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(表紙写真説明）

S腕o6"s o"emα"s (Yaginuma l967) シノビグモ 早成体

1984年10月， 三重県津市美杉町川上にある三重大学平倉演習林近く

の渓流で貝發憲治氏撮影．

このクモは, 1965年5月4日同所にて，橋本理市氏によって日本で最

初に発見され, 1967年に八木沼健夫氏によって，忽然と現れた新種とい

うことと発見者の橋本氏が当時忍者の里伊賀上野に居を構えていたこと

から， 「シノビグモ」 と命名された， 山間の源流付近の極めて湿気の多

い下層のコケ類や下草の根元，水が流れ落ちる河床の石間に潜み，水際

を排掴する．
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50周年記念文

三重クモ談話会50周年を迎えて

三重クモ談話会会長橋本理市

三重クモ談話会が今年結成50周年を迎えました． 50年というと半世紀，子どもが

立派な大人になる年月です．思えばこの会が発足したのは1973年5月20日，伊勢市

駅前の若草食堂の二階の和室でした．過ぎ去った年月は「光陰矢の如し」 といわれる

ように， あっという間だったと思える歳月でした． しかしその歳月の中でわが談話会

は県内のクモ類の調査をほぼ完成し，一定の歴史的な業績を残すことができたのでは

ないかと思います． この半世紀の活動を総括して， コロナ禍の中で2年続きの閉塞の

なか総会もままならない時勢ではありますが，次の半世紀にむけての総括と展望をみ

つけることができればありがたいと思います．

この間私たち談話会は三重県内南北170キロメートル，東西80キロメートルにわ

たる広範囲な地域をほとんどくまなく採集調査を行い，三重県内のクモの分布調査を

完成し， 2003年にクモ談話会結成30周年記念として「三重県産クモ類目録」を発行

したときには44科510種のリストを発表しました． その後貝發，塩崎，熊田さんの

手により，それまでの採集，発表結果の総点検を行い， 2018年三重自然誌の会より発

行された「みえ生物誌クモ類」において現在までの三重県の分類分布の総集編とし

て発表をおこない， その後貝發さんの手で輔弼され今50周年記念号で追加発表の結

果50科598種としてまとめられました．今後の調査で少しずつは補足されるとはお

もいますが， ほぼ調査は完了したといってもよいと思います． これはわが会として到

達したものとして評価されてもよい事業だったと言えるでしょう．

また対外的な活動としては中部クモ談話会との合宿採集会，県立博物館主催の自然

文化祭や，鈴鹿市などの自治体の分類調査，いなく市，四日市市の自然教室，観察会，

道路建設や開発に伴う環境影響調査，三重県レッドデータブックの監修に参加する活

動など広範囲な県内生物調査全体への貢献などもおこなってきました．

機関紙「シノビグモ」も貝發事務局長のご尽力により毎年発行し，会員の期待にも

応えてきたと思います．県外の会員の方々もほぼ毎年寄稿をいただきました．熱く御
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礼を申し上げます．

また塩崎先生の担当である 「三重クモ談話会」のI歪も県内外のクモ愛好者の「ひ

ろぱ」 としての機能を果たし，継続して活動をつづけているのは，全国的にもめずら

しい活動分野ではないかと思います．

私は2002年より初代会長の太田定浩先生の後を継いで会長の任を引きつぎ今年で

20年目を迎えます． その間昨年3月には太田先生がお亡くなりになり，発足当時から

30年間にわたり会をまとめけん引していただき，北勢地方のセアカゴケグモの調査な

どを熱心にされた貴重な先輩をなくしました．

過ぎ去ったこの20年という年月を振り返ってみると，私が定年退職をした年から

になります．退職して自由な時間がたっぷりあるはずでしたが，その後町の自治会の

区長の仕事を引き受けて， なれない地域の活動に首をつっこみ，町づくりなどという

現職当時は想像もできなかった活動範囲を広げることになり， その後は伝統芸能であ

る河崎音頭の保存と継承などという文化活動の方面にも活動範囲をひろげることにな

りました． いつの間にか蜘蛛に関するフィールドワークからも遠ざかり，定例の採集

会に顔をだすぐらいとなってしまいました． あまり会長としての名にはふさわしくな

い活動を反省するとともに， もう一度心を入れ替えて50年前の初心を振り返り， 自

由になった時間をまたクモにむけだいと思っている次第です．

後継者の問題は30周年， 40周年のたびに触れられてきましたが，会員の数もあま

り増えず，高齢化が進んで先行きはきわめて難しいものがあります． しかし今後激し

く変貌を遂げていくであろう地球環境の中で， 自然界の動きとともにクモを通して地

球を見つめていくといえば， ちょっと大げさではありますが，地道な活動を基礎に観

察調査などの研究をつづけ，後継者にバトンタッチができれば， と思っている次第で

す．

三重クモ談話会創立50周年を祝して

東京蜘蛛談話会会長新海栄一

三重クモ談話会創立50周年おめでとうございます．そして50年の長きにわたり会の運

営に当たられて来られた故太田定浩先生，橋本理市先生，貝發憲治さん，塩崎哲哉さんを

はじめとする役員の皆様方のご努力に対して深く敬意を表したいと存じます．

1972年の秋， 八木沼先生より，今度三重県に談話会ができることになったとのお話を

お聞きしました．先生は東京， 中部に続き三重でもできることを大変喜ばれており， もっ

と各地で作られたらさらにクモの研究が活発になるのだが， とその後の展望を大いに期待

しておられました．八木沼先生の期待どおり， その後，九州，新潟，関西， さらに和歌山
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クモの会が発足し隆盛期を迎えることになります．

三重クモ談話会の創立について，八木沼先生よりお聞きしている話では, 1972年lO月15

日に名古屋で開催された東亜蜘蛛学会第4回大会のおり， 出席されていた太田，橋本， 貝

發の3先生より三重クモ談話会を作りたいとのお話があり，話し合いの結果， 当時存在し

ていた東亜蜘蛛学会関西支部のもとに設置することになったとのことでした．東京メンバ

ーの間では関西の中で突出した結束力のある三重県の先生方が，いずれ談話会を作るので

はないかと言う話はよく出ておりました．そして，会誌をいただいた時「しのぴぐも」 と

いうタイトルを見て， さすが三重県に相応しいいい名前を付けられたなと感激したことを

よく覚えております．

発足から1年後の1974年，東京で開催した蜘蛛学会第6回大会のおり， 出席しておら

れた橋本，貝發両先生に次の大会を三重県で開催していただきたい旨打診したところ，快

く （？）お引き受けいただいたことは大変ありがたかったです． この時，八木沼先生はじ

め役員の間では次の開催地が決まらず，候補の大阪と名古屋は，やったばかりで後一年は

待ってもらいたいとのことでした．三重にならなければまた東京になっていたかもしれま

せん． 当時大会を引き受けられる所が限られており，候補地はいつも難航していました， 3

年ごとに東京で開催していたのはその様な理由があったからです．

三重県津市で開催された東亜蜘蛛学会第7大会は，三重クモ談話会の皆様のご尽力で大

成功で終了しております．私は蜘蛛学会の大会に数多く出席しておりますが， この三重県

の大会は特に印象に残っております．それは， この大会の前日に台風が通過して新幹線が

不通になり，在来線も一部不通，当然飛行機も欠航という最悪の交通状況だったからです．

主催県であった三重クモ談話会の皆様のご心配はいかばかりであったかと，台風経験者と

してお察し申し上げます． ところが，そのような中，驚いたことに参加者のほぼ全員が前

日までに大会会場に到着したのです．まさにクモ学者の熱意が感じられた素晴らしい大会

となりました．到着した方々は口々にどうやって来たのかを報告しあっておられました．

ちなみに私達（萱嶋先生，小澤實樹さん等）は，朝6時に東京を出て東海道線，名鉄線，

近鉄線を7回乗り継いで夕方到着しました‘お出迎えいただいた太田先生のご心配とお喜

びの混じったお顔を今でも思い出します．

太田先生は長らく会長を勤められておられ，蜘蛛学会の大会や, 1996年の四日市での

セアカゴケグモ調査， 2002年三重クモ談話会にご招待いただいた時のカネコトタテグモ

の調査， また東京にいらした時にお会いするなどいたしましたが，いつも明るい笑顔で暖

かく接していただきました．話の中心はいつも三重クモ談話会のことで，運営や将来のこ

となどいつも考えておられました．

貝發さんもほぼ同じ時にお会いしております．年齢がほぼ同じなので一番気軽にお話が

できる間柄で，何度か同定のご依頼もありお返事したことがあります． しかしご依頼の標

本はどれも非常に難しく， あまりご期待に答えることはできませんでした． 貝發さんは三

重クモ談話会発足当初から事務局を担当され50年間にわたって中心的な役割を果たして

こられました．貝發さんの頑張りが三重クモ談話会を支えてきたと言っても過言ではあり

ません，そのご努力に対して心から敬意を表したいと存じます．
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そして現会長橋本理市先生についてふれさせていただきます．

