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ホタル祭りを終えて 
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振り返って       仁上ほたるの会会長 
７月 7 日 PM10 時半「終わったぁ～」 お客さんが帰った後思わず声を上げた、29 日間 

無事に祭りを終えた安堵感の声だった。 思えば 4月 28日夜の打ち合わせ会合で、今年の

ホタル祭りの期間を決めるにあたって、三週間で行くかそれとも四週間頑張るか？ 会員

の平均年齢は 67歳に近い。で どちらにするか私から最初に提案を、そうしたら誰も躊躇

なく四週を選んでくれた。（内心はしんどいなと思った。） 

さて、日にち決定、土曜日～土曜日関係もあり去年データ、今年の雪どけ、長期天気予報、

山菜の出具合など吟味検討した結果、大まか予測で 6月 9日～7 月 7日に決定に至る。 

（一部ネット上で７月 14日まで誤報有） 

初日 6 月 9 日は蛍橋内での重箱料理のもてなし、目玉イベントお客さんの出足がイマイ

チ少なかった。去年の半分以下で少しマイナー気分になったかも、お客さんに聞いたら市

内中心部が雨降りだったとかで、自分なりに納得していた。 

① ホタル公園は 6月 3日に初見、やはり低温状態と月明かりに悩まされはしたが 200

羽以上が舞ってくれ 10日～14日頃がピークだったか。 

② ホタル公園下農道沿いは公園ピーク過ぎから飛んでは居たが、例年より源氏蛍 or

平家蛍のコラボはイマイチだった。来年に願いを託す。 

③ 23日に蛍見台へ移動する。以前にも 50羽以上は飛んで居たが移動したその日から

飛翔数が増えて、今年一番大入りで 500 以上お客さんを驚かせて、我々をも楽しませてく

れた。頻繫に飛び交う駐車場係の無線通信、後々に疲れ切ったのか？ だんまり‼ 駐車場

係の会員さん多汗誘導お疲れ様でした。 案内しながら感謝していました。 

７月入ってからも蛍見台は源氏蛍が下り坂の飛翔、やっと現れてくれた平家蛍と相舞って

のコラボレーションを見せてくれた。7日まで平家蛍さん頑張って盛り上げてくれました。 

まつりを惜しむお客さんとの蛍談議もようやく盛り上り、70 歳前後の会員オジサン達の

滑舌も絶好調で進行、一方で、歩く法被姿は序盤よりも前のめりなっており、疲れ気味か？  

まだまだ来年も頑張り踏ん張りましょう！  お客さんの来る限り！ 

会員の皆様、それぞれの持ち場での明朗接客、グッドコメント多数有りお疲れ様でした。 

 

最後になりましたが、仁上町内会、大島区の皆様、心のこもった御祝儀を届けて頂いた

皆様、足を運び宝多留箱にご寄付頂いた皆様、コメントをお書き下さった皆様、某団体様、

酒造会社様、各報道機関様、SNS応援メッセージくれ皆様等々 有難うございました。 

 順不同です。 

  

〔夏冬にイベントが出来る大地のめぐみに感謝〕 

 

                      仁上ほたるの会   樋口光良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホームページ大島便りの投稿を主に再編集しました 

 

5月 25日 

今年の仁上ほたる祭り 

ほたる祭りを開催すること、22年目になりました。仁上ほたるの会はこの間、ホタル観

賞に来られた方や地域の皆さんに助けられながら祭りを続けることが出来感謝しており

ます。 

会員の高齢化で退会者も有り、少ない人員ですが出来るだけ、皆さんにホタルに親しん

で頂けるよう会員一同頑張っていくつもりです。 

今後とも皆様の応援よろしくお願いいたします。 

 

仁上ほたるまつりの概要 

期間  6月 9日〜7月 7日までの約 1ヶ月間を予定。 

場所  期間前半仁上ほたる公園周辺 後半仁上ほたる見台。 

ナビ  仁上農産物集荷所で検索下さい。(最短距離は不可、R２５３大平経由で) 

見頃  夜 8時〜9時頃 気温 20℃内外 17℃以下では飛翔が少ないので要注意。 

入場  無料 スタッフはボランテァです。 

案内  初めての方、希望者にはほたる保護指導員が案内します。（不可の日もあり） 

服装  夜の自然観察です、それなりの服装でお願いします。 

禁止  ライト、防虫剤、携帯、カメラの撮影。 

売店  ささやかな売店があります。 

おもてなし  

開催初日（9日）に限りお母ちゃん達、手作りの重箱料理を無料提供します。 

但し先着順で１０0名？くらい 

 

