYaginuma l967 シモフリミジングモ

上野， 2013.9. 1, ly (貝）

"oplog刀athaa〃upra (Karschl879) カレハヒメグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊) ;小岐須, 2013,6.2, 1F (武), 3F (熊), 1F(塩）

"iSi""Saffi"isB6senberg&Strandl906 ヒシガタグモ

金生水, 2013.6.2, 1F (熊）

"eoSpj"幼ar"sftlr(B6senberg&Strandl906) フタオイソウロウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2mlf (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1f (熊) ;金生水, 2013.6.2,

5M8F (熊）
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"rasreatodaa"g〃茄加rax(B6senberg&Strandl906) ツリガネヒメグモ

小岐須, 2013.6.2, 2y (貝) , 1f (熊), 1F(塩) ;上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

"rastearodac""ci''ora (B6senberg&Strandl906) カグヤヒメグモ

小岐須, 2013.6.2, 2M1F3f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

"rasteatoftjpo"ica (B6senberg&Strandl906) ニホンヒメグモ

上野, 2013．9.1, 1f (太) , 1F (貝) , 1F (熊）

"rastearodako"p"e"sis(B6senberg&Strandl906) コンピラヒメグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 5y (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1f (熊）

"r･asrea"ぬrJ'""" (Yoshida2000) リユウキユウヒメグモ

上野， 2013．9. 1, 1F (熊）

"rastearo"ta加jara (Levi l980) オオツリガネヒメグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 1m2f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F (貝), 3F1f (熊）

ParasteatOdarepi""or""(C、 L. Koch l841) オオヒメグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1y (貝) ;小岐須, 2013.6．2, 1F (太), 1F2Mly (貝), 1M (熊）

上野, 2013．9． 1, 1F (太), 3F (貝), 4F (熊）

"oroncidiaP""Ja (Karsch l879) ツクネグモ

小岐須， 2013．6.2, 1F (貝）

助J'coso"aa"a"ie"se (Yoshidal985) アマミミジングモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1m (熊）

助J'coso"a"ayo"argi"aru〃(B6senberg&Strandl906) キベリミジングモ

小岐須， 2013．6．2, 1f (熊）

助J'coso"a〃zﾉSre〃"2"(Simonl889) カニミジングモ

小岐須， 2013．6.2, 2M (貝), 1f (熊）

PIat"ic灯"astez今"i"orara (B6senberg&Strandl906) ムナボシヒメグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1m (武), 1m4f (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1F (熊) ;金生水，

2013．6．2, 2F (熊）

肋o"Pbaeasaga"a (D6nitz&Strandl906) ヤリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1m(熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1F(熊) ;金生水, 2013.6.2, 1m(熊）

Stearo"ci"g"Jara (Thorelll890) ハンゲツオスナキグモ

上野, 2013.9. 1, 1f (熊）

7BkayzﾉSc〃肋"刀(Yaginuma l960) バラギヒメグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 1f (武) ;小岐須, 2013.6.2, 1M (貝), 1F (熊) ;上野，

2013.9. 1, 1f (熊）

乃kaJ'"stakaJ'e"sis(S. Saito l939) タカユヒメグモ

小岐須, 2013.6.2, 1M (熊）

"er〃わ〃pj"asr"L. Kochl872 ムネグロヒメグモ

金生水, 2013.6.2, 1f (熊）

j'agj"α"e"acas"ata (B6senberg&Strandl906) ボカシミジングモ

小岐須, 2013.6.2, 2F (貝) , 1mlf (熊）
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l'agi"""e"a"""Jata (B6senberg&Strandl906) コアカクロミジングモ

小岐須， 2013．6．2, 1MlF (熊）

’'1ﾉ"o妬"e"aJ'α"o妬"e"sis (B6senberg&Strandl906) ユノハマヒメグモ

小岐須， 2013．6．2, 1F1M (貝) , 2F(塩）

Pimoidae ピモサラグモ科

此Z"rra"boaco"orm7es (Karschl881) アシヨレグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1F (武) ;小岐須, 2013.6.2, 2F(塩）