私が東亜蜘蛛学会に入会したのは19“年のことでした．その頃，生態研究の第一線に3

名の研究者がおりました．一人は高知県の中平清先生で， 1％1年発表の「高知県のクモ」

では一般的に見られるクモの習性はほぼ解明されておられて，非常に詳しい生態の記述が

記されております．二人目は三重県の橋本理市先生で県内を中心に多くのクモの観察記録

を発表されておられます．そして三人目は長崎県の大利昌久さんで，長崎県を中心に年月

日を入れた生態記録はその後の研究に大変参考になりました．皆様すばらしい観察眼をお

持ちで,AWpus誌上には毎号新知見を次々に発表されておられました．

私はクモの名前を覚えるのと共に習性にも非常に興味があり，網の形や捕食の仕方など

を観察すると共に, AWpusやActaに掲載されている生態観察の記録も拝見させていただ

いておりました． 中平清先生には高校時代よりご指導をいただいており， その頃からいず

れ東京都のクモをまとめたい旨のお話と，その際にはクモの生態の記録を入れたいとお話

ししておりました．すると中平先生から『それならばぜひ三重県の橋本理市先生にもご指

導をお願いすると良い』とのお手紙をいただきました．橋本先生は「三重大学平倉演習林

のクモ」をはじめ,Atypus誌上に三重県内で観察された様々なクモの生態を発表されてお

られ， 中平先生が気付かなかったことも詳細に観察されていたことから，それらを高く評

価されていたのだと思います．私は早速橋本先生にいくつかの疑問点に付いてお尋ねした

のですが， 内容は思い出せません． もしかしたらアシナガサラグモとクスミサラグモ，へ

リジロサラグモの網の事だったかも知れません．橋本先生からはすぐにご返事をいただき

ました．そして，その封筒の中には「三重県産真正蜘蛛類目録資料」が同封されておりま

した．私は1969年に「東京都産真正蜘蛛類」を発表しましたが，その折，教科書にさせ

ていただいた文献が， 中平先生の「高知県のクモ」 と，橋本先生の「三重県産真正蜘蛛類

目録資料」でした．私のクモ研究の原点とも言えるこの時の感動は今でもはっきりと思い

出すことができます．

三重クモ談話会の50年間のご活躍は素晴らしいもので，会誌「しのびぐも」の発行を

はじめ，採集観察会，合同合宿，講演会，展示会，全県の調査，セアカゴケグモ調査と対

策など多くの活動があり，蜘蛛学発展のために多大の功績を残されておられますが，何と

言っても最大の成果は「三重県のクモ類」をまとめられたことではないでしょうか．三重

県生物多様性データ集「みえ生物誌」のクモ類分野として三重自然誌の会から発行された

「三重県のクモ類」は294ページの大著で，三重県内で記録された575種の市町村別の

クモの採集地，採集日，性別，発表文献などの全てが網羅された詳細なデータ集は，今日

までに発表されている日本全国のどの目録より優れている最高の著作と評価させていただ

いております．本目録は三重クモ談話会の皆様の今までの調査・研究の集大成であり， ま

とめられた貝發憲治，塩崎哲哉両氏をはじめ，関係された多くの皆様のご努力に最大の敬

意を表させていただきます．

終りに, 1970年を境に誕生した東京， 中部，三重の3談話会，懇談会は兄弟のような

絆で日本の蜘蛛学発展の中心的な役割を果たしてまいりました．これからも力を合わせて，

クモ学発展のために，そして一人でも多くクモに興味を持っていただける方を増やすよう
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頑張ってまいりましょう．三重クモ談話会の一層のご活躍を祈念致しまして創立50周年

のお祝いの言葉とさせていただきます．

｢三重クモ談話会」創立50周年を祝って

西川喜朗

「三重クモ談話会」の創立50周年おめでとうございます

思えば, 1973年の「しのびぐも」第1号の，手書き・袋とじ・ 24頁の会誌からすると，

現在の会誌の内容の充実さは素晴らしいと思います．発足当初から，太田定浩さん，橋本

理市さん，貝發憲治さんのチームワークがよくとれていて，太田先生の優しい大きな心を

感じました．

その後まもなく，熊田憲一さん，塩崎哲哉さん，武藤茂忠さんらのクモの採集・同定の

よくできる人，会誌の編集やパソコン作業に精通した若者たちが加わり，実行力のある体

制ができて， 良かったと思います．頼もしい限りです．

1995年ll月に始まったゴケグモ騒動の時には，大変お世話になりました． あらためて

深く感謝申し上げます．翌年の1996年にかけての四日市市の大雪と降雪後， 四日市港の

コンクリートの側溝の中で，セアカゴケグモが生存していた， という観察は大変参考にな

りました． ありがとうございました．

最後になりましたが， 「三重クモ談話会」のますますのご発展をお祈り申し上げます．

あわせて，本会の行事を通じて，多くのナチュラリストやクモ好きの人が育つことを願っ

ています．

三重クモ談話会で教わったクモの魅力

一色 千枝子

三重クモ談話会50周年記念，おめでとうございます．

三重クモ談話会に入会させて頂いたのは4年前のことです．三重県にはクモの昔話が多

い， と小耳にはさんだことがきっかけでした．昔話の件は図書館で調べてもうまく見つか

らないのですが,三重クモ談話会に出会うきっかけになったのでとても感謝しております．

入会してすぐに合宿に参加させて頂きました．皆さん，初対面の私を優しく迎えて下さり，

答志島での思い出は，海辺で運よく拾えた珍しい貝殻のようです．いつでも，思い出すた
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びに幸せな気持ちになります．

クモは，小さい時から益虫と教えられ，好きでした．でも， 日本に1700種も発見され

ていることを知ったのは最近のことです．蜘蛛の会に入ったのは，ゴキブリやハエを食べ

てくれるクモに親しみを感じ， より深く知りたいと思っていたからです．

最初の観察会で知ったクモは， ウロコアシナガグモ， コハナグモ， クサグモ， ヒラタグ

モ， ヨダンハエトリなど特徴的なクモでした．捕まえて調べたり飼うよりも，外側から愛

でるスタンスで通したいと思っておりますので，いつまでも初心者のままですが，そうい

う関わり方もあってもいいのでは， と思います．

三重クモ談話会の合宿では, Hさ

んという，昆虫観察に情熱を注がれ

ている女性に沢山のことを教わりま

した．小さな点のようなクモが，マ

クロレンズを通してみると大変興味

深い生態を教えてくれることや，辛

抱強く待つことなど・ ・ ・

二回目の合宿では， クモは神様か

らのメッセージのように祈りに（願

いに)応えて現れる， という場面を間

近に見させて頂きました． また, O

さんに，人の道を説いて頂き感激し

ました．

この二つの美しい貝殻は，取り出

すたびに心を温めてくれます．

これからも，三重クモ談話会が私

達クモの初心者にとっても良い場で

ありますことを願っております．

最後に，私が出会ったクモの身の上に起こった出来事を書かせて頂きます．

去年の秋，私は藤沢市に残された数少ない自然を求め，川沿いの道を自転車で走っていま

した．街路樹の植え込みに，オニグモを見つけました．昼間だというのに堂々と大きな網

を張っています．早速自転車を止め，スケッチし始めました．オニグモは，見つめられて

も動じることはありませんでした．遅筆の私は1時間くらいかけて描きました．すると，

横から大きなスズメバチが飛び出してきて，オニグモを攻撃しました．オニグモは，スッ

と落ち，スズメバチは必死の形相で探し回りましたが，見つからず，あきらめて去ってい

きました．私が唖然として立ち尽くしていると，スズメバチの気配が消えたころ，オニグ

モがするすると上にのぼり，脇の街路樹の葉の裏に隠れました．私は，オニグモの淡々と

した明るい気に，すっかり感銘を受けてしまいました．そして， ますますクモが好きにな

りました．
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三重クモ談話会50周年記念回顧録

武藤茂忠

「10年ひと昔」 という言葉があり，普段はそれほど気にしたことはなかったが，一つ

のことを半世紀にわたって途絶えさせずにずっと継続してくるということは並大抵のこと

ではない． このたび「三重クモ談話会」の機関誌が50周年記念誌を出せるということは，

幾多の先人の力の結晶を髪需させる出来事というべきではなかろうか．

私自身は， この会に何も貢献したわけではないが，逆にいろいろ教えてもらった記憶が

蘇ってくる．

中でも，県の北部と南部で分布の異なるものがあること．最初に気になったのは，ナカ

ムラオニグモで， 中部あたりでは採集されているが，いなべ地方では採集記録が少ないと

のことで，夏の夕刻に員弁川沿いの幅広い水田の側溝の中を歩き回ったところ，網を張り

に出てきたナカムラオニグモの網が顔に引っかかって， ごく普通の種であることを知った

ことである． このクモは，昼間は水田の畔の草の先端付近に隠れ家を作って隠れ， 夕方に

網を作るので，主に昼間に採集に来る人には見つけにくいことが判明した． このようにク

モにはそれぞれ活動が活発になる時間帯があることを知ったこともあった．

また，珍種扱いされていたイサゴコモリグモが，川原の砂地で割合普通に採集され，時

と環境によってさまざまなクモが活動していることにも注意するようになった新人時代で

あった．

その後，一般の人を対象とした観察会に「講師」たる先輩方の助手として付き従って解

説を聞く機会を得たことも大きな収穫となった．

現在，地元の里山で子供たちを相手にクモの生活などを解説する機会を持っているが，

まだ「クモ」 と聞いただけで遠ざかっていく人々が多い状況の中で，諸先輩から受け継い

だ知見をどう伝えていくか苦慮している段階である．

三重クモ談話会50周年

続けることの難しさ

新海 明

しのびぐも48号に「清澄土産」 という雑文を投稿しました． この原稿はかつて私が所

属していた房総の自然研究会， この会は「房自研」 と呼ばれ， 1970年に発足してから姿

かたちを変えながらNPO房総の自然へと受け継がれて2014年まで活動していた地方同好
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会のひとつです． 「清澄土産」は， この会誌である 「清澄」の最終号に投稿したものに若

干の修正を加えたものでした． 「清澄」に投稿した原稿は房自研（正確には，のちのNPO

法人）の衰退期のためでもあったでしょうが校正が甘く，文章中の多くの個所で「文字化

け」があり，読むに堪えないものとなってしまいました．そこで改めて修正改稿したもの

を「しのびぐも」に寄稿したわけです．ただただ長いだけの雑文の掲載をお許しいただい

た編集者はじめ関係者の方々に感謝申し上げます． しかしながら， ここでは「清澄土産」

の裏話をするのが目的ではありません． 同好会の維持と会誌の原稿集めがいかに困難であ

るかを述べたいのです．

房総の自然研究会のような地方の同好会は「勢い」だけで始められます．私たちの会も

始まりは威勢が良いものでした．文部省の科研費の援助を受けた科研特定研究『人間生存』

「陸上生態系の人為による撹乱の生物に及ぼす影響とその改善制御に関する基礎研究」班

（なんと長ったらしいネーミングでしょう）という，当時生態学で一世を風扉した田P(国

際生物学事業計画）の一翼を担う研究から出発したものでした．生態系を理解するには生

き物を観察するだけではダメで， これからは自然界のエネルギーの流れを捉えることが大

切だ…というコンセプトが底流にあったように思います． しかし，房総の豊かな暖帯林

の調査地に入れば植物も動物も生き生きと賑わいながら活動していました．植物の体を部

位ごとに切り刻んだり，土の中の生物をアルコール漬けに一網打尽にして，重さをはかる

だけでこの自然が理解できるようになるとは，私には到底理解できませんでした．エネル

ギーの流れを捉えることも大事でしょうが，そこに生活する生き物同士の関係を調べる方

に私の興味は惹かれていたのです．

よくあるように， このプロジェクトも金の切れ目が縁の切れ目でした．一時は群れるほ

どたくさんいた研究者も， あらゆる研究費が尽きると四散してしまい，後に残ったのが私

たち一握りの生き物好きでした．私はその当時，金銭的に「ひも」のつかないグループを

立ち上げることを執勧に主張していました．交通費も宿泊費も自前で賄い， 自分たちのや

りたい研究調査を自由にすることを目指したのです．その成果の発表の場は，毎月一度開

かれる山奥の宿舎での夜間ゼミ,そして年一回発行する会誌「清澄」でした．私は1974

年1月からおよそ30年間毎月参加し続けました． よくも飽きずに続けたものです．

しかしながら会の運営は困難を極めました．発足当初は10～20名もいた参加者は1980

年の初めころには，私と房自研の事務局を取り仕切る東大の助手の2名となってしまい，

ある雨の降りそぼる夜に「今後をどうするか」 と2人で話になったことがありました．演

習林の助手の方曰く 「ぼくはここで仕事があるから良いが，君はどうする」でした．私は

こう言ったのを今でも覚えています「私もここで調べたいことがあるので来ていますよ」

…と．嘘偽りのない本音でした．房総の山中に棲息するクモ類の観察は面白く，何より

も月々に変化する自然の様子に魅了されていたのです． さらに仕事や諸々の憂さを晴らす

場でもあったに違いありません，人っ子一人いない林道をたどりながら，その時々に咲く

花や飛び交う虫たち，網をせっせと張るクモなどの生き物に触れると何もかもリフレッシ

ュできたのです.人は大自然のなかを歩くだけで精神も身体もよみがえる!…実感でした．

そのおまけとしてクモ調査がついていたような気がします．研究会はこうして2人だけし
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かいない停滞期もありましが，その後は参加者の増減を繰り返しながらも21世紀の初め