5月 29日 

ほたるまつり準備中です。 

５月 17日 道路に案内看板の設置をしました。（会場から４km以内） 

５月 21日 仁上ほたるの会で、「ほたる公園」の草刈りをしました。 

５月 27日早朝 5時より、大島地区の皆さん 50名の方から、草刈りをして頂きました。 

５月 27日 8時 仁上町内会の皆さんが「ほたる見台」の草刈りをしました。 

（ホタルの発生場所､ほたるの生息地は草を残し、ほたる観察に支障のある所を中心に、

刈って頂きました。） 

ほたる見台を貸して頂いている地主の好意で、杉の木の伐採や枝切りを町内会の費用でさ

せて頂き、すっきりしたほたる見台になり、高く飛翔するホタルが見やすくなりました。 

 

５月中のホームページアクセス数は１日４～２０件でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
公園草刈りボランテァ    ほたる見台草刈り       すっきりしたほたる見台 



６月４日 

昨年は 30日、一昨年は 28日がホタルの初飛翔でしたが、夜の気温が上がればあと少しで

今年の初飛翔になるかもと期待していましたが夜の気温が低く寒い日が続いていたので、6

月 3日初ほたるです。３匹ですが優雅に飛んでくれました。 

１年ぶりのホタルに会えて、うれしい限りです。 

 

６月６日 

期待高まる「仁上ほたるまつり」初日 

公園のホタルは着実に増えてきました。今日５日には３０匹以上の飛翔が見られました。

まだ公園全体ではなく、大杉近辺が主です。 

まつり初日まであと４日、満足のいく初日になるのではと期待しています。 

ただ昨年のように初日から低温（１７℃）にならないよう、１９度以上を願っています。 

公園に行く前、田んぼに面した我が家の敷地でヘイケボタルを確認しました、 

あまり早くの飛翔は、終息も早くなるのではと心配しています。 

 

６月８日 

どんどん増えています。 

暖かさが増す毎にほたるの数は増えています。 

６日は５０匹くらいでしたが今日７日は倍近くに増えてきました。 

ほたる公園中に飛翔していて、観ていても嬉しさでいっぱいです。 

ホームページアクセス数も２８～６２件と日を追う毎に増えてきました。 

 

6月 9日 

今日（８日）は曇天無風、気温も低くないので期待していましたが。 

飛翔しているほたるの数は，昨日の半分くらいでした。 

ベテランスタッフの武田さんに原因を聞いても、「解らん。ほたるに聞いてくれ」 

との答え，ほたる公園内の周辺部は昨日と変わりないのですが、 

中央部分に飛翔するほたるが少なく，昨日より見応えが無いのが残念でした。 

お客さんも見えていたので恥ずかしかったのでしょうか。明日はたくさん飛んでくれるこ

とを期待しています。 

  

明日は朝８時からスタッフ全員で、まつり準備の最終確認作業を行います。 

例年期待されている重箱に詰める料理の準備もお母ちゃん達が進めています。 

会員の母ちゃん以外にも町内に声をかけ重箱の数を増やすよう心がけています。ご期待下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ほたる橋に提灯、灯籠      ほたる見台に安全柵     沿道ののぼり旗 

スタッフが少ないので夜の駐車場係は専門の警備員を頼んでいます。 

駐車場は無料です。警備員の指示に従って駐車して下さい。 



駐車場はほたる橋前の駐車場です。 

はたる見台はまだほたるが出ていないのでほたる橋、ほたる公園にお出で下さい。 

雨が降りそうな天候が心配ですが、２２回目のほたるまつりに備え最後準備をしました。 

先週３日の準備が功を奏し，午前中に準備は終わりました。 

あとはお客さんを待つだけです。午后６時スタッフ全員集合。 

６時半御神酒を揚げて期間中の安全を祈願しました。 

今年は早い時間から待っているお客さんの姿無く、７時１５分の重箱料理のサービスが始

まっても２０人ほどのお客さんの少なさに不安がよぎる。その上ほたる橋では風も有り、

寒さも感じホタルが飛んでくれるのかも心配される気配になりましたが７時４０分曇天の

せいか暗さがあり、ほたるの飛翔が始まりました。 

時間と共にホタルは数を増して、観ごたえのあるほたるまつり初日になって、スタッフ一

同ホタルに感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 まつり準備中                        お客さんを待つスタッフ 

 

 

 

 

 

 

 
接待の母ちゃんたち        重箱解放          バイキング方式で 

 

