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2020年度活動報告

三重クモ談話会

○2020年度総会及び同定学習会

期 日 :2020年2月15日 （土）

場所：松阪市日野町カリヨンプラザ内

参加者：貝發憲治，加藤修朗，熊田憲一，

松阪市市民活動センター

塩崎哲哉，武藤茂忠（5名）

●総会（10時15分から13時まで）

議事に沿って, 2019年度の活動報告, 2020年度予定の確定，会計報告，問題点の確認

と改善が検討された．以下に一部を紹介する．

(1) 2019年度の活動報告

※採集観察会等

①2／16(土) 2019年度総会（松阪市日野町カリヨンプラザ）

②4／13(土） ・ 14（日）第1回採集観察会（南牟婁郡御浜町阪本の里山）

③6／16(日） 第2回採集観察会（南牟婁郡御浜町阪本の里山）

④8／3(土） ・4(日） 中部蜘蛛懇談会との合同採集会(長野県白馬村）

⑤9／7(土） ・8(日） 第3回採集観察会（南牟婁郡御浜町阪本の里山）

⑥11 /9(土） ・ 10(日） 第4回採集観察会（南牟婁郡御浜町阪本の里山）

※その他の催し物

①6／2 （日） 津市リサイクルセンター（環境学習センター）にて指導者養成

クモ講座及び県民対象クモ類観察会

②自然観察会等 いなく市（2回) ， 四日市市（4回） など

※会誌の発行『しのびぐも』第46号： 7月1日発行した

（2） 2020年度の予定(日程変更の可能性有）

①2ノ15(土) 2020年度総会（松阪市日野町カリヨンプラザ）

②4／19(日） 第1回採集観察会（三重郡朝日町）

③5/17(日） 関西クモ研究会・中部蜘蛛懇談会・三重クモ談話会合同採集会

（滋賀県甲賀市）

④6／20(土） ・21(日） 中部蜘蛛懇談会との合同合宿（長野県白馬村）

⑤7／26(日） 第2回採集観察会（多気郡多気町丹生大師）

⑥9／20(日） 第3回採集観察会（度会群大紀町大内山南又山）

⑦11/ 8(日） 第4回採集観察会（いなく市藤原町新町）
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(3)その他