まで何とか継続してきたのです．

でも， この間の会誌の発行は大変でした． なにしろ原稿が集まらなかったのです．表1

を見ていただくと分かるように，会誌「清澄」は当初は「報告書」 として年一回ずつ発行

されていました． これは科研費や県などの予算をいただくうえでの必然でもあったのでし

ょう．私の念願だった「ひものつかない」研究会になるにつれて会誌の発行は「疎ら」に

なっていってしまいました. 14号から最終の15号まではなんと16年間も空いてしまって

います．私がここに投稿したものの中には「クモを襲うクモ， ムナボシヒメグモの餌捕獲

行動の観察（清澄12号: 1988)」や「キヌアシナガグモの造網行動と餌捕獲行動（清澄13

号: 1991)」 「コケヒメグモの網構造と餌捕獲行動（清澄14号: 1994)」などが混じってい

ます．特にキヌアシナガグモの報告は最近になってとても重要な記録となることに気づき

キシダイアにも採録しました（新海2021） ． あの著名なエバハードさんが引用してくださ

った論文もこのキヌアシナガグモに関するものでした．私としては会誌を埋めるために投

稿したもので投稿先の「価値」など当時は考えもしませんでした．

おそらく 50年も続く三重クモの会誌「しのびぐも」も毎年発行するために， まず紙面

を埋めることが求められたに相違ありません．私は貝發さんとクモ学会で出会って意気投

合し，三重から遠い地にあっても「しのびぐも」に投稿することぐらいは最低限できる

…と考えていました．微々たる寄与でしかないことは十分に承知していましたが，会誌

の発行を「続ける」同志として加わっていたように思います．房総の研究会はすでに霧散

してしまいました．会を担っていた一人としてこの会の消滅に至った経緯に対して紐促た

る思いがあります． しかし，一口では言えない，止むを得ない諸々の事情もあったのです．

「続ける」．単純で簡単なことのようにも思えますが， 「単純で簡単なこと」 とくくるこ

とができない問題だと実感する年齢になりました．三重クモ談話会を継続し「しのびぐも」

の発行を50年間も続けてこられた貝發さんをはじめとする関係者の方々に感謝と敬意を

あらためて表したいと思います．そして， これからもできる限りの協力をしていきたいと

考えています．

表1． 「清澄」の発行年の一覧

房総丘陵清澄山・高宕山地域の自然と人為による影響（第1報） 1972年4月． これが「清

澄1号」に当たる．以下同．

房総丘陵清澄山・高宕山地域の自然と人為による影響（第Ⅱ報) 1973年3月． 「清澄2号」

房総丘陵清澄山・高宕山地域の自然と人為による影響（第Ⅲ報） 1974年3月． 「清澄3号」

房総丘陵清澄山・高宕山地域の自然と人為による影響（第Ⅳ報) 1975年4月． 「清澄4号」

房総丘陵清澄山・高宕山地域の自然と人為による影響（第V報) 1976年7月． 「溝澄5号」

清澄6号． 1977年12月． この年から上記の報告書を「清澄」 と名称変更した．

清澄7号． 1979年1月．

清澄8号. 1980年3月．

清澄9号. 1981年4月．
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号
号
号
号
号
号

０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

澄
澄
澄
澄
澄
澄

清
清
清
清
清
清

1983年3月．

1985年7月．

1988年6月．

1991年12月．

1994年5月．

2010年ll月．最終号．

三重クモ談話会50年を迎えて

熊田憲一

三重クモ談話会との出会いは，東京蜘蛛談話会例会の時でした． （記憶では）太田さん

と貝發さんが例会に参加され， 「三重でクモの会を発足させる」旨報告されたと思います．

当時は各地に談話会や同好会が立ち上がり，大いにクモ界が賑わっていました．私はさっ

そく三重クモ談話会にも入会をさせてもらいました．各地の会に入会し，それぞれの情報

を入手するのが目的でした．いうならば購読会員です．発足後届いた会誌には三重県各地

の採集記録が掲載されていました．その頃神奈川を中心に周辺各県に足を延ばしていた私

には，三重県に集中した活動がちょっと特異的に感じました． しかし地図を見て納得がい

きました．三重県は南北に長くさらに志摩半島など東西の幅もあり， 同じ面積を関東にあ

てはめると3都県では済まない大きさを持っていたのです．一つの県ですが，隅から隅ま

で調査しようとするなら関東数県をまとめて調査するようなものだと思いました．会誌に

収められたリストには関東では採集できない種や稀産種が名を連ねており，地域性を実感

させられました．

その後三重に住むようになり会の活動に直接参加させていただくことになりました．参

加させていただいてまず驚いたのは採集記録地の数でした． 「今まで採集に行った場所を

チェックした三重県の地図」を採集会の折に見せていただいた時は「これからどこに行っ

たらいいのか」 と思うほど印がついていました． 「さすが一つの県に絞った活動を長年さ

れてきた成果だな」 と感心しました．

談話会は，会活動にとどまらず三重県のレッドデータ調査への協力，会員各位の地域活

動など広く活動を続けています．それらも総合して三重クモ談話会の成果と言えるでしょ

3. 1年1年積み重ねた50年は，三重のクモ解明に多大なる結果を残しているといえま

す． 580種を超える種が報告されています．一つの県の記録としてはかなりの成果と言え

ます．

会の創設から現在まで会運営に努めてこられた皆様方に感謝するとともに， 50周年を

迎えられたことを祝福いたします． これからもよろしくお願いいたします．
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三重クモ談話会設立50周年に際して

－クモとともに50年一

貝發憲治

三重クモ談話会が設立50周年を迎えました．人々の関心が少ないクモという分野の一

地方の同好会がここまで継続できていることは，会員の皆さんの地道な研究活動と会を支

える努力，県外会員や他の生物分野の方々の温かいご支援， ご協力の賜と，事務局を預か

るものとして心より熱く御礼申し上げます． この機に「三重クモ談話会50年の歩み」を

まとめてみました．沢山の資料をひっくり返し写真を眺める中で，その時々のいろいろな

出来事がよみがえり， なかなか筆が進みませんでした．時系列の拙い内容ですが本文に掲

載させていただきましたので，一読して50年の会の活動歴を振り返ってくだされば幸い

です．

10年ごとの記念文に，私は談話会設立の頃の話や思い出，会としての活動のあり方等

を書いてきましたので，今回は私が心して50年続けてきた取り組みを書くことにします．

私がクモの勉強を始めたのは教員になった1970年からで，ほぼ談話会の活動と並行し

て行ってきました． 1973年に談話会が設立されたときに，私は自分の具体的な取り組み

内容も不明確な中で， とりあえず会の趣旨を生かすため3つの目標を立てました．それは，

(1)三重県のクモ類分布調査を進め， クモ相解明に貢献したい, (2)三重県の確実な採集デ

ータを記録していく． (3)三重県に関連するクモ類文献を収集保管する，です．

(1)については， あまり調査のされていない三重県南部地方で採集を手がけていました

ので，次いで津市周辺や勤務校近くの四日市市等で，順次クモ類採集調査を行いました．

その頃に，松本誠治氏が，考案した「LocaliWCode」を使い，三重県の既調査地について

検討してくださったので，その結果を見て， さらに未調査地の志摩地方や松阪近辺へと採

集調査を広げていきました， この「LocalityCode」は，数値を見るだけで緯度経度が簡単

にわかる大変便利なすぐれもので，私は今でも，環境省の3次元メッシユコードやGPS

数値に併記してこれを使用しています．その後は，いろいろな出会いを通じて知り合った

昆虫や植物など他分野の方々から，各地のアセスや市町史編纂調査，公的機関の自然調査

等に誘いを受けたり，談話会も県内実動者が増えるに従い，各地での定期採集観察会が数

多く開催されるようになり，私の調査も全県的にどんどん充実したものになりました．今

これらの結果を見ると分布調査， クモ相解明には少なからず貢献できたと思っています．

調査で得られた採集品は，採集場所，採集年月日ごとに同定結果表を添えて一瓶ずつにま

とめ， さらに各調査別に大瓶にまとめて二重液浸とし， 同定基準にする標本や県内重要種

は個別に別瓶にした後，科毎の大瓶二重液浸で保管しています，現在，標本瓶数約3500,

個体数約55, 000の膨大なものになりました．標本を前にして，研究のためとはいえ，多

くの殺生をしたことに改めて心が痛み， クモ供養をすることを考えています．その他に分
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布調査に関連して心に強く残っているのは，シノピグモの飼育観察を約5年間行ったこと

