
 

東京蜘蛛談話会 2018年度採集観察会 

1．期 日： 第 1 回 2018 年 5 月 13 日（日） 第 2 回 2018 年 7 月 8 日（日） 

 第 3 回 2018 年 10 月 14 日（日） 第 4回 2019年 2月 10日（日） 

2．場 所： 国立市のママ下湧水・多摩川河川敷 

3．集 合： 集合 10：00 

 南武線 矢川駅北口下のロータリー 

4．世話人： 初芝伸吾 

  携帯電話：090-6156-8378 

 甲野 涼 

 携帯電話：090-9370-4950 

観察会の予定としては，午前ママ下湧水，昼食後移動して多摩川河川敷で行い，夕

方温泉？呑み会 いえ，反省会にしたいと思います． 

 

KISHIDAIA発刊 50周年記念号の原稿募集のお知らせ 

2019 年 1 月で KISHIDAIA が誕生してから，50 年になります．そこで，114 号

と 115 号を「50 周年記念号Ⅰ・Ⅱ」として出版することになりました．以下のよ

うな要領で記念原稿を募集しますので，たくさんのご投稿をお待ちします．談話会

の活動についての思い出，要望などなんでも構いません．字数制限もありません． 

締め切り：2018 年 12 月末日（114 号） 

     2019 年 6 月末日（115 号）を予定しています． 

掲載の割り振りは編集者の判断にお任せください．問合先：新海 明・谷川明男 

詳細については，新海明・谷川明男まで． 

東京蜘蛛談話会 2018年度合宿 

2018 年度の合宿は群馬県渋川市伊香保町周辺で，次のように実施いたします．

みなさん奮ってご参加ください． 

1． 期 日： 2018 年 7 月 20 日（金）から 22 日（日） 

2． 場 所： 群馬県渋川市伊香保町伊香保周辺 

3． 宿 泊： 伊香保グランドホテル 

4． 費 用： 宿泊費（2 日間の昼食も含む）に庸車費（燃料費）等を加え，１泊

13000 円くらいを予定しています． 

5． 担 当： 新海 明・林 俊夫・谷川明男 

※詳細，申し込みについては，別紙ご参照ください． 
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東京蜘蛛談話会例会総会 

2018 年 4 月 29 日 東京環境工科専門学校にて 

 

 

 

参加者一同 

（２）千葉県のワラ巻

内のクモ 

 

 

浅間 茂 

（３）「クモ食性クモ

類」の捕食者は何か 

 

 

鈴木祐弥 

 

（４）アマミキムラグ

モとトクノシマキム

ラグモ 

 

谷川明男 

（５）立春を迎えたジ

ョロウグモ 

 

 

安田明雄 

（６）クモガタ綱（ク

モ綱）の高次分類につ

いて 

 

島野智之 

（１）「コスパが魅力」

T 構造の節約的な造網

法の検討 

 

新海 明 
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2017年度決算  東京蜘蛛談話会 

収入の部  2018年4月29日 

項   目 決算額(¥) 備  考 

1.会費 

内訳  a.17年度会費         

b.18年度以降前納会費  

c.16年度以前未納分会費 

339,200 

108,800 

220,400 

10,000 

  

欄外 1 

  

 

2.寄付 1 新津 紅様 

3.雑収入 0  

4.別刷り代 11,062  

5.利息 11   

6.クモ基本 60売上 45,149  

収入合計 395,423   

6.繰越金 

 (1)16年度以前 前納会費 

内訳 a.17年度分 

b.18年度分 

c.19年度分 

d.20~24年度分 

 (2)特別会計（プール金） 

 

365,800 

246,000 

67,800 

27,200 

24,800 

2,851,211 

  

 

  

  

  

  

  

繰越金合計 3,217,011   

合計 3,612,434   

支出の部   

項  目 決算額(¥) 備  考 

1.会誌作成 363,156 111,112 号 

2.会誌発送 34,440   

3.別刷り作成･発送 27,834   

4.談話会通信 78,076 150,151,152 号 

5.事務局等通信費 43,562   

6.事務用品等 397,492 調査報酬 395,720 円 

8.予備費 0   

支出合計 944,560   

9.繰越金 

(1)18年度以降の前納会費 

  内訳 a.18年度分 

  b.19年度分 

  c.20年度分 

d.21~24年度分 

(2)特別会計（プール金） 

 