６月９日 土 曇 １６０人 アクセス９１ 

お客さんの声 

◎重箱の振る舞い、おいしかったです。また大島小の子供お世話になります。頸城区 

◎すごくきれいでした。また来たいです。頸城区 

◎ホタルがいっぱいで凄かったです。南本町父 

◎いっぱいホタルの話を教えてもらって良かったです。南本町母 

◎かわいかったです。南本町子 

◎いっぱい見られて良かった。南本町子 

◎思いの外たくさんいて、とてもきれいでした。黒井 

◎初めて現地に来ました。気温が低くてだめか？と思えば、とてもたくさん光っていて、

感激しました。すばらしい。新潟中央区 

◎車のラジオを聞いて車で１時間かけてきました。始めて来てみてビックリ。とてもたく

さん飛んでいて、想像以上にきれいな景色でした。またぜひ訪れたいと思います。不明 

◎市内の小学校で２年生を教えています。小２の国語の教科書では「ホタルの一生」とい

う読み物の学習があります。今日教えていただいたことや観た感動を子供達に伝え、自

然を大切に出来る子供を育てていきたいと思いました。ボランテァありがとうございま

す。応援しています。また来ます。とても素敵でした。板倉区 



◎感動しました。ボランテァありがとうございます。千葉県 

◎子供の手の上にのせてもらって、初めての経験が出来ました。ボランテァさんに感謝で

す。ありがとうございました。 

◎毎年ほたるまつりを楽しみにしています。とてもきれいなホタルを見ることができ感動

しました。ありがとうございます。良い思い出になりました。 

 

６月１０日 日 晴 ６５人 アクセス９２ 

お客さんの声 

◎とてもきれいでした。大島区 

◎予想以上に蛍が出ていて感動しました。大島区 

◎すごくきれいでした。たくさんの蛍に感動しました。市内 

◎すごい近でホタルを見ました。めっちゃきれいでした。市内 

◎今年も蛍が見られて本当に良かったです。また来年も楽しみ 

にしています。小猿屋 

◎たくさんの蛍が見られて良かったですまた来たいです。市内 

◎とてもきれいでした。新潟市 

◎安塚より美女４人出来ました。カワニナの話、勉強になり 

ました。安塚区                      安塚の美女とスタッフ 

 

6月１１日 月 雨 ２０人 アクセス８９ 

お客さんの声 

◎いっぱい出ていて良かった。最初だったので貸し切りの気分で最高でした。東京都 

◎姉、妹、姪っ子、甥っ子、母、祖母を連れてきました。みんなとても喜んでくれ、よか

ったです。ありがとうございます。大島区 

 

６月１２日 火 雨 ５人アクセス６９ 

スタッフ情報 

低温も気にせず日によって多少の差はありますが，ホタルは順調に飛翔してホタルの数も

増えています。お客さんもこんなにたくさん観られてと喜んで頂いてスタッフ一同も一安

心です。 

ホタル公園下の農免農道仁上三竹沢線に昨年より早いですが観られるようになりました。 

まだ数は少ないのですが，ヘイケボタルの宝石箱をひっくり返したような、状況になるこ

とを期待しています。ほたる公園とは違いヘイケボタル主流でゲンジボタル２割くらいで

す。 

体力と時間のある方は約一 kmの農道を散策されるのも良いと思っています。 

なお、この農免農道はホタル保護のため地元の方は、緊急車以外は夜の通行を遠慮してい

ますので、 

ほぼ安心して散策出来ますスタッフが少ないので同行案内は出来ませんが。 
 

 

 

 

 

 
  

農免農道仁上三竹沢線の一部右写真の中央部上方がほたる公園です。 

 



お客さんの声 

◎雨でしたけど十分きれいでした。新潟西区 

 

６月１３日 水 曇 ２０人アクセス８３ 

お客さんの声 

◎ホタルがきれいだった。さわった感じこわかったです。あと楽しかったです。人が少し

いました。ホタルにさわれて良かったです。すごかったです。くらかったです。ホタル

をひさしぶりに見ました。かえるの鳴き声が聞こえました。大潟区 

◎まだ早かったが良かったです。大潟区 

◎彼女がお酒を戴きました。妙高市 

◎息子にホタルを見せたかったのに起きてくれなくて残念でした。 

また来ます。市内 

◎今年で５年目です。毎年きれいなホタルが見られて。来年も来たいと思います。市内 

◎毎年伺っています。今日はちょっと寒い。少なく残念。また来ます。市内 

 