Linyphiidaeサラグモ科

G"a幼o"a〃α〃exsiccar""(B6senberg&Strandl906) ニセアカムネグモ

金生水, 2013.6.2, 1M (熊）

Co"gy〃ケjoidesk鉦加rs"iSaito&0no2001 カイホツズキンヌカグモ

小岐須, 2013.6.2, 4Mlm (熊）

"erie"eんsca (0i l960) クスミサラグモ

小岐須, 2013.6.2, 1F (貝) , 2F (熊）

"e"e"ejapo"ica (0i l960) ツリサラグモ

小岐須， 2013，6．2, 1F (武) , 1F1M (貝) , 2M2F (熊) , 2F1M (塩）

A/e〃e"e"igripecto"s (0i l960) ムネグロサラグモ

小岐須， 2013．6.2, 1M (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

"erie"eoidedicatavanHelsdingenl969へリジロサラグモ

上野， 2013．9. 1, 1F (熊）

肋rj"yp"aJ'zﾉ"o妬"e"sis (B6senberg&Strandl906) ユノハマサラグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 3F (太) , 1F (武), 1F1M (貝), 1M22F (熊) ;小岐須, 2013.6,2,

2F (太) , 3F (武), 1F (貝) , 8F (熊）

"McAe"aeriaorie"ra"s (01iger l985) カントウヒゲヌカグモ

小岐須, 2013．6.2, 1F (貝）

Tetragnathidae アシナガグモ科

Le"ca"gebJanda (L. Kochl878) チユウガタシロカネグモ

金生水, 2013.6.2, 1M (熊）

Le"ca"ges"b"a"daB6senberg&Strandl906 コシロカネグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1mlf25y (熊) ;小岐須, 2013.6．2, 1f (熊) ;金生水, 2013.6.2,

1f(塩) ;上野, 2013.9. 1, 3F (熊）

Le"ca"ges"6ge""eaB6senberg&Strandl906キララシロカネグモ

上野, 2013.9． 1, 2F (貝) , 1F (熊）

"etare"c"JoidesYaginuma l958ヤマジドヨウグモ

小岐須, 2013．6.2, 3y (貝）

"e"e"ca"geko"P"e"sis (B6senberg&Strandl906) タニマノドヨウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 3m4f (熊）

舵"e"ca"gey""o妬"e"sis (B6senberg&Strandl906) メガネドヨウグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1F (熊）
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7brrag"arha"a""osaThorelll895 ヤサガタアシナガグモ

小岐須, 2013．6.2, 1M (貝) ;金生水, 2013.6.2, 1M2F1f (熊）

た〃ag"aMaPraedo"jaL. Kochl878 アシナガグモ

金生水, 2013.6.2, 1M3F (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1y (貝）

た〃ag刀aMashi"a"oe"sisOkuma&Chikuni l978 シナノアシナガグモ

小岐須, 2013.6.2, 1F (貝）

7btrag刀aMas9"a"ataKarschl879 ウロコアシナガグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊) ;金生水, 2013．6．2, 1M3F (熊）

Nephilidae ジョロウグモ科

A/eP"JacjaI'ataL. Kochl878 ジヨロウグモ

上野， 2013．9． 1, 1f (太) , 2f (熊）

Araneidae コガネグモ科

"ra"e"saczﾉsiser"sZhu&Songl994オオクマヤミイロオニグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1M1f (熊）

,4r･a"e"sse伽』α"a"s (Karsch l879) マルヅメオニグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1fly (熊）

，ｲra"e"s !'e"r"cOSUs (L. Koch l878) オニグモ

小岐須, 2013.6.2, 1y (貝) ;金生水, 2013.6.2, 4f (熊）

ノイra"ie"ayagj"""aiTanikawa l995 ムツボシオニグモ

上野， 2013．9． 1, 1f (太）

'4rgiopea"oe"aL・ Kochl878 コガネグモ

上野， 2013.9. 1, 1f3y (熊）

j4rgiopebr"e"〃C"(Scopoli l772) ナガコガネグモ

小岐須, 2013.6.2, 1y (熊）

ん弓gjope〃""raKarsch1879 コガタコガネグモ

金生水, 2013.6.2, 1y (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1F (貝), 1F (熊）

"o"zoPes"jppo"ic"sYaginuma l963 ヤマトカナエグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1m2f (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1f (太), 2F (貝),