です．三重県内で全国最初に発見されたこのクモについて，ぜひ生態を観察したいと思い，

2年間，県内22の山間渓流を車に寝泊まりしながら探し回り，やっと6河川で生息確認

ができました．その後3年程飼育観察と現地での比較観察を続けましたが，多くの個体へ

の餌やりと生息環境の保持，遠方での現地観察は苦労の連続でした． しかし，その甲斐あ

って興味ある生態が次々に観察でき，本当に充実した時期でした．

(2)の採集データの収集と記録は，約1500枚のケント紙に種別に緯度経度の5分メッシ

ュを入れた三重県地図と地図番号，採集場所，採集年月日，雌雄幼生体，文献番号を一覧

できるように印刷し，発表された文献から転記しました． この作業は, 1980年頃から始

めました．最初の頃は，文献数もそう多くなく苦になりませんでしたが，やがてデータ数

も増え毎年大変な作業になっていきました． しかし，その努力によって2000年頃までに，

この資料を元にした三重県産クモ類目録総まとめを， 2回作成し発表することが出来まし

た． また， 1990年頃には太田定浩前会長が， このケント紙の5分メッシュ地図（原型は

松本氏の「Locality Code」を使った分析図）を参考に，既調査地を地図にプロットして考

察してくださり，以後の談話会採集会はこの空白区域を埋める形で行われるようになりま

した． そうこうするうちに50歳頃になると，公務に忙殺され煩雑な転記作業は出来なく

なりました．一度作業を中断するとデータは積もるばかりで， もはやここで打ち切りかと

思っていたときに救いの手が出ました． 2年後に公的機関から，各生物分野の三重県の調

査データをパソコン入力するので， クモ類も資料が欲しいということでした． まもなく，

私の思う形式とは異なるものの，ケント紙の記録と転記できずにいた文献データが電子デ

ータと紙ベースで届き，取りあえず以後はこれを利用して，パソコン入力でデータ収集作

業を再開することとしました．ケント紙への手書き記入に比べて随分と楽になり，忙しい

公務の合間を見て継続入力しました．やがて公務にやや余裕が出てきたので，本来の私の

思っている形式のデーター覧を作り直し，気になっていた打ち込んでもらったデータの解

釈の違いや入力ミスを， もう一度すべての文献と照らし合わせて訂正し正確なものにしま

した. 2011年には三重自然誌の会から各生物分野の県内産目録をまとめた「みえ生物誌」

を編纂する話があり， クモ類部門の共同執筆をする塩崎哲哉氏と別形式のデータ打ち込み

作業を行うとともに，全データの信頼性や扱いについて逐一話し合いを深めました． 「み

え生物誌クモ類」編纂の一連の作業は大変な時間と労力がかかりましたが，塩崎氏の献

身的な努力で2018年に完成し，私の入力データの再確認にも大いに役立ちました．私の

新しい形式での入力作業は現在も延々と続いています，

(3)の文献収集は最初の10年程はあまり手に入らなかったですが，収集努力を続け， ま

た，寄贈を受けたり各会誌が発行されるに従い徐々に増加し，現在は1860編程集まって

います．そして， これらの中から三重県に関連するものをより出し，通し番号をつけて整

理をするとともに, 2017年と2018年に「三重県に関連するクモ類文献の紹介(IXn)」 と

して, 541編の各概要を三重生物研究会の会誌に発表しました．

私の作製した標本と同定結果表，三重県に関連する文献と採集データは現時点でまとめ

を行い，後々の人がこれらを収集する手間を省き，研究に活用してもらえるよう，三重県
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立総合博物館に寄贈保管してもらいました．私の所期の目標は， 50年かかつてやつと一

旦形になり一安心というところですが， これらの作業に終わりはなく，その後も途切れる

ことなく続けています．

クモとともに50年，思えば遠くへ来たものです．談話会での活動を通してひたすら黙

々と歩んできました．大したクモ類研究は何も出来ませんでしたが， この活動を通して多

くの方々と出会い，採集調査や合宿，勉強会，学会参加等，沢山の楽しい思い出が出来た

ことはこの上ない喜び，財産です．後期高齢者となりましたが，無理をせず， これからも

体力の続く限りクモに接していきたいと思っています．皆さんこれからもよろしくお願い

いたします．

三重クモ談話会50周年に寄せて

塩崎哲哉

三重クモ談話会が結成されて本年で50年になるとのことである．半世紀にもわたる活

動の歴史の中で，私が参加したのは30年余であるが，まずもってお祝いを申し上げたい．

大学を卒業し，教員として中学校に勤め始め， さて，何かやらねばと考えながらあれこ

れと模索していた． 当時いろいろな動植物の観察や飼育，研究の手引きとして刊行されて

いたニューサイエンス社のグリーンブックスシリーズの中から興味のひきそうなものをい

くつか購入し，検討をした．昆虫をと思ったが，蝶やトンボは身の回りにもやっている人

がたくさんいる．思案の末，いっそ誰もやっていないものがいいだろうと，八木沼先生の

「クモの観察と研究」を手引きにクモの採集を始めたのだった． これも八木沼先生の「原

色日本クモ類図鑑」を購入し，身近で採集したクモの同定に取り組んだ．その第一号とな

った記念すべき標本は1984年8月27日に採集したアズチグモ旱であった． 当時（今もそ

うだが）身近にクモをやっている者はいなく，手探りの状態で採集，同定を行い，数年後

身近なクモ50種ほどの目録を作成し，身近にいる生物研究をしている方々に配布した．

その一人が貝發さんの知り合いで，熊野でクモをやっている者がいると紹介してくださっ

た． そのような縁で三重クモ談話会に入会したのが1990年である．以来, 30年余の月日

が過ぎ去り，私も学校を退職し， 70の大台を超える歳となってしまった．

入会後，年数回の採集観察会や学習会などに参加する中でいろいろと教えを乞い，少し

ずつクモに関する知識も増やしていった． また，各地のクモ研究同好会や日本蜘蛛学会に

加入し，各地で開催された採集会や学会に参加する中で，多くの方々と知り合うことがで

き，一緒に活動することができたのは大きな財産である．振り返ってみると, 1993年に

熊野で開催された合同合宿‘暴風警報の出ている中，調査に出かける姿を宿の主人に呆れ

られたのが印象に残っている． 中部蜘蛛懇談会の緒方さんと，九州， 四国，沖縄，信州へ
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と採集旅行に出かけたこともよい思い出である． 2011年には談話会のホームページを開

設することもできた．多くの方に閲覧されているが，最近は十分な更新もできず，心苦し

く思っているところである. 2018年には， 貝發さんとともに， これまでに三重県で記録

されたクモ類について集大成した「みえ生物誌クモ類」を刊行することもできた．

三重県産のクモも600種に届かんとしているが， まだまだ未記録の種も沢山存在してい

る． 50周年を迎え， さらに三重県のクモ相の解明に寄与していきたいと思うが，太田先

生が亡くなられ，県内会員も高齢化してきている．若い会員の入会が期待されるところで

ある．

三重クモ談話会と私の9年間

加藤修朗

三重クモ談話会とのお付き合いは2013年7月27日，三重県松阪での中部蜘蛛懇談会＆

三重クモ談話会の合同合宿が始まりでした． 当時私のクモの知識はジョロウグモやコガネ

グモを見分ける程度しかったので合宿での観察会は驚きの連続でした．関西から参加され

ていた船曳先生は夜間観察で丁寧にクモの種名や特徴などを教えて頂いたので女神のよう

に見えていました．特にクロガケジグモが柿糸を第4脚で紡ぐさまはリズミカルで，少し

コミカルな動作として強く印象的に残っています． このころは， まだクモを標本にするこ

とに抵抗があり （生物の命を奪う）ましたので観察だけを楽しんでいました．

合宿の後は，三重クモ談話会とはしばらく疎遠となっていましたが，柴田さんより2015

年4月 19日に三重県で観察会が開催されるので，一緒に行きませんかと突然のお誘いが

ありました．合宿での楽しい思い出が頭をよぎったので， まどうことなく参加を承諾しま

した． 当日は柴田さんを車に乗せて会場の津市久居明神町へ向かいました．始めての三重

クモ談話会の観察会には驚きを感じました． 中部蜘蛛懇談会の観察会は参加者をゾロゾロ

と引き連れて， クモを見て廻るのが標準のスタイルですが，三重クモ談話会は集合すると

皆が勝手気ままに採集を始めるのです．少し時間が立つと皆の姿が見えなくなり，誰がど

こに居るのか解らなくなってしまいました．戸惑っている私に柴田さんが，初めて三重ク

モ談話会の観察会に参加すると皆驚きますが慣れていきますからと声を掛けて頂いた上

で，柴田さんと2名で観察を始める， ことになりました（心の中で， これでは観察会では

無く採集会だと咳いていましたが） ．今では東京蜘蛛談話会も三重クモ談話会の観察会と

同じスタイルなので， 中部蜘蛛懇談会が少し違う観察会だとわかっています（観察会の目

的が違うからでしょう，新会員獲得なのか調査活動かの違い） ．観察会では各自が採集し

て持ち帰ることにより， 自宅で同定すると同時に， どのような環境下で採集したのかも合

わせて検証することの重要性を段々と理解するようになりました．
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三重県の観察会のスタイルにも慣れてきた中で， 2019年度は三重県御浜町坂本の里山

で定点観察を実施することになりました．三重県の色々な場所で採集をするのを楽しみに

していたので，定点観察は少し気乗りがしていませんでした．実際始めてみると好条件（里

山）だったので，多くの種を採集することが出来たので，採集会の度に今度はどのような

クモが採取出来るのかとの期待が膨らみました．季節によるクモのステージ変化は知識と

してありますが， フィールドで確認出来たことは感動的で楽しいものでした． この経験を

生かして定点観察を別の場所でも試してみたいと思っています．

2020年以降はコロナの影響で中部蜘蛛懇談会を含め軒並み観察会が中止となり，満足

な活動が出来なくなってしまいましたが,今年こそ再起動の年になる事を期待しています．

三重クモ談話会で学んだことは， 中部蜘蛛懇談会の観察会にも取り入れていきたいと考え

ています． これまで親切にご指導頂きました三重クモ談話会の皆様へ感謝の意を表すると

同時に，今年度もご指導ご鞭捷をお願いします．

三重クモ談話会創立50周年を祝して

杉永 厚

三重クモ談話会創立50周年おめでとうございます．

これはひとえに歴代会長をはじめ事務局各位のたゆまぬご尽力の賜物と感謝いたしてお

ります．

私は橋本先生（会長）の自称一番弟子と自負しています．それは決して一番優秀だった

からではございません．

たまたま多くの弟子の中で一番先に生まれた，一番ご面倒をおかけした，一番心配をお

かけした， との意味の一番弟子です．

思い返せば60年前の昭和37年，上高二年生時先生から実体顕微鏡下にあるキララシロ

カネグモを見せて頂き，その色素の鮮やかさ，足の鰊の整然と並んでいる姿に感動し，芸

術に関心のない私にミクロの世界にも美があるのだと教えられ，それからクモの虜になっ

たようです．

その後先生のご指導で，上野市（現伊賀市）のとある水田を拝借し，水口に近いところ，

水尻に近いところ，そうでないところを任意に設定し，農薬散布後の水田害虫とクモ類の

数，農薬を使用しないよう農家さんにお願いした水田の類似環境， 同一面積の虫とクモの

数をカウントしたのは懐かしい思い出です．一応その時は農薬散布水田では結果一時的に

害虫の数は減るが同時にクモも死滅する．その後， クモの回復力が弱く，害虫の数が逆に

増加する．

一方非散布の水田では害虫もいるがクモも生息し，一定のバランスを保っている． との
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発表を三重大学教育学部教室で発表し銀賞を頂いたことが懐かしい．