ホームページのリニューアルに着手する．

ホームページに年間予定表の掲載を実

施する．

会誌（しのびぐも）へ1名1件の寄稿を

依頼する．

●同定学習会（総会後: 14時ら16時まで）

同定学習会報告

総会後は顕微鏡等必要な機材を貝發先生が用意され，皆それぞれに不明種の標本や写真

を持ち寄っての同定会を行った．

私は2019年度の三重での観察会で採集した幼体標本の中で，際立った特徴のある種と

ヤチグモ成体標本を持参した．先ずは，熊田先生にヤチグモを2種類観て頂いたところ，

日本産蜘蛛類図鑑を指し示して「ミツイシヤチグモ」と 「コンゴウヤチグモ」 と説明して

頂いたが，腋に落ちなくしばらく顕微鏡と外雌器のイラストとを交互に比較していると，

段々と同じに見えてくるではないか．幼体標本は「アメイロハエトリ」 「キノボリトタテ

グモ」 「アオグロハシリグモ」などだが， どれも先生から種名を教えて頂けると成体の面

影を感じることが出来た．

過去に成体を見たことのあるクモだと幼体との関連付けがしやすいが，多くのクモが初

見の私には難問の連続となる．今年の中部蜘蛛懇談会の総会で，沖縄の不明種の一つとし

てサラグモsp.雄を発表したところ，谷川先生からキボシヒメグモとの御指摘を受けたこ

とを思い出す．ギボシヒメグモの特徴である，腹部の両端と末端の模様が無かったが，写

真を見続けると，始めは影と思っていた部分が模様に見えて来るではないか， こうなると

ギボシヒメグモにしか見えない．

クモは色彩変異が多い上に幼体では特徴が不明確なので，近縁種との見分けが困難のは

ずだが，先生方は見事に言い当てる（判らないものは判らないと明確に言う）．何故見分

けが付くのか以前から不思議に思っていたが，多くの個体を識別することにより，模様や

形状以外の特徴を自然に感じる （捉える）ことが出来るようになるのではないか？上手く

説明出来ないが，例えるとリンゴは赤でも黄色でもリンゴと同定できる，そして，梨と黄

色いリンゴを比較すれば，別物であることは考える事無く判別できる． クモの同定も同じ

要素を含んでいるのではないか？当面は図鑑と格闘しながら場数を踏み続ける必要がある

と実感した．同定を効率良く進める為に，次回は私も顕微鏡を持参しようと考えている．

四月の観察会で三重クモ談話会の皆様とお会いできることを楽しみにしている．
（加藤）
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※新型コロナウィルスの影響により，以下の4月以降の行事はすべて中止となった．

2020年度第1回採集観察会

日 ： 2020年4月19日 （日）

所： 三重郡朝日町内

2020年度関西クモ研究会・中部蜘蛛懇談会・

日 ： 2020年5月17日（日）

所：滋賀県甲賀市甲南町及び土山町内

2腿0年度中部蜘蛛懇談会との合同採集会

日 ： 2020年6月20日（土）～21日 （日）

所：長野県白馬村神域

2m0年度第2回採集観察会

日 ： 2020年7月26日 （日）

所： 三重県多気郡多気町丹生大師周辺

2020年度第3回採集観察会

日 ： 2020年9月20日（日）

所： 度会群大紀町大内山南又山

○2020年度第1回採集観察会

期 日 ： 2020年4月19日 （日）

場所： 三重郡朝日町内

○2020年度関西クモ研究会・中

期 日 ： 2020年5月17日（日）

場所：滋賀県甲賀市甲南町及び二

○2腿0年度中部蜘蛛懇談会と（

期 日 ： 2020年6月20日（土）～1

場所：長野県白馬村神域

○2m0年度第2回採集観察会

期 日 ： 2020年7月26日 （日）

場所： 三重県多気郡多気町丹生

○2020年度第3回採集観察会

期 日 ： 2020年9月20日（日）

場所： 度会群大紀町大内山南又

○2020年度第4回採集観察会

期 日 ： 2020年ll月8日 （日）

場所： いなく市藤原町新町一帯

三重クモ談話会合同採集会
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2021年度総会報告

三重クモ談話会

期日 :2021年2月20日 （土）

場所：文書開催

参加者：回答があった20名

議事

(1)会員数の報告: 30名（退会1名) :県内会員10名，県外会員20名）

(2) 2020年度活動報告

●採集観察会・総会等

①2/15(土) 2020年度総会（松阪市日野町カリヨンプラザにて実施）

参加者6名： （貝發・加藤・熊田・塩崎・橋本・武藤）

②第1～4回採集観察会，関西クモ研究会・中部蜘蛛懇談会・三重クモ談話会合同

採集会採集観察会， 中部蜘蛛懇談会との合同採集会はいずれも新型コロナウィル

スの影響で中止となった．

●その他の催し物

① 11／7 （土） 自然教室・観察会［藤原岳自然科学館主催］は武藤茂忠氏が講師

で実施された．標本を見ながらクモ類の解説があった．

②県民対象クモ類観察会， 自然観察会はいずれも中止となった．

●会誌「しのびぐも第47号」の発行：2020年6月20日に発行した．

(3) 2020年度会計報告(2020.2.1～2021.1.31)及び監査報告

会計：貝發憲治 会計監査：塩崎哲哉

(4) 2021年度活動について

●2021年度役員改選等

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， （全員留任．運営委員や会誌編集委員等は特に決めずに，その都度採

集会等の参加者で協議して進める. I浬管理は引き続いて塩崎担当）

●採集観察会，総会等の日程

①2／20(土) 2021年度総会（文書開催) (済み）

②4/18(日） 第1回採集観察会(三重郡朝日町内）

③6／20（日） 第2回採集観察会(多気郡多気町丹生大師周辺）
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④ 9/19(日） 第3回採集観察会(度会郡大紀町大内山南又山）