〃cJosaarge"teoaJbaB6senberg&Strandl906 ギンメツキゴミグモ

小岐須, 2013.6．2, 1y (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1m (熊）

C)'cJosaa"ataB6senberg&Strandl906 カラスゴミグモ

上野， 2013．9． 1, 4F (熊）

C)'cJosaocror"berc"JaraKarschl879 ゴミグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2f(太) , 1m(貝), 1f(熊) ;金生水, 2013.6.2, 1F(,

1F(塩) ;上野, 2013．9. 1, 1f (太) , 3y (貝) , 2Flf (熊）

〃cJosasedecリノaraKarsch l879 ヨツデゴミグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (貝), 4m5f (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1M (太) ,

（塩） ；上野, 2013.9.1, 1f (熊）

Q'cIosa I'a"araKeyserlingl886 マルゴミグモ

1F(貝

1M (熊）

) , 1F(熊) ,

1F (熊) , 3F
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上野， 2013．9． 1, 1F (太) , 2F (貝) , 1M5F (熊）

C)frtarac加e加fb(B6senberg&Strandl906) トリノフンダマシ

上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

C)zrrarac肋ey""ohar"e"sisStrandl918 アカイロトリノフンダマシ

上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

Q'z-rop肋raiko"osa"e"sis (B6senberg&Strandl906) スズミグモ

上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

伍肋ara"eaabSciSsa (Karschl879) キザハシオニグモ

上野, 2013.9. 1, 1f (熊）

"XPsosi"gasa"g""ea (C. L. Kochl844) シロスジシヨウジヨウグモ

小岐須, 2013.6.2, 1F (貝) , 1F (熊), 1F(塩）

"eosco"a"e"oreei (Simonl895) ワキグロサツマノミダマシ

金生水, 2013.6.2, 1f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1M (貝) , 1m1F (熊）

A/eosco"ap""c"gera (Doleschall l857) コゲチヤオニグモ

上野， 2013．9． 1, 1M (熊）

/VeOSCO"aScJ'"a (Karschl879) ヤマシロオニグモ

金生水, 2013.6.2, 1f (熊）

"eosco"ascJ'〃oides (B6senberg&Strandl906) サツマノミダマシ

小岐須， 2013．6．2, 2y (貝) ;金生水, 2013．6.2, 3f (熊), 1y(塩) ;上野, 2013.9. 1,

4F (熊）

"e6sasr""e (Strandl917) サガオニグモ

小岐須, 2013.6．2, 1F(塩）

Lycosidae コモリグモ科

LycosacoeJes"sL. Kochl878ハラクロコモリグモ

経ケ峰, 2013,4.27, 1M (熊) ;金生水, 2013.6.2, 1Flf (熊）

"r･dOsaagra"aTanaka l985 イナダハリゲコモリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2M3m2f (熊) ;小岐須, 2013．6.2, 1F1E1y (貝) ;金生水，

2013.6.2, 1M5F (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1f (熊）

"rdOsaasr"geraL. Kochl878 ウヅキコモリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1M (貝) ;金生水, 2013.6.2, 1M (熊）

"rmsabreしか〃I'aTanaka l975 ヤマハリゲコモリグモ

小岐須， 2013．6.2, 1F(塩）

〃rWsala"raKarschl879ハリゲコモリグモ

小岐須, 2013.6.2, 6M3F2f (熊）

Pirar"JacJerc"(B6senberg&Strandl906) クラークコモリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2F (貝) ;小岐須, 2013．6.2, 2M1m3F1f (熊) , 4F1M(塩）

Pisauridae キシダグモ科

"oZo"edesraProrB6senberg&Strandl906 アオグロハシリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1y (貝), 1m2f29y (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 4y (熊）
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〃Oﾉo"edess""colaTanikawa&Miyashita2008 スジアカハシリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 5f5y (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1y (貝), 1f (熊）

〃CJo"edess〃んre"SL. Kochl878 イオウイロハシリグモ

金生水, 2013.6.2, 2y (貝) , 4f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1y (貝), 1fly (熊）

Oxyopidae ササグモ科

Oxyopeskorea"usPaik1969 コウライササグモ

上野， 2013．9. 1, 2F (貝), 1F (熊）

伽yopeSsertarZﾉSL. Koch l878 ササグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 1f(熊) ;金生水, 2013.6．2, 1m(熊) ;上野, 2013.9.1, 1F4y(熊）