340,200 

258,600 

47,100 

21,100 

13,400 

2,327,674 

  

  

  

  

  

  

  

繰越金合計 2,667,874   

合計 3,612,434   

繰越金の預け先：郵便貯金（普通） 

      振替口座 

        現金 

合計 

¥756,979 

¥1,879,712 

¥31,183 

¥2,667,874 

 

 

欄外 1：17年度会費は，前納分 246,000 円とあわせて 354,800円受領しました． 

 

以上，報告いたします．2018年 4月 1日 会計 須黒達巳 

 

適切に会計処理されています．2018年 4 月 29 日 会計監査 梅林 力 
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2018年度予算  東京蜘蛛談話会 

収入の部  2018 年 4月 29 日 

項  目 金 額(¥) 備 考 

1．18年度会費 

  内訳 a.前納分       

     b.18年度納入予定分 

432,600 

258,600 

174,000 

2,000 円×98 人+1,900 円×24 人

+1,000 円×17 人 

2,000 円×77 人+1,000 円×20 人 

2.クモ基本 60売上 15,000 1,000 円*15冊 

2.寄付 0   

3.雑収入 0   

4.別刷り代 66,854 16,854 円（17 年度未徴収分）+50,000 円 

5.利息 500   

収入合計 514,954   

6.繰越金 

(1)19年度以降の前納会費 

  内訳 a.19年度分 

b.20年度分 

     c.21~24 年度分 

(2)特別会計（プール金） 

  

81,600 

47,100 

21,100 

13,400 

2,327,674  

繰越金合計 2,409,274   

合計 2,924,228   

支出の部   

項  目 金 額(¥) 備  考 

1.会誌作成 500,000 250,000 円×2 回（113,114 号） 

2.会誌発送 35,000   

3.別刷り作成･発送 50,000   

4.談話会通信 90,000 30,000 円×3 回（153,154,155） 

5.事務費・通信費 30,000 欄外 1 

6.事務用品等 10,000   

7.総会・例会 20,000 10,000 円×2 回  

8.クモ基本 60 5,400 発送費 

9.予備費 10,000  

支出合計 750,400   

10.繰越金 

(1)19年度以降の前納会費 

  内訳 a.19年度分 

     b.20年度分 

c.21~24 年度分 

 (2)特別会計（プール金） 

  

81,600 

47,100 

21,100 

13,400 

2,092,228  

繰越金合計 2,310,391   

合計 3,456,511   
 
欄外 1：事務局 5,000円，編集 5,000 円×2人，通信 6,500円，会計 5,000円 

通信費，振込手数料等 3,500 円 
 
2017年度会員動向 
 
2017年 4月 1日時点の会員数 229名（入会 14名，退会 7名） 
2018年 4月 1日現在の会員数 236名（一般 199名，学生 37名） 
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仕事で知り合ったコウさんは，昆虫が好き

で，昆虫の絵をよく描いています．私が蜘蛛

好きだと知ってからは，時々，一緒に蜘蛛の

話をするようになりました．コウさんは昆虫

だけでなく蜘蛛にも思いのほか詳しいので，

蜘蛛話はけっこう盛り上がります． 

ある日，コウさんが「蜘蛛を描いてみまし

た」と葉書大の絵を持って来てくれました．

なんと素晴らしい！ ナガコガネグモでし

た．繊細な線で蜘蛛の美しさを生き生きと表

現していて，感激してしまいました． 

早速，誰かに見せたくてたまらなくなり，

谷川さんにお見せしたところ，談話会通信に

掲載してくださるとのこと．ありがたいこと

です．コウさんも掲載を快諾してくれました． 

数日後には，コウさんが蜘蛛の絵の第二弾を

持ってきてくれましたが，それは次回のお楽

しみに．つづく．      （中島亜紀） 

コウさんの蜘蛛の絵，お次はジョロウグモ

です．ジョロウグモのお腹の模様を表現する

のが難しかったと言います．印刷だとグレー

に見えるかもしれないのですが，腹部の模様

は銀色でていねいに塗られています． 

「ナガコガネは田んぼの脇なんかにもい

るよ．ジョロウグモはあちこちにいるけど，

木の茂みとか，高いところが多いかな」なん

て話をしていると「ナガコガネの背景を水

色，ジョロウグモの背景は薄緑色にしたんで

すけど，間違ってはなかったのかな」とコウ

さん．より生態に近づけた絵にしたいという

気持ちが感じられて，またまた感激してしま

うのでした． 

「次はハエトリグモを描いてみたいで

す！」とコウさんはさらに意欲的．ハエトリ

グモの目にとても興味があるとのことなの

で「世にも美しい瞳 ハエトリグモ」（須黒

達巳さん著）を紹介しました． 

次作もとっても楽しみなのでありました． 

つづく．         （中島亜紀） 
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ウヅキコモリグモ 
加 藤 康 子  