⑤ 11/7(日） 第4回採集観察会(いなく市北勢町新町一帯）

※2022/2/19(土) 2022年度総会・同定学習会（松阪市日野町カリヨンプラザ）

●その他の採集調査や催し物

いずれも中止または現在未定．

●会誌「しのびぐも第48号」の発行. 2021年6月末に発行予定．

(5) 2021度予算（略）

(6) 審議事項

①三重クモ談話会創立50周年に向けて

2022年度に三重クモ談話会創立50周年を迎える．

・会誌49号記念号の内容をどうするか：記念文集と研究論文で構成する予定

・具体的な活動計画

・その他

寄せられた意見・助言

・県内会員の少なさと高齢化が気になる．何か秘策はないか．

・役員や会誌発行等に不明な点も見られる．

・会誌は業者で印刷製本したらどうか、

・会誌の投稿者に別刷りとして掲載文のPDF版を提供してはどうか、

。'悪に会誌の内容を掲載する件はまだか．

・50周年に向けて全会員に投稿依頼をしてはどうか‘

・会誌は研究成果や採集記録だけではなく,ATYPUSのような内容も載せる努力

をする．

。 「私とクモ」 （随想)や， 50周年記念誌に各会員のお祝い文， 「回顧録や希望」等

を掲載してはどうか，

･50周年記念誌に「三重クモ談話会50年の歩み」をまとめたらどうか、

※
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追悼 太田定浩先生
房

型

篭

陰

三重クモ談話会前会長の太田定浩先生は，

2021年2月5日, 93才で永眠されました．

ここに謹んで哀悼の意を表します．

太田先生の足跡を偲んで

三重クモ談話会会長；橋本理市

三重クモ談話会の初代会長の太田定浩先生が今年2月5日， 93才の長寿を全うされ旅

立たれました．

思えば太田先生との出会いは，三重クモ談話会発足の数年前から始まりました．東亜蜘

蛛学会の三重県の会員として知り合ってから数年間情報の交換をしつつ, 1973年5月25

日伊勢市駅前の若草食堂の二階で発会式をするまでリードをしていただきました.その後，

手始めに二年後の1975年の第七回東亜蜘蛛学会の大会を津市で開催するのに尽力されて

以来， 30年間を会長として三重クモ談話会の発展に精力を注いで来られました．

1995年には四日市港に上陸したセアカゴケグモの調査研究に2年を費やされました．

そして，その広がりや行動についての調査結果をもとに，被害の拡大防止のために力をそ

そがれたのは大きな仕事でした．

2003年には会長を私が引き継ぎましたが，先生は三重県内の採集地をこまめに地図上

に記録をされながら，三重県全域を網羅する調査活動の方針を先導され，県内各地の重点

採集地の調査には80才を過ぎても参加されました．そのお元気な姿は会員を励ます力と

なったと思います．

採集時の昼休みなどに先生の教育談義を聞くのも私の大きな楽しみの一つでした． 旧制

の中学校教育から戦後の民主教育にまたがる時代を実践してこられた経験から語られる先

生の教育論は，私たち戦後教育を受けたものにとっても値打ちのある有意義な話でした．

最後まで槽書の崩れない字で手紙を書かれた先生のきっちりした性格のおかげで，三重
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クモ談話会もここまで続けてこられたのだと思います．会は来年50周年をむかえます． 50