Ctenidae シボグモ科

〃"a力〃a命じ"aKarschl879 シボグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1M (貝) , 3y (熊）

Agelenidae タナグモ科

ノイgele"as"I'a"caOligerl983 クサグモ

小岐須, 2013.6.2, 1f(太), 1y(貝), 1f(熊) ;金生水, 2013．6．2, 1f(貝), 4f(熊),

1f(塩）

』〃ageJe"aOP"le"ra (L. Kochl878) コクサグモ

小岐須， 2013．6.2, 1y (貝) , 12y (熊) ;金生水, 2013.6.2, 15y (熊) ;上野，

2013.9. 1, 2m (熊）

Desidae ウシオグモ科

助dlJ""ai"sig刀is(L.Kochl872) クロガケジグモ

金生水， 2013．6.2, 1F(塩）

Dictynidaeハグモ科

LaMJ'sa""〃ataB6senberg&Strandl906 カレハグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2mlf (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1F (貝), 5Flf (熊）

Miturgidae ツチフクログモ科

助eiraca"妨血〃e"〃""aB6senberg&Strandl906 アシナガコマチグモ

上野, 2013.9. 1, ly (貝）

助eiraca"幼iZJ〃Japo"ic""B6senberg&Strandl906 カバキコマチグモ

金生水, 2013.6.2, 1f (熊）

助eiraca"功iα〃""jc""B6senberg&Strandl906ヤサコマチグモ

小岐須, 2013.6.2, 1m4f (熊）

Anyphaenidae イヅツグモ科

〃"J'phae"apzﾉg"Karsch l879 イヅツグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1F, 1f (太), 1M9F (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 2F (貝), 1F (熊）
Clubionidae フクログモ科

aZﾉ〃o"aj"c""ぬ(Karschl879) ヤハズフクログモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1m (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 1f (貝) , 1y (熊）

α肋io"ayagj"""〃Hayashi l989 ヤギヌマフクログモ
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経ケ峰， 2013.4.27, 1m3f (熊）

Corinnidaeネコグモ科

n-acheJasapo"icasB6senberg&Strandl906ネコグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 2M(熊) ;金生水, 2013.6.2, 2F(熊) ;上野, 2013.9． 1, 1f

Sparassidae アシダカグモ科

Si"opodafbrcjpara (Karschl881) コアシダカグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1 f ly (貝) ;小岐須, 2013.6.2, 1mly (貝) , ly (熊）

Philodromidaeエビグモ科

助HO〃O"usa"”CO"UsL・ Koch l878 キンイロエピグモ

金生水, 2013.6.2, 1F (貝), 2M1F (熊) , 1F(塩）

Mjjodro"use"argi"""s (Schrankl803) キエピグモ

小岐須， 2013．6.2, 1F (熊）

""odro""ss"f)a"reoI"sB6senberg&Strandl906アサヒエビグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 4f, 2m (太), 6m6fly (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 2f (太),

4m4f (熊) ;金生水, 2013.6.2, 4M2F1f (熊), 1F(塩）

肋a"a”s服"jacezﾉsSimon l880ヤドカリグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 5m4f (熊）

ribe""sapo"icasEfimikl999シヤコグモ

小岐須， 2013．6．2, 1y (貝) , 4y (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1y (貝), 3f (熊）

Thomisidae カニグモ科

"jaeas"6WJaO. P.－Cambridge l885 コハナグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 2f5y (熊) ;小岐須, 2013．6.2, 1mlf (熊）

Ebrecｶｵe"at"cupifﾒara (Fabricius l775) ハナグモ

金生水, 2013.6.2, 1m(熊）

axyrate""arjpesL. Kochl878 ワカバグモ

経ケ峰， 2013.4.27, 1M (武), 1f (熊) ;金生水, 2013.6.2, 1M (貝) ;上野，

2013.9. 1, 1f (貝) , 3f (熊）

乃o〃sUsIabefact"sKarschl881 アズチグモ

金生水， 2013．6．2, 3f (熊）

"ar"spiger(Walckenaer l802) トラフカニグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊) ;上野, 2013.9. 1, 1f (貝), 4f (熊）

7Mar"sr加os"sPaik l973 セマルトラフカニグモ

上野, 2013.9. 1, 1F (熊）

〃s〃cuscroceZﾉsFox l937ヤミイロカニグモ

経ケ峰, 2013.4.27, 1M1F (熊) ;小岐須, 2013.6.2, 2F (熊) ;金生水, 2013.6.