今から思えばもっと突っ込んで，気管呼吸と書肺呼吸の対応力の差か， 当該昆虫とクモ

のライフサイクルの差で死滅後回復に時間を要するのか，それとも農薬では効果のない虫

の卵・蝿が残存しておりすぐに回復したのか調査していればもっと説得力のある発表で金

賞を頂けたかもしれないと反省しています．

また， 同じく先生のご指導で三重大学平倉演習林にて， トリノフンダマシ，オオトリノ

フンダマシを見つけ， 夕刻葉っぱの裏から出てきて逆立ちし，糸疵から糸を吹き流し，た

どり着いた糸を数回往復，強度を高め， 中央付近から真下にぶら下がり，垂直の糸も何度

か往復して強度を増しY字形の基礎を形成，次は外周を形成，等々を観察してATYPUS

31 : 13-15; 1963に残していただいているのは感謝の限りです．

現在私は食品工場の衛生チェックをする仕事に従事しています．

今では工場内の防虫対策は必須項目で，現実には殺虫剤や消毒剤製造の製薬会社専門部

隊に依存し，飛翔性虫は紫外線で集め粘着テープ又は電撃殺虫器で捕獲，排個性のものは

床に置いた粘着トラップで捕獲，蛾などフェロモンに呼び寄せられる虫はある種のフェロ

モンを発するタブレットの付いた粘着トラップを壁などに貼り付け，いずれも定期的にそ

の数をカウントして虫の習性から進入虫か， 内部発生虫か，などと分析して対策を指導さ

れていますが，残念なことにクモは「クモ類」 との項目だけで，清掃不足が原因と判断さ

れているケースばかりです．

出来ればそのクモを同定し，原料に付着して侵入したのか，ふ化直後の幼生が風に吹か

れてサッシュの隙間から侵入したのか，排個性のクモなら何を求めて侵入したのか，腹部

が摂餌の形跡があるのか， それなら内部発生虫がいるはず，など専門部隊に一般の昆虫専

門家が多いがクモを知る指導者の報告書にはお目にかかったことがない．

まだまだか書きたいこと，例えばなぜクモを食したのか，八木沼先生の足跡を訪ねて大

阪市立自然史博物館の松本吏樹郎（りきお）主任学芸員（理学博士， クモ担当）にお会い

した内容などありますが，今後ますますの三重クモ談話会のご発展を願い，稚拙な文章は

このあたりで締めくくらせていただきます．
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三重クモ談話会50年の歩み

貝發憲治叢

三重クモ談話会は1973年に設立され，本年度50周年を迎えた．一地方の小さな同好会

ではあるが，三重県におけるクモ類の研究や会員相互の交流を目的として，地道な活動が

続いている． そこで， これを機に手元に残っている資料等をもとにして，県内会員の動向

を中心に50年の活動内容をまとめてみた． なお，氏名については敬称を略したのでご了

承願います．

(1) 談話会発足以前の三重県のクモ類研究について

三重県におけるクモ類の研究は, 1936年，東亜蜘蛛学会設立と時を同じくして，植村

利夫と交流のあった孫福正によって始められた．孫福は学会設立発起人の一人で，伊勢市

を中心に約100頭の採集観察やスケッチを行い， 「尋四（尋常科第四学年）理科生物教材

の郷土的分類学的考察（予報)」 （1938）や「伊勢のクモ類」 (1938)等数点を著したが，

埋もれてしまった研究結果も多い．孫福の後を引き継いだ槌賀安平は，約2年間の伊勢神

宮調査結果をもとに三重県最初の目録を発表し， さらに，津市の調査を加えて， 「三重県

産の蜘蛛類」 (1940)をまとめた．理科教育の方法論も交えたクモ類の解説等，幾つかの

報文も発表している． また，槌賀の指導の下，坂本五男ら三重県師範学校学生の研究もあ

った，その他，大井良次と交流のあった山川要助（ヤマカワヤミサラグモにその名を残す）

や岸田久吉と親しかった安井直康の活動も見られたが，まとまった報文はない．そして，

その後15年程は国内情勢の影響もあって，県内の目立った活動はなかった． 1950年代後

半には，孫福，槌賀の報文や伊勢高等学校生物部誌に研究成果をわずかに見ることができ

る． ここまでの間の，三重県に関する記述のあるクモ類文献は，県外研究者によるものも

含めて20数編が見られる．

1960年代に入ると，橋本理市と太田定浩が， それぞれ学会会長八木沼健夫の指導を受

けながら調査研究を始めた．橋本は高校教員として赴任と同時にクモ類の研究を始め，生

物部員の指導と並行して，分布，生態調査を精力的に行った．三重大学平倉演習林を中心

に県内各地の分布調査を継続し， 「三重県産真正蜘蛛類目録（予報)」 （1963）を著してい

る．生態観察でも新しい事実を次々と発見し，演習林で採集された未知のクモはシノビグ

モとして新種記載された． また，群集生態面からの研究も行っている．学会誌をはじめ発

表された報文は非常に多い．一方，太田は， 同じく高校生物部の指導を通して，分布調査

や昼夜にわたる生態観察を行うとともに， 自らは北勢地方の詳細なクモ類目録を発表して

いる. 1960年代中頃には，大学の卒業論文や他の高校生物部誌等でもクモ類に関するも

瀬〒515-0087三重県松阪市萌木町74
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のが幾つか見られるようになる． 1960年以降三重クモ談話会設立までに発表された，三

重県に関連する文献は，約75編見られる．

以上，談話会発足以前のクモ類研究については， 「三重県におけるクモの研究のはじま

り」 (1981 :橋本， しのびぐも9), 「おもいで」 (1982:孫福， しのびぐも 10) 「三重県産

真正蜘蛛類」 (1984:太田・橋本・貝發，三重生物34), 「孫福正氏の足跡をたどる」 (2002:

橋本， しのびぐも30)， 「三重県に関連するクモ類文献の紹介( I)｣ (2017:貝發，三重

生物67） も参照されたい．

(2) 三重クモ談話会設立について

1972年10月，東亜蜘蛛学会第4回名古屋大会開催直後に橋本の呼びかけで，学会員と

して交流のあった太田と，橋本の指導の下で研究を始めた貝發憲治の3人が津市で会合を

持ち，三重県にクモ類の同好会を立ち上げることで合意し，会の名称を「三重クモ談話会」

とすることを決定した．その後，橋本が中心となって，学会の八木沼，西川喜朗との連絡

調整，結成趣意書や規約の草案作り，会員募集，発会式の準備等が進められ， 1973年5

月20日に伊勢市で第7回東亜蜘蛛学会関西支部例会が開催され， この席で「三重クモ談

話会」が正式に発足した．会長：太田，事務局長：貝發，副事務局長：橋本．会費500円．

創立会員は，県内大学や高校の教員，橋本・太田の指導した元生物部員等17名l団体で

あった．この中には，先の孫福や山川の他，当時東京蜘蛛談話会の運営の中心メンバーで，

現在三重クモ談話会で活躍している熊田憲一の名も見られる．

談話会設立に関しては， 「昭和48年度事業報告，三重クモ談話会規約」 (1973:三重ク

モ談話会，しのびぐもl), 「三重クモ談話会十周年によせて」 (1982:橋本，しのびぐも 10),

「しのびぐも」20周年に寄せて」 (1992:橋本， しのびぐも20) 「三重クモ談話会設立の

ころ」 （1992：貝發， しのびぐも20）も参照されたい．

（3）三重クモ談話会設立後の動向（年度順に会の活動概要をまとめる）

●1973年度 会の活動が始まったが，会員個々人の調査研究が中心であった． 8月：

第1回採集会を安芸郡安濃村（現津市安濃町）経ヶ峯で計画， ウイークデイーのため

参加希望なく中止となる. 1974年1月：会誌名を「しのびぐも」 とすることを決

定し，原稿募集と会誌作成準備に入る． ［会員数17名l団体］

●1974年度 本年度も会員個々人の調査研究が中心であった．本年以後，総会は年度

初めに採集会や各会合時に合わせて実施することになった． 5月：会誌「しのびぐ

も」第1号を手刷りで発行（報文2編，発刊によせて，事業報告，結成趣意書，規約，

会員名簿，決算報告を掲載) ，年度末に報文や活動結果をまとめるため，発行は毎年

次年度の初め頃になる． 9月：員弁郡藤原岳（現いなく市藤原岳）で採集会を計

画するが，大雨で中止となる． 9月：東亜蜘蛛学会第7回大会が三重県開催と決

まり準備に入る． 10月 :NIⅨテレビ「レンズはさぐる」 （わな）に会員の橋本が

制作参加． 1975年3月；会誌第2号発行（報文5編) ． ［会員数20名l団体］

●1975年度 四日市市自然観察会クモ分野に講師として会員の貝發，太田が参加，以

後毎年現在まで継続している． 8月24．25日 ：東亜蜘蛛学会第7回大会を津市
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で開催（参加者64名，講演数12. 2日目午後に藤原岳自然科学博物館と長島サニー