周年のお祝いを共にできないのは寂しいかぎりですが，先生の遺志をついで，私もこれか

らの会の発展のために微力ながら努力していきたいとおもいます．太田先生どうか見守っ

ていてください．

笑顔ばかりが…

新海明

もう20～30年以上も前のことだ．学会だったか， 中部蜘蛛懇談会の会合だったか忘れ

てしまったが，私が司会をしていた時に太田先生を紹介する折に「太田定治（さだはる）

さん」 と言ってしまった．貝發さんにすかさず「新海さん．太田定浩（さだひろ） さんで

す」 と注意されたことがあった．先生は「太田定浩です」 と言いながらニコニコされてお

られた． とても恐縮したのを思い出す．

太田先生とは名古屋で開催される中部蜘蛛懇談会の総会でお会いすることが多かった

が， ここ何年かはこの席にも来られないことが度々だった． 貝發さんにお尋ねすると 「身

体を悪くされたので…」 というお返事だった．享年93歳というので，私が名古屋でよく

お会いしたのは70～80歳代だったのだろう．萱嶋先生と同様で年齢を感じさせないお方

であった．会えば必ず「面白いお話でした」 と私の講演の感想を述べられて「また来年も

…」 と笑顔で言われた．

クモ学会も含めてクモの同好会は持ちつ持たれつだ．三重クモの「しのびぐも」の原稿

が集まらないので「投稿してもらえないか」 と貝發さんともども依頼され，一時よく投稿

した覚えがある．私も東京の談話会で原稿不足の菱き目にあっていたので，依頼されたら

ば必ず原稿を作って投稿した…と思う．太田先生など三重クモ談話会では，三重県でのセ

アカゴケグモの分布を精力的に調査されていたことがあった（しのびぐも24号， 25号， 26

号) ．私はおそらくその途中経過の講演報告などに刺激されたのだろう． しのびぐも26号

に「セアカゴケグモの網構造」の報告をしたこともあった（残念ながら調査地は三重県で

はなく大阪府高石市のものであったが)． このように， 当初は1回ごとにさまざまな観察

記録を原稿に仕立てて「しのびぐも」に投稿していたが， これではネタが尽きてしまうと

考え，その頃に池田博明さんらと執筆した「クモの巣と網の不思議」の「さまざまな網」

の続編をシリーズものとして書くことでその責めを塞いだこともあった． この続編のシリ

ーズは中部蜘蛛懇談会会誌「蜘蛛」にもいくつか投稿した．

1999年の3月には，紀伊長島町で実施された三重クモ談話会の採集会兼総会，親睦会，

同定会（11）に参加したこともあった．三重のメンバーの採集同定能力は高く，参加すれば

「このクモは何ですか」と尋ねられるのは必然と思い，谷川さんを誘って参加した．まだ，
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熊田憲一さんが足しげく三重の活動に加わる以前のことだ．夜の（なんと1泊2日の採集

会だった）同定会には顕微鏡が持ち込まれるほどで，同定は谷川さんにすべてお任せして，

私はいつものように太田先生とお酒を酌み交わしながら同好会の活動の行方などの四方山

話に花を咲かせた．懐かしい方がまた彼方へと旅立たれてしまった．

太田先生を思い出して

武藤茂忠

全くの素人の私が「三重クモ談話会」に入会させてもらって間もない頃， クモ採集に必

要な網，採集方法などを貝發氏に指導いただいて，近鉄湯の山線のどこかの駅に集合した

際が，太田先生との初対面だったと記憶している．

その後も，採集観察会の度に，先達のあとを追いながら，見よう見まねで採集の技術や

クモの生態などを学んでいくことができた． 2度3度，お付き合いするうちに， 自分にも

車で行ける自信が付いて，朝，太田先生宅に立ち寄って，同乗してもらう機会が増し，車

内で親しくクモの研究などについてお話をうかがったことが懐かしく思い出される．

太田先生には，体調のすぐれない時もあったことであろうが，会の行事には殆ど欠席さ

れることなく，採集時には，決して狭くない水田の側溝をジャンプして跳び越えて，先生

より 10歳以上若いものたちを驚かせるなど，今もって元気なお姿のみ思い出される，

ここ数年，私自身の手術や入退院で，太田先生にお会いする機会が無かったが， このた

び， 貝發氏より計報を受け，大変な驚きと残念な気持ちで一杯です． ご冥福をお祈りしま

す．

太田先生を偲んで

塩崎哲哉

2月5日， 貝發先生よりの電話で太田先生が亡くなられたことを知りました．今年の賀

状に返事がなく，その後娘さんから，昨年春に転倒して背骨を傷め，入院後介護施設に入

所している旨の連絡をいただき，案じていたところでした．

私が三重クモ談話会の採集会にはじめて参加したのは1990年夏の熊野での1泊2日の
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採集会でした， この時は，太田先生は都合で参加されず，お会いすることができませんで