1F (熊）

Salticidaeハエトリグモ科

CBrMor"sxa"幼ogra""a (Latreille l819) ネコハエトリ

上野, 2013.9. 1, 5y (貝）

2013．6．

(太）

2，
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EF'arChaalba"a (L. Kochl878) マミジロハエトリ

経ケ峰， 2013.4.27, 1F (太) ;小岐須, 2013．6.2, 1mlf (熊) ;上野, 2013.9.1,

1M1F (熊）

〃e〃ci"syyagi"""aZBohdanowicz&Pr6szynskil987 ジヤバラハエトリ

小岐須， 2013．6.2, 1mlF (熊) ;金生水, 2013.6.2, 2M2F (熊）

Laufbiaae"eaSimon l889エキスハエトリ

小岐須, 2013．6.2, 1F (貝）

〃Z初arac伽efbZ初ica"a (DeGeer l778) タイリクアリグモ

金生水, 2013.6.2, 1F (熊）

ﾙ"r"arach"ejaPo"jca (Karschl879) アリグモ

金生水， 2013．6,2, 2M8F (熊）

ho〃服"""sZabkal985 コガタネオンハエトリ

小岐須， 2013．6．2, 1F (熊）

〃"CO画"scrasSjPes (Karschl881) アシブトハエトリ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊）

助j"re"a l'ersicolor(C. L･ Kochl846) メスジロハエトリ

金生水, 2013.6.2, 1M (熊）

"exjppoidesdoe"〃zi (Karschl879) デーニッツハエトリ

経ケ峰, 2013.4.27, 2Fly (熊) ;小岐須, 2013．6.2, 2F (太), 1f (熊) ;上野，

2013.9. 1, 1M1mly (貝), 5mlf (熊）

"eXjPP"ssetjPesKarsch l879 ミスジハエトリ

金生水, 2013,6.2, 1F (熊）

Rse"dicizﾉsv〃pes (Grube l861) イナズマハエトリ

経ケ峰， 2013.4.27, 1m (熊) ;金生水, 2013．6.2, 1M2F (熊）

肋e"eaj"gera (C.L.Kochl848) ヒメカラスハエトリ

小岐須， 2013．6．2, 1F (貝) ;上野, 2013.9. 1, 1f (熊）

肋e"earrata (Karschl881) カラスハエトリ

小岐須, 2013.6.2, 1f (熊）

Si"a"orkoc"e"sis (Bohdanowicz&Pr6szynskil987) ナカヒラハエトリ

小岐須, 2013．6.2, 1F (貝) , 1F(塩）

S"erc"pre"sSimonl889 アオオピハエトリ

経ケ峰, 2013.4.27, 1f (熊）

Sir"c"sPe"jc"Jat"s(Simon l875) シラホシコゲチヤハエトリ

経ケ峰, 2013.4.27, 1M (熊）

Sγ刀age"desagorifbr"isStrand l906 アメイロノ、エトリ

小岐須, 2013.6.2, 1F (熊）
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三重クモ談話会

平成26年4月20日（日）

明和町中村イオン明和店

太田定浩， 貝發憲治，熊田憲一，柴田良成，塩崎哲哉，武藤茂忠（6名）

期 日 ：

場所：

参加者：

議事

会員数の報告： 34名（入会1 退会1）

2013年度活動報告

●採集観察会

①4／27 （士） 津市安濃町経が峰口～登山道 参加6名

②6／2 （日） 鈴鹿市金生水植物群落，小岐須渓谷 参加6名

③7／27．28 （士・ 日） 〔中部蜘蛛懇談会との合同開催〕 松阪市飯南町・

飯高町一帯 三重クモ談話会登録会員の参加7名

④9/1 (日） 伊賀市三重県上野森林公園 参加4名

⑤lO/20 (日） 明和町イオン明和店〔雨のため採集は中止〕 参加8名

⑥12／7 （土） 松阪市駅部田町喫茶店特別室〔同定学習会〕 参加8名

⑦2／22 （土） 年間活動反省会・研修会〔中止〕

※第1回～第4回はRDB調査を兼ねて実施

●その他の活動

① 「三重しぜん文化祭inくわな」 : 10/27 (日) ･ ･・ ･桑名市民会館，ブー① 「三重しぜん文化祭inくわな」 : 10/27 (日) ･…桑名市民会館，ブース