ワールドを見学)，大会及び準備の様子は「東亜蜘蛛学会第7回大会を津市で開催し

て」 (1975 :太田， しのびぐも3)を参照されたい． ［会員数20名l団体］

●1976年度 4月：会誌第3号発行（報文4編) . 6月 ：談話会として最初の採集

会を藤原岳で開催，参加者4名． 8月：藤原岳自然科学博物館と合同で市民対象採

集観察会を開催． ［会員数20名1団体］

●1977年度 県内実動会員が少なく，皆各種調査に参加しているため，会としての採

集会は以後4年程実施せず． 4月： 「鈴鹿山系北部石灰岩地域自然科学調査」 (1977.4

～1980.3）が始まる．本会から太田，橋本，貝發が調査団の一員として参加し， 3年

間クモ類調査をする． 4月：会誌第4号発行（報文4編)． ［会員数19名1団体］

●1978年度 「マツクイムシ防除のための薬剤散布調査」 (6．7月）が行われ，本会

からクモ部門で貝發が参加 5月：会誌第5号発行（報文6編)． 8月：千国安之

輔よりシノビグモの標本とスライドが本会に寄贈される． ［会員数22名1団体］

●1979年度 「尾鷲地域野生生物調査」 (1979.9～1980. ll)が始まる．本会から太田，

貝發が調査団の一員として参加し，約1年間クモ類調査をする． 6月：会誌第6号

発行（報文3編)． 6月 :NI正テレビ「みんなの科学」 （コモリグモ）に会員の貝

發が制作参加，出演． ［会員数25名l団体］

●1980年度 この年も会員個々人の調査研究が多く行われた． 4月：会誌第7号発行

（報文3編)． ［会員数24名］

●1981年度 総会で会費を1,000円に値上げすることを決定する. 5月：会誌第8号

発行（報文4編)． 6月：三重大学教育学部生物学教室でクモ講座を開催（貝發担

当）． 7月：伊勢市矢持町で開催された市民対象採集観察会に参加（橋本，貝發

担当). 10月：久居市（現津市久居）榊原町笠取山一帯で会として2回目の採集会

を開催. 11月 ： 「伊勢の生物展」参加（橋本， 貝發担当）． ［会員数26名］

●1982年度 談話会設立10周年．本年度も会員個々人の各種調査参加が多く，会とし

ての活動は低調であった． 5月：会誌第9号発行（報文8編)，従来の手書きから

和文タイプ版に変更する． ll月：松阪市阿坂城跡で採集会を開催． ［会員数28名］

●1983年度 「比奈地ダム周辺昆虫類調査」 (1983.6～1984.6)が始まる．会員の貝發

が参加し, 1年間クモ類調査をする, 5月：会誌第10号発行(10周年記念文3,

報文6編)． 9月： 「三重県産真正蜘蛛類目録」を発行． 9月：松阪市西野町で採

集会を開催． ［会員数27名］

●1984年度 「大宮町史（自然編）編纂のための自然調査」 (1984.7～1985.10)が始ま

る．本会から貝發が調査団の一員として参加し, 1年間クモ類調査を行う． 会の採

集会開催［5月：飯南郡（現松阪市）飯高町蓮 10月：松阪市射和町・辻原町]. 5

月 ：会誌第ll号発行（報文4編) ,国会図書館より国際標準逐次刊行物番号を割り当

てられる． 9月： 「三重県産真正蜘蛛類」 （目録以外のまとめ）を発行． ［会員数29名］

●1985年度 三重県内の実動会員が少ないため，本年度から愛知や岐阜の会員参加も

考慮し，北勢地方を中心に採集会を行うことを決定する． 会の採集会開催［6月：

亀山市石水渓（以後，県外から須賀瑛文，永井均，緒方清人らの参加が始まる) 11

月：一志郡美杉村（現津市美杉町） ・名張市（宿泊採集会を行う）］． 4月：会誌
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第12号発行（報文7編)． ［会員数29名］

●1986年度 今後， 中部蜘蛛懇談会との共同採集会を定期的に開催することを決定す

る． 会の採集会開催［5月：桑名郡（現いなく市）北勢町川原 9月：三重郡菰

野町福王山]、 4月：会誌第13号発行（報文3編)． 9月：会誌第14号発行（報

文3編)， 3．4月は公務多忙の者が多く会誌発行を秋に変更する． ［会員数31名］

●1987年度 「四日市市史編纂のための自然調査」 (1987.1～1988.10)が始まる．本会

から太田，貝發が調査団の一員として参加し， 2年程クモ類調査を行う． 会の採集

会開催［6月：四日市市宮妻峡（県外会員の参加が多かった) 10月：四日市市内

一帯]、 9月：会誌第15号発行（報文5編) . [会員数31名］

●1988年度 会の採集会開催[5月：桑名郡（現桑名市）多度町古野 10月：鈴鹿郡

（現亀山市）関町]、 9月：会誌第16号発行（報文6編)． ［会員数31名］

●1989年度（平成元年度) 1985年以後，県内実動者少なく中部蜘蛛懇談会との交流が

続く． 「菰野町史（自然編）編纂のための自然調査」 （1989.9～1992.3)が始まる．

本会から太田，貝發が調査団の一員として参加し，約2年間クモ類調査をする． これ

に合わせてしばらく会の採集会を菰野町中心に行うことにする． 会の採集会開催［6

月：鈴鹿郡（現亀山市）関町・安芸郡（現津市）芸濃町 9月：三重郡菰野町尾高

高原]． 9月：会誌第17号発行（報文3編), 13号頃から県内投稿者少なく，県

外会員に依頼することが増える． ［会員数30名］

●1990年度 独自にクモ類の研究をしていた県内の武藤茂忠，塩崎哲哉，萬濃正通の3

名が入会し，活動が活発になる． 太田の発案で，以後，緯度経度5分メッシュで

見た採集空白地域を中心に採集会を開催することを決定する． 「地域で守りたい

自然動植物調査」に会員の塩崎が参加, 1990年から適宜クモ類調査をする． 会の

採集会開催［6月：三重郡菰野町雲母峰（兼総会） 8月：熊野市・南牟婁郡御浜町

（宿泊採集会を行う) 12月：員弁郡（現いなべ市）藤原町]、 10月：会誌第18

号発行（報文6編) ． ［会員数34名］

●1991年度 「多度町史自然」編纂のための自然調査」 (1991.5～1996)が始まる．

執筆は太田とし、適宜会員が参加． これに合わせて2年程採集会を桑名郡（現桑名市）

多度町で行うことにする． 会の採集会開催［8月：熊野市（宿泊採集会を行う）

10月：多度町（大雨で中止) 1992年3月：多度町]、 10月：会誌第19号発行（報

文3編)． ll月：中部蜘蛛懇談会との共同勉強会を名古屋市で開催． 総会を年

度末の3月頃実施に変更する． ［会員数33名］

●1992年度 談話会設立20周年． 会の採集会開催[5月：桑名郡（現桑名市）多度

町多度峡 8月：鈴鹿市 1993年3月：多度町（兼四日市市で総会)]. 8月：

会誌第20号発行（20周年記念文4，報文5編)， シノビグモの写真入り表紙とし，業

者による製本に変更する． ［会員数33名］

●1993年度 会の採集会開催[5月・ 10月：鳥羽市答志島 1994年3月：答志島（中

止．総会は開催，副事務局長を橋本，武藤の2名にする）． 7月：熊野市一帯（関

西クモ研究会，東京蜘蛛談話会， 中部蜘蛛懇談会，和歌山クモの会との5同好会一泊

合同採集会，参加者36名）］、 ll月：会運営が難しく， 同じ悩みを抱えていた中部

蜘蛛懇談会と合併について会合を持つ（相互の運営の違いから合併は見送り， さらに
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個別に継続努力をすることになる．会費を1,500円に値上げする．会誌は今後も継続

して12月発行に変更し，業者による印刷製本にする．等を決定)． 12月：会誌第21

号発行（報文5編)． ［会員数32名］

●1994年度 会の採集会開催［ 5月・ 10月：度会郡南勢町（現南伊勢町) 8月：南

勢町（合宿キャンプ形式) 1995年3月：南勢町（兼総会)]. 12月：会誌第22号

発行（報文7編)． ［会員数34名］

●1995年度 ll月に四日市市霞でセアカゴケグモが発見され各関係機関に対応し調査

する (1995.ll～1996.3). 会の採集会開催[5月・7月・ 10月：一志郡（現津市）

白山町青山高原一帯 1996年3月：白山町（兼総会，セアカゴケグモの調査を1回

実施することを決定)]. 12月：会誌第23号発行（報文8編)． ［会員数33名］

●1996年度 太田をまとめ役に，四日市市でセアカゴケグモの継続調査が始まる （

4～12月．談話会会員と日本蜘蛛学会会員が適宜参加)． 「上野市史自然編」編纂

のための調査(1996.7～1999.8)が始まる．会員の貝發が参加し, 3年間クモ類調査

をする．会の採集会開催［5月：津市・安芸郡美里村（現津市美里町） 6月：安芸

郡芸濃町・美里村（現津市芸濃町・美里町) 1997年3月 ：安芸郡芸濃町・安濃村

（現津市芸濃町・安濃町） （兼総会)］． 12月 ：会誌第24号発行（報文5編) ，

［会員数34名］

●1997年度 太田・武藤によるセアカゴケグモの継続調査(1997.1～1998.1),一連の

調査については「四日市のセアカゴケグモを追う」 (1996:三重クモ談話会， しのび

ぐも24） 「その後の四日市のセアカゴケグモ」 (1997:三重クモ談話会， しのぴぐ

も25） 「四日市のセアカゴケグモの野外調査を終えて」 (1998 :三重クモ談話会，

しのびぐも26）を参照されたい． 会の採集会開催［5月：度会郡玉城町・度会郡

度会町 9月：員弁郡（現いなべ市）員弁町・桑名郡（現桑名市）多度町（しばら

く途切れていた中部との合同採集会を行う，参加者14名） 9月：度会郡大内山

村（現度会郡大紀町大内山）犬戻峡 1998年3月：阿山郡（現伊賀市）阿山町（兼

総会)］． 8月24．25日 ： 日本蜘蛛学会第29回三重大会を四日市市で開催（参加

者59名，講演数18) ,大会と準備，運営の様子は「日本蜘蛛学会第29回大会・総会

を四日市市で開催して」 (1997:太田， しのびぐも25)を参照されたい. 12月：会

誌第25号発行（報文9編)． ［会員数34名］

●1998年度 この年より中部蜘蛛懇談会との合同採集会を発展させ，合同合宿採集会

を毎年夏に行うことを決定する． 「紀勢町史自然編」編纂のための調査（1998.5～

2000.IO)が始まる．会員の塩崎が参加し, 2年半クモ類調査をする． 会の採集会

開催［5月・ 10月：度会郡紀勢町（現大紀町）笠木・錦 7月：岐阜県美山町（中

部との合同合宿，参加者13名) 1999年1月：四日市市（同定学習会) 1999年3

月：北牟婁郡紀伊長島町（現紀北町紀伊長島） ・度会郡大内山村（現大紀町大内山）

（一泊採集会・同定会兼総会，東京から新海明・谷川明男も参加．県内移住の斎藤愼

一郎が以後， 2年間採集会に参加し，活発に活動する)]. 12月：会誌第26号発

行（報文lO編)． ［会員数36名］

●1999年度 会の採集会開催[5月 ：久居市（現津市久居） ・一志郡（現津市）香良

洲町） 8月：熊野市一帯・南牟婁郡御浜町（中部との合同合宿，参加者10名） 12
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月：久居市（現津市久居）小木戸町・庄田町・雲出川一帯 2000年2月：久居市