した． その後も機会がなく，初めてお会いしたのは, 1993年，熊野で開催された東京ク

モ談話会，関西クモ研究会， 中部蜘蛛懇談会，和歌山クモの会，三重クモ談話会の合同合

宿の折だったと思います．その後，談話会の採集会等でたびたびご一緒することができま

した．太田先生は， とても温厚な方で， 当時， クモ初心者の私に対しても，やさしく接し，

指導していただいたことが印象に残っています． ご一緒していると何かしらほっとする気

持ちになる， そんな雰囲気を持った方でした，

ここ数年は採集会へも参加されず，最後にご一緒したのは2017年4月の志摩市での採

集会でした． この時はもう89歳のご高齢だったことになります． 2015年lO月の採集会の

報告の中で， 「『採集，研究には定年はない』とうそぷいてはみたものの，寄る年波には抗

しえず･ ･･」と書かれていますが，まさに生涯クモの研究に携わってこられたのだと思いま

す．私もそのように生涯クモのことに携われることを願いながら，先生のご冥福をお祈り

したいと思います．

太田先生長い間お世話になりました

貝發憲治

2月5日，太田先生ご逝去の知らせをいただきました．享年93歳， ご高齢の身でした

がまだまだお元気という気持ちが強かっただけに，突然その報に接すると落胆し言葉が出

ませんでした．

2017年春の採集観察会で「もう限界. 」 と言って山道を降りてこられたのが， フィール

ドへ出られた最後でしたが，その後は，私は四日市市の自然観察会の識師をしていたこと

から，その帰路によくお宅にお邪魔しました．いつも上品な美味しい和菓子をいただきな

がら，書籍がびっしり並んだ応接室で，現況や昔話，談話会のこと，保存標本と文献のこ

と等を話し合いました． 「元気だけが私の取り得でな．最近耳が遠くなって声も大きいの

ですよ． 」 と言ってみえました． 3月に背骨を骨折され，介護施設に入所されてからはコ

ロナ禍もあり，お会いできずにお別れとなってしまいました．

太田先生との出会いは， 1972年10月，橋本理市現会長の三重県にクモの研究会を立ち

上げようという提案のもと， 3人で津市の喫茶店で顔を合わせたのが最初でした．落ち着

いた温厚な方で，理路整然と話をされる方であるというのが第一印象でした．その後は，

進学校の中堅教員として，新設校設立準備担当として，管理職として大変忙しい日々の中

を， 30年間も談話会の会長として会を導いてくださいました．会設立15年程は県内実動

者が少なく，各種調査や採集会等は，先生のぎっしり予定のつまった手帳を見ながら，わ

ずかに空いた休日を探して実施したりしました．会の活動が軌道に乗りだしてからも，採
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集会や合宿，各種行事に最後までほとんど毎回参加して畷り上げていただきました．蜘蛛

学会にも全国各地をご一緒しました． 2002年に鹿児島県加治木町で行われた時はご夫妻

で参加され， 「いつも苦労をかけているので，今回は夫婦旅行を兼ねているのですよ． 」

と嬉しそうに言ってみえたのが心に残っています．

学会は三重県で2回妻開催されましたが，第7回の

時は，本部との連絡調整， 2日目のアトラクション

の交渉や手配等，お忙しい中で手のかかるところは

進んで全部引き受けられました．第29回の時は， 「退

職して時間に余裕がありますので． 」 と言われ，準

備や運営のほぼ大半を一人で計画，実行されたのに

はただただ驚くばかりでした． また，アセスや市町

史編纂，各種調査のまとめ，依頼原稿の執筆等，煩

わしい面倒なことを先生にお願いすることが多かったですが，快く応じてもらいました．

会員へいろいろな連絡をすると，決まって真っ先に暖かい励ましの言葉を添えてアドバイ

スを返していただくのも先生でした．

今，沢山の出来事が思い出されますが，そこにはいつも柔和なお顔と前面に出でること

を極力控え， しっかりと後ろからサポートされた力強い姿が浮かびます． ご厚意に甘えっ

ぱなしの50年間であったとつくづく反省し，感謝の気持ちで一杯です．来年度は談話会

設立50周年，一緒にお祝いできると思ってきたのに本当に残念です．長い間お世話にな

りありがとうございました．謹んで哀悼の意を表します．
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