1 ．

(1)

(2)

展

示に今年も参加．台風のため， 1日だけの開催．

②クモ類の展示: 8/1～25．…四日市市の「三重県環境学習情報センター」で，

1か月間展示を行い，多くの来館者があった．

③RDB改定のための調査が精力的に進められ，県のRDBは次年度に完成予定．

※会員個人での自然観察会等の指導：いなく市， 四日市市．

●会誌「しのびぐも第40号」の発行: 2013年6月10日に発行した．

2013年度会計報告及び監査報告

2014年度活動

●2014年度役員改選等

(3)

(4)
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会長：橋本理市，事務局長：貝發憲治，副事務局長：武藤茂忠，会計監査：塩

崎哲哉, (HP管理：塩崎哲哉),

※全員留任．運営委員や会誌編集委員等は特に決めずに， その都度参加者で協議し

て進めていく．会の運営やあり方について一度2月の反省会で話合う．

●採集観察会等の日程

①4／20（日） 第1回採集観察会および総会：明和町八木戸の海岸，伊勢市

東豊浜町の海岸

②6/ 1(日） 第2回採集観察会：三重県北端の海岸

③7／27（日） 第3回採集観察会：三重県南端の海岸

④9／ 1（日） 第4回採集観察会：津市近辺の海岸

⑤IO/19(日） 第5回採集観察会：尾鷲市近辺の海岸

⑥2／21(土） 年間活動まとめと反省会，学習会： （松阪市日野町カリヨンプ

ラザ）

※海岸調査をもう1年継続し，過去のリストも参考にしながら，三重県の海岸の

クモについて比較検討，考察を行う．

※詳しい採集地や日程等については，各担当者が現地を調査し，後日決定．

●その他の採集調査や展示会等

①三重県レッドデータブック (RDB)改定にかかる執筆を関係会員で行う．

② 「三重しぜん文化祭」 （3月実施予定）が開催されれば，今年も参加する．

③三重県上野森林公園（伊賀市）の展示（6月），三重県環境学習情報センター

（四日市市）のエコフェアヘの参加（7月）を行う．

④いなく市， 四日市市，伊賀市の行う自然観察会で指導する．

⑤ 日本蜘蛛学会第46回愛知大会（8月22日 （金）～24日 （日））の運営に参加．

●会誌「しのびぐも第41号」の発行. 2014年5月末をもって編集作業，印刷製本

に入る予定．

(5) 2014年度予算案と承認

その他

日本蜘蛛学会第46回愛知大会の運営補助, RDB執筆活動等について，話合った．

2
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〔編集後記〕

事務局のごたごたで編集・印刷作業に手間取り，発行が遅れてしまいましたことをお詫

びいたします．早くから原稿をお寄せいただいた方々，お許しください．

会の活動としては，海岸のクモ調査やレッドデータブック作成のための調査が主なもの

でしたが，久しぶりに若い人の入会があり，個々人の活発な活動も見られた一年でした．

その成果をもとに，セアカゴケグモのその後の動向をまとめた報文をはじめ，読み応えの

ある報文が多く寄せられ，今回も内容のある会誌となりました．ぜひ，いろいろな方々に

当談話会の会誌を紹介していただきたいと思います．

（貝發）

2014年7月31日発行しのびぐも第41号

編集者橋本理市・貝發憲治・太田定浩・塩崎哲哉

発行者橋本理市

発行所三重クモ談話会

（本部) 516-0021伊勢市朝熊町1510-5

橋本理市方

TEL. 0596-24-4562

e-mail address asamagatake@hotmail.com

（事務局) 5110087 松阪市萌木町7-4

貝發憲治方

TEL.&FAX. 0598-29-6427

e-mail address kumo@mctv.nejp
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