（現津市久居）中村町・安芸郡美里村（現津市美里町） （一泊採集会・学習会兼総会)］・

12月：会誌第27号発行（報文6編) . [会員数39名］

●2000年度 県内に移住し個別に調査研究をしていた熊田が行事に参加するようにな

り会の活動が一段と定着，活発になる． 会の採集会開催［5月・9月・ 12月：安芸

郡（現津市）河芸町一帯 8月：岐阜県白川村（中部との合同合宿，参加者13

名) 2001年2月：津市・河芸町（一泊採集会・学習会兼総会), クモをテーマに

した陶芸教室を開催]. 2001年3月 ： 「三重県版レッドデータプック (RDB)準

備書」が発行される （クモ部門を太田， 貝發，塩崎担当） ． 採集会結果の目録や

内容が年度毎にまとめられないため，次号から会誌発行を当初のように4月頃に戻す

ことを決定する． ［会員数37名］

●2001年度 「嬉野町史自然編」編纂のための調査(2001.10～2003.9)が始まる．会

員の塩崎が参加し， 2年間クモ類調査をする， 会の採集会開催［6月・9月・ 12月：

飯南郡（現松阪市）飯高町一帯 8月：飯高町（中部との合同合宿，参加者13名）

2002年2月 ：一志郡（現松阪市）嬉野町（一泊採集会・学習会兼総会)，東京から新

海栄一を講師に招く，県外からも多くの参加あり］、 4月：会誌第28号発行（報文5

編)． 6月：津市で三重県立博物館の自然観察会「クモ探検隊」が開催される （太

田・貝發担当）． 2002年3月 ：会誌第29号発行（報文9編)． ［会員数37名］

●2002年度 談話会設立30周年． 総会で4月より会長を29年間務めた太田から橋

本に交代，事務局長は引き続き貝發，副事務局長は空席とする，財政難により会費を

3000円に値上げすることを決定する． 会の採集会開催［ 5月・ 9月・ 11月：一

志郡（現松阪市）嬉野町一帯 7月：愛知県瀬戸市（中部との合同合宿，参加者17

名） 2003年2月：桑名市一帯・四日市市（一泊採集会・学習会兼総会)，大阪か

ら加村隆英を講師に招く］、 2003年3月：会誌30号発行（30周年記念文10,報文10

編)． ［会員数36名］

●2003年度 総会で空席の副事務局長に武藤を選出する． 「三重県版RDB作成の

ための現地調査等」 （2003.5～2006.3）が始まる．本会から太田，橋本，武藤，貝發，

熊田，塩崎が参加． 「伊勢神宮宮城動物調査」 （2003.6～2005.3）が始まる．本会

から太田,橋本, 貝發,熊田が参加. ｢鈴鹿市自然環境調査｣ (2003.ll~2007.1)

が始まる．本会から太田，橋本，武藤，貝發，熊田，塩崎が参加． 会の採集会開

催［5月：一志郡美杉村（現津市美杉町）三重大学農学部付属平倉演習林 7月：

紀州一帯（中部との合同合宿，参加者15名） 8月：上野市（現伊賀市）一帯

9月：度会郡南島町（現南伊勢町) 10月：多気郡大台町・度会郡大宮町（現大紀

町) ll月：員弁郡（現いなく市）大安町 12月：伊勢市・大宮町（洞穴調査を

実施） 2004年3月：志摩郡（現志摩市）阿児町]． 4月： 「三重県産クモ類目

録」発行． ［会員数40名］

●2004年度 「亀山市史自然編」編纂のための調査（2004.1～2007.9）が始まる．本会

から熊田，貝發が参加． 本年は引き続き, RDB,伊勢神宮，鈴鹿市，亀山市等の

多くの調査が並行して行われた（会の採集会以外の調査も非常に多く詳細は省略) ．

-22－



会の採集会開催［4月：鈴鹿市（兼総会） 6月：阿山郡（現伊賀市）阿山町一帯

9月 ：三重郡菰野町御在所岳 10月：一志郡（現津市） 白山町 12月：鈴鹿市

2005年2月：多気郡明和町・度会郡玉城町・多気郡勢和村（現多気町)］． 5月：

会誌31号発行（報文5編)． 7月：上野市（現伊賀市）の三重県上野市森林公園

でRDB調査のためのクモ類体験実習を開催（太田・武藤・熊田担当）． 8月： 日

本蜘蛛学会愛知県大会運営に本会から5名参加. 11月：三重県立博物館の「自

然展示会」 （菰野町）に参加． ［会員数38名］

●2005年度 鈴鹿市の調査に本年度は引き続き熊田・太田・武藤が7回参加する．他

に本年度も会の活動と並行して各調査に各会員が参加する． 三重郡菰野町の「国指

定天然記念物地域保全調査」 (2005.12～2007.11)が始まる．会員の太田，武藤が参

加し， 2年間クモ類調査をする． 会の採集会開催［4月：鈴鹿市（兼総会） 6

月 ：度会郡大紀町大内山 7月 ：愛知県犬山市（中部との合同合宿，参加者12名）

7月・ 10月・ l1月・2006年2月：鈴鹿市 12月：津市白山町]、 10月：会誌32

号発行（報文6編)．投稿数が少なく発行が大幅に遅れる． ［会員数38名］

●2006年度総会で会計監査に緒方を選出，会費を再び2,000円に戻すことを決定する．

前原晋が入会し10年程活発に活動する． いなく市「第二次篠立の風穴自然科学

調査」 （2006.5～2007.9）が始まる．会員の太田，武藤，熊田が参加する． 会の

採集会［5月： 鈴鹿市（兼総会） 6月・9月：鈴鹿市 7月：志摩市一帯（中部

との合同合宿，参加者12名) 11月：亀山市 2007年2月：紀北町紀伊長島一

帯]． 8月：会誌33号発行（報文5編)． ［会員数39名］

●2007年度 いなく市藤原町の藤原岳自然科学館自然教室「クモを調べる会」講師と

して会員の武藤，太田が以後毎年現在まで参加する （太田は2016年以後は「屋根の

ない学校」 クモ担当講師に変わる） ． 会の採集会開催［4月：多気郡多気町・度

会郡玉城町（兼総会） 6月：玉城町 7月：岐阜県恵那市・中津川市（中部との

合同合宿，参加者11名) 9月：多気郡大台町 11月：伊賀市・津市芸濃町]、

5月：会誌34号発行（報文9編) ． 2008年3月 ： 「鈴鹿市の自然調査展示会」に参

加 2008年3月 ：三重県立博物館の「三重しぜん文化祭、みえ」展示会に参加．

［会員数39名］

●2008年度 総会で会計監査に塩崎を選出する． 「熊野市紀和町動物調査」 .に会員

の塩崎が参加する． 会の採集会開催［4月：鳥羽市・伊勢市（兼総会） 7月：

伊勢市・鳥羽市（中部との合同合宿，参加者12名） 10月・ 11月・2009年2月：

鳥羽市]． 5月：会誌35号発行（報文5編), 2009年3月：三重県立博物館の

「三重しぜん文化祭、みえ」展示会に参加． ［会員数38名］

●2009年度 「津市自然ガイドブック」作成のための調査(2009.2010年度）に会員

の塩崎，貝發が参加する， 「四日市市自然調査」 （2009.8～2010.12)が始まる．本

会から太田， 貝發が調査団の一員として参加し, 1年半程クモ類調査を行う． 会

の採集会［4月：白山町（兼総会） 6月・9月・ l1月･2010年2月：白山町 7

月：愛知県岡崎市（中部との合同合宿，参加者12名)]． 6月：会誌36号発行（報

文8編)． 2010年3月：三重県立博物館の「三重しぜん文化祭、菰野」展示会に
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参加． ［会員数36名］

●2010年度 会の採集会開催（本年度より環境別調査を通年で実施することを決定し，

最初として2年継続で宮川の河川のクモ類を調査することを決定） ［4月：伊勢市の

宮川河口部（兼総会） 6月：多気郡大台町の宮川上流部 7月：亀山市（中部と

の合同合宿，参加者18名) 10月：度会郡度会町の宮川中流部 ll月：度会郡紀

町の宮川中流部 2011年2月：白山町]. 6月：会誌37号発行（報文7編).

［会員数36名］

●2011年度 三重クモ談話会HPを立ち上げる（管理は塩崎)． 「三重県RDB

2015」改定事業始まる．本会から太田，橋本，武藤，貝發，熊田，塩崎，前原が参加

する． 会の採集会開催（本年度も河川のクモ類を継続調査） ［4月：度会町（兼

総会） 6月 ：大紀町 7月：岐阜県中津川市（中部との合同合宿，参加者13名）

ll月：伊勢市 12月 ：大台町 2012年2月：松阪市（反省会・情報交換会)].

5月：会誌38号発行（報文5編) ． 2012年3月：三重県立博物館の「三重しぜ

ん文化祭、鈴鹿」展示会に参加． ［会員数35名］

●2012年度 談話会設立40周年． 会の採集会開催（本年から2年継続で海岸のクモ

類を調査することを決定） ［4月：志摩市志摩町御座の海岸（兼総会） 6月：度会郡

南伊勢町の海岸 7月：岐阜県高山市（東京蜘蛛談話会・中部蜘蛛懇談会・関西ク

モ研究会との4同好会合同合宿，三重クモ談話会会員の参加者7名） 9月：北牟婁

郡紀北町紀伊長島の海岸 10月：尾鷲市・熊野市・南牟婁郡御浜町一帯（兼RDB

調査) 12月：伊勢市一帯（兼RDB調査) 2013年2月：松阪市（反省会・学

習会]． 6月：会誌39号発行（報文8編)， 6月： 「三重県産クモ類目録（追加・

訂正・削除)」を発表． 6月 ：四日市市の展示会参加. 2013年3月：三重県立

博物館の「三重しぜん文化祭、おわせ」展示会に参加． ［会員数35名］

●2013年度 会の採集会開催［4月 ：津市安濃町経が峯（兼総会・RDB調査) 6

月：鈴鹿市一帯（兼RDB調査) 7月：松阪市飯南町・飯高町（兼RDB調査：中

部との合同合宿，参加者22名） 9月：伊賀市の三重県上野森林公園 10月：多

気郡明和町の海岸 12月：松阪市（同定学習会)]. 6月：会誌40号発行(40

周年記念文9，報文8編) ． 8月：四日市市の三重県環境学習情報センターでクモ

類の企画展示(1ヶ月間). 10月 ：三重県立博物館の「三重しぜん文化祭mくわな」

展示会に参加． ［会員数34名］

●2014年度 この頃に, 2名の若者が入会して活動する．期待されたが, 2～3年で

県外移住で退会する． 会の採集会開催（本年度も海岸のクモ類を継続調査） ［4

月 ：多気郡明和町・伊勢市の海岸（兼総会） 9月：津市の海岸一帯 10月 ：

南牟婁郡紀宝町の海岸 2015年2月：松阪市（反省会・同定学習会)］． 6月：

伊賀市の三重県上野森林公園ビジターコテージでクモ類の展示(1ヶ月間). 7月：

会誌41号発行（報文7編)． 8月： 日本蜘蛛学会愛知大会に県内から4名が運営委

員として参加する. 11月 ：津市で三重県総合博物館・三重県環境学習情報センタ

ー主催のクモ講座開催（貝發担当）． 2015年3月：三重県総合博物館の「三重し

ぜん文化祭、みえむ」展示会に参加． ［会員数34名］
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●2015年度 会の採集会開催（本年から里山のクモ類を県内5地域に分けて順次調査す