こんな私を過保護だっていう仲間もいる． 

「親は無くても 子は育つ」ってね．でも 人間たちは私を見てこう言うの 

「なんて 健気な 立派な母親なんだろう」私自身はといえば，卵のときからずっと子

供達を守ってきたけど，自分のことを特別に立派な母親だなんて思ってはいない．ただ

願いはひとつ 子供達が無事で元気に育ってくれること それだけよ． 

 クモによっては 卵を生んですぐに，その場を離れてゆく母親もいるけど，みんな同

じだと思う．けっして愛情が無いとか，薄情ってわけじゃないの． 

 それぞれ，ふさわしい場所を探して卵を生み，そこで精魂こめて卵のうを作る．つい

やした時間が長いか短いかなんて問題ではない． 

 どんな形にせよ生命をつないでいくこと．そこから 小さな虫一匹が 始まって，生

きて そして終わる．それで良いと思う．この自然のなかでは，どんな生命でも無駄な

ことはひとつも無いのだから． 

 今 私が感じているのは，子供たちと一緒にいられる幸せだけど，心のなかには楽し

い思い出もあって，安らぎたいと感じる日には，いつでもそれを取り出して眺めること

ができる．思いをめぐらすと，生まれてまもないほんの小さな子グモだったころには 母

さんの背中にみんなで固まってしがみついていた．母さんの背中は 土の匂いと草の茎

の匂いが混じりあっていて，母さんが歩くと香ばしい空気がみんなを包みこんで とて

も気分が良くなったわ． 

 おたがいの おなかや背中の隙間に顔をうづめ足を絡ませ合ってうたた寝をする．そ

入退会は： 

事務局 初芝伸吾 〒186-0002 東京都国立市東 3-10-8 

コンフィデンス高垣 105 有限会社エコシス 

E-mail：hatsushiba-ecosys@h8.dion.ne.jp 

KISHIDAIA 原稿投稿先： 

谷川明男 〒横浜市栄区小菅ヶ谷 1-4-2-1416 

E-mail：dp7a-tnkw@j.asahi-net.or.jp 

キシダイアの原稿締め切りは，6 月末日と 12 月末日です． 

通信原稿投稿先： 

谷川明男  〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷 1-4-2-1416 

E-mail：dp7a-tnkw@j.asahi-net.or.jp 

通信の原稿締め切りは，4月末，8 月末，12 月末です． 
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れがどんなに楽しかったか どんなに安心だったかと 今も懐かしく思い出すの． 

 私の子供達も七日間を過ぎれば もうすぐ旅立ちの日 これから先，ひとりぼっちに

なって，つらいことに出会ったり，心細く，もの思う日もあるでしょう そんなときは，

私や，兄弟姉妹と過ごした時間を思い出し ほっと一息ついて，また新しい道しるべを

見つけてほしいと願っているわ． 

 やっぱり「親の恩は 子に送る」ってところかしら． 
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東京蜘蛛談話会の会費は，一般 2000 円，学生 1000 円です． 

（会計状況の好転により，2015 年度分より当分の間，会費を値下げし， 

年会費を一般会員 2000円，学生会員 1000円とします．） 

郵便振替口座 00170-8-74885 東京蜘蛛談話会へお願いします． 

会費のことは： 

会計担当 須黒達巳 

〒150-0013 渋谷区恵比寿 2-35-1 慶應義塾幼稚舎 

TEL：080-5683-2765 E-mail: t.s.schlegelii@gmail.com 

お詫び：通信前号の「クモも猫も」の挿絵は，本来，次のものを掲載すべきでしたが，谷川の

作業ミスによって別の絵を入れてしまいました．ここにお詫びして訂正いたします． 