ることを決定. 1年目は中勢地区を調査) [4月：津市久居の里山（兼総会) 6

月・ 10月 ：津市久居の里山 7月：岐阜県恵那市（中部との合同合宿，参加者13

名) 2016年2月：松阪市（反省会・同定学習会)]． 7月：会誌42号発行（報

文8編)． 11月 ：三重県総合博物館展示会に参加． ［会員数34名］

●2016年度 会の採集会開催（本年度は伊賀地区の里山のクモ類を調査) [4月：伊賀

市比土の里山（兼総会，会誌バックナンバーのHP公開について審議する) 6月・9

月・ lO月 ：伊賀市比土の里山 7月：伊賀市一帯（中部との合同合宿，参加者13

名)］． 5月：三重県総合博物館でクモ講座開催（貝發担当）． 6月：会誌43号発

行（報文9編)． 7月～8月：菰野町の「三重県民の森」展示室でクモ類の展示（1

か月間)． ［会員数32名］

●2017年度 2月：松阪市（総会・反省会・同定学習会),総会を採集会とは別の日の

2月開催とし，年度を2月～翌年1月に変更する． 会の採集会開催（本年度は南

勢地区の里山のクモ類を調査） ［4月・6月・9月・ 12月：志摩市磯部町の里山

7月：石川県白山市（中部との合同合宿，参加者13名)]． 6月：松阪市で三重県

環境学習情報センターのクモ講座開催（貝發担当） ． 7月：三重県民の森のクモ類

観察会開催（貝發担当） ． 7月：会誌44号発行（報文4編)． ［会員数32名］

●2018年度 2月：松阪市（総会・反省会・同定学習会). 会の採集会開催（本年度

は北勢地区の里山のクモ類を調査） ［4月・6月・9月・ 11月 ：四日市市曽井町神前丘

陵 7月：鳥羽市答志島（中部との合同合宿，参加者8名)］． 6月：伊賀市で三

重県環境学習情報センターのクモ識座開催（貝發担当）． 7月：会誌45号発行（報

文6編) ． 9月：鳥羽水族館で三重動物学会のクモ類講演開催（貝發担当）．

［会員数32名］

●2019年度（令和元年度) 2月：松阪市（総会・反省会・同定学習会)． 会の採

集会開催（本年度は牟婁地区の里山のクモ類を調査） ［4月・6月・9月・ ll月：南牟

婁郡御浜町阪本の里山 8月：長野県白馬村（中部との合同合宿，参加者9名)］、

6月：津市で三重県環境学習情報センターのクモ講座開催（貝發担当)． 7月：会誌

46号発行（報文9編)． ［会員数32名］

●2020年度 2月：松阪市（総会・反省会・同定学習会)，環境別調査を終了し，本年

度より従来の各地での採集の形に戻すことを決定する．三重クモ談話会創立50周年

に向けての話し合いをする． 会の採集会［4月・7月・9月・ 11月］及び5月の

関西クモ研究会・中部蜘蛛懇談会との3同好会合同採集会，6月の中部との合同合宿，

その他の観察会はすべて新型コロナウィルス蔓延のため中止となる． 6月：会誌

47号発行（報文8編). 11月：藤原岳自然科学館自然教室の「クモを調べる会」を

開催（武藤担当）． ［会員数32名］

●2021年度 「朝日町史」編纂のための自然調査(2021.5～）が始まる．会員の塩

崎が参加し， 3年間クモ類調査をする予定． 2月：総会（コロナ禍のため文書開催

とする，創立50周年に向けて意見集約)． 会の採集会開催［4月：三重郡朝日

町 6月・9月：多気郡多気町丹生 11月：いなく市北勢町]、 6月：会誌48号
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発行（報文11編） ［会員数30名］

●2022年度（6月1日まで） 談話会設立50周年 2月：総会（50周年記念号の発

行や記念行事等について審議する） 会の採集会開催［4月：いなく市藤原町藤

原岳登山道入口周辺]． 6月1日 ：会誌49号（50周年記念号，本誌）発行（50周

年記念文11,報文8編) [会員数28名］

◎現在活発に活動している県内実動会員は，橋本，武藤，熊田，塩崎，貝發と名古屋市

の加藤修朗の6名と少なくなっている．創立以来，県外会員の方からは，読者数が少

ないにもかかわらず会誌に多くの玉稿をいただき，毎年途切れることなく会誌発行が

出来た． また，県内の昆虫など他分野の研究者からは， クモ類の採集品を多くお寄せ

いただいている． ここに改めて厚く御礼申し上げます．

談話会の活動記録写真集
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19731973. 5. 20 三重クモ談話会発会式

於：若草食堂2階(伊勢市本町） 三重クモ験賭会

鍵 ＝■

警句鰹

1975． 8． 24． 25

東亜蜘蛛学会

第7回大会

於：洞津会館

(津市新町）

千

－26‐



1977. 8. 4 鈴鹿山系北部石灰岩地域

自然科学調査

於：岐阜県大垣市上石津町時山

1976． 8． 4 藤原岳自然科学博物館との

合同市民対象観察会

於：員弁郡藤原岳登山道

1981. 7 19 市民対象採集観察会

於：伊勢市矢持町

1981 . 10. 10 秋の採集会（山川要助氏

とともに）

於：久居市榊原町笠取山
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1985. 11. 30 一泊宿泊で採集会を実施

於：民宿「クロソ」 （一志郡美杉村）

1985． 6． 9 採集会(県外会員の参加

が始まる） 於；亀山市石水渓
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1987. 6. 28 夏の採集会(県外からの

参加が多かった） 於；四日市市宮妻峡

…《画岨障鍵加

しのびぐ も

鯖 20号

1992. 8. 31

会誌第20号

発行（シノビ

グモの写真入

り表紙となる）

1992

三画クモ駿鱈会

一

①

1997. 8. 24 セアカゴケグモの生息地

確認(側瀧内に多数生息を確認）

日本蜘蛛学会第29回大会期間中に実施

於：四日市市富双地区(霞埠頭付近）

1997． 9． 27 中部蜘蛛懇談会との

合同採集会が再開される

於：員弁郡員弁町～桑名郡多度町

1997. 8. 24．25

日本蜘蛛学会第29回

大会

於：四日市市立博物館

(四日市市安島）
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1998. 7． 19．20 中部蜘蛛懇談会との 1999. 1 31 初めての同定学習会

合同合宿採集会が始まる 於？四日市医師会館会議室(四日市市西新

於：旅館「清流荘」 （岐阜県山県郡美山町） 地）

2001 . 2. 24．25 合宿採集会・学習会

兼総会(クモをテーマに陶芸教室開催）

於：みえ夢学園高校陶芸室（津市柳山）

1999. 8. 7．8 中部との合同合宿採集会

於：旅館「徐福荘」 （熊野市井戸町）

1

三重県産クモ類目録

ACh“kLi銚ofSpIde”InMI8職efec“”J､”、

（三重クモ鰯協会絶観30周年肥念）

2003．4

三戴クモ賊話会 2003. 12. 7 採集観察会(洞穴調査）

於：鷲嶺水穴入口(伊勢市下村）

2003 4． 1 「三重県産クモ類目録」

を発行
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2008． 4． 26 採集観察会兼総会

於：伊勢市朝熊町茅堂(楠本会長手作り

の山小屋「かやど山荘」 ）

2010. 7. 31 ．8. 1 中部との合同合宿

採集会

於：坂本の棚田(亀山市安坂山町）

2011 . 12. 4 採集観察会(河川調査）

於：多気郡大台町滝谷の河原

､クモ脳朋会

三重ﾜモ
ホームパ

戸一
画 … 壬

『三理クモ膜肥会Jは、ユ973隼に股立されま(4だ｡
三園県におけるｸﾓ類の研究蝿展と会員の旧互の交臓狸目的として活動じ這い渡

す。

メニュー 更新傭報

｡－｢室曲″毛跡酷謡一 ※_｢談踊室止は随時更折しています，
・幽猛掌
｡麓鮎と靴儘

、鯉索と禰鯛 ・6月5円一
ロク零間堆 『抵勤と儘告』に20狐心底趣1，1隈鮎碗嘆舎

･雲直アルバム の細臨な卿職し融L,ノム
ロ室耐嘱淳々季訓園騒

･金膳『1』のぴぐ壷】、
12021年

’狼1J騒廿

2011． 4 三重クモ談話会HP立ちあげ

2013. 7. 27．28 中部との合同合宿

採集会

於：木梶林道(松阪市飯高町木梶）

2012． 9. 9 採集観察会(海岸調査）

於：北牟婁郡紀北町紀伊長島三浦海岸
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2015. 3. 14． 15 「三重しぜん文化祭in

みえむ」参加 於：三重県総合博物館

(津市一身田上津部田）

2013. 12. 7 同定学習会

於： 「竹揮銅庵」特別室(松阪市駅部田町）

ロ

蕊､,電識肌合

認

～

"墨 認認

法＝I

篭 慰霊
庵

宅
画

、悪顎

姪

2016. 4. 30 採集観察会兼総会

於：伊賀市比土(昼食後の懇談）

20137. 25 ．26 中部との合同合宿

採集会(夕食後の懇談会）

於：岐阜県恵那市笠置町毛呂窪

－－－こﾐ逵哩 ．

ル

塁識皇
I

溌警 言

2017 2. 18 総会・年間活動反省会

於：松阪市市民活動センター(松阪市日野

町）

2016. 7. 16～8. 31 クモ類の展示

於：三重県民の森(三重郡菰野町千草）
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2017. 4. 16 採集観察会(里山調査）

於；志摩市磯部町五知(太田前会長［前列

右側］最後の参加で頑張る）

2018. 9. 9 採集観察会（ミズグモ調査

を兼ねる）

於：三重県環境情報学習センター玄関

（四日市市桜町）

2018． 6． 2 県民対象クモ類観察会

於：三重県上野森林公園(伊賀市下友生）

2019. 4. 14 採集観察会(里山調査）

於：南牟婁郡御浜町阪本

しのびくﾞも

⑳

や

2021

三重クモ談話会

2021. 11. 7 採集観察会

於：寺山公園（いなく市北勢町垣内） 2021． 6． 20 会誌第48号(最新号)発行
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