６月１４日 木 曇 ６０人 アクセス６４ 

スタッフ情報 

寒かったけれどホタルはほぼ順調に飛んでくれています。 

気温が低いと終息も早めです。９時近くではほとんど飛翔していないので、寒いときは早

めに（８時前に現地到着で）おいで下さい。 

ひさしぶりにお客さんが多く、スタッフは張り切っていました。 

グループは違いましたが上教大の学生さんが多く来られました。 

お客さんの声 

◎息子と娘にホタルが見せられました。嬉しいです。とよば 

◎夫と孫と３人出来ました。きれいで良かったです。三和区 

◎人生初めてホタルを見ました。とても美しく感動しました。また観たいです。上教大 

◎こんなにホタルが飛んでいる所を初めてみました。きれいです。ありがとうございまし

た。上教大 

◎毎年楽しみにしています、今年もきれいでした。ありがとうございました。市内 

◎また今年も見に来れました。寒かったけどたくさん観られて良かったです。幼虫の光も

見せてもらいました。来年も来たいです。市内 

◎大学生ぶりに来ることが出来て良かったです。ホタルきれいでした。上教大 

◎初めて観に来ました。ホタル感動したよ。上教大 

◎とてもきれいでした。また来ます。岩木 

◎素敵な場所。来週も来ます。上教大 

◎おじいちゃんもホタルもお酒も最高でした。夜遅かったのにありがとうございました。

また来ます。上教大 

 

 

 

 

 

 

 
 

   蛍の舞でホタルに乾杯            上教大グループ 

 



６月１５日 金 雨 ２人 

スタッフより 

花金と待ち構えていたが雨と寒さで来場者無く、１０年ぶりの坊主か？と、８時４０分解

散する。帰宅途中それらしき車有り引き返し案内する。 

ホタルは出ているが飛び交うホタルが少ない。気温の上昇を待ち望んでいます。 

 

６月１６日 土 曇 ２００人 アクセス８４ 

スタッフより 

ホタルのための巨大ヒーターがほしい。案内もセーター着用で丁度良い位の低温で残念。 

出始めた農免道路沿いのヘイケボタルも動きがにぶく数も増えない。ホタルは出ているが

飛び交うホタルは少なく見ごたえが無い。 

さすが土曜日お客さんは多い。 

日曜日(１７日)は晴の予報でホタルの飛翔が期待されます。 

お客さんの声 

◎ホタルきれいでした。ありがとうございました。市内 

◎今年もきれいに飛んでくれました。また来ます。市内 

◎毎年ありがとうございます。 

◎初めてみました。ありがとうございました。 

◎何年ぶりのホタルだろう？来年も来たいです。 

◎昨年は抜群。今年も良かったです。 

◎始めて来ました。とてもホタルきれいでした。また来ます。 

◎とってもきれいでした。 

◎感動しました。とても美しかったです。 

◎すばらしかった。カナダに帰っても忘れません。 

◎とてもきれいでした。また来たいです。ありがとうございました。 

◎説明して戴き、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

◎恋人から夫婦になって初めて二人で来ました。夏の訪れを肌で感じられて良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 
２組の６人家族で                     カナダから 

 

６月１７日 日 晴 １２０人 アクセス９５ 

スタッフより 

今日も低温、たくさん草木の陰で光ってはいるのだが、飛んでくれない。 

それでも１６日より飛び交うホタルは多くなっているが、まだ寂しい感じです。 

もっとお客さんに喜んで戴けるよう、気温の上昇が待たれます。 

星空も全体が見えるが薄曇りではっきりしない。 

富山から 3時間以上駈けてこられた方、ありがとうございました。 

お客さんの声 

◎始めて来て思ったより楽しくてビックリしました。 

もっとホタルが多いときに来てみたいです。大島区 



◎毎年楽しみにしています。今年もきれいでした。妙高市 

◎毎年楽しみにしています。 

◎毎年来ています。きれいでした。 

◎来年も楽しみにしています。市内 

◎毎年来ています。市内 

◎今年も来ました。ほたる見台も来ます。市内 

◎また今年もきれいな光でした。また来ます。上教大  お客さんとのふれあいを楽しむ 

◎今年始めてきました。とっても感動しました。また来ます。市内 

◎毎年楽しみにしています。今年も楽しませて戴きました。ありがとうございました。 

◎毎年楽しみにしています。ありがとうございました。市内 

 

６月１８日 月 晴 ３０人 アクセス７８ 

スタッフより 

もう少し温度がほしい。田んぼのヘイケボタルもだいぶ出ているが飛翔が少ない。 

ひさしぶりに雲も少なく星空がきれいだった。 

月齢４でもこれだけの明るさ、月の出も早くなり明るさを増すので、ホタルの見ごたえが

心配される。 

お客さんの声 

◎昨年に続き今年もたくさんのホタルを見ることが出来て感激です。地元の方のご尽力に

感謝いたします。来年も参ります。東京 

◎今年もホタルを観に来ました。たくさん観られて良かったです。柿崎区 

◎たくさん観られて良かったです。また来ます。市内 

 

６月１９日 火 曇 ６０人 アクセス９１ 

スタッフより 

２３日からはほたる見台です。 

ほたる橋正面のゲンジボタルが中々出てくれない。田んぼ土手のヘイケボタルも昨年より

少ない。ほたる公園はまだまだ見ごたえはありますが、気温が低くたくさん飛翔しないう

ちにピークを過ぎたような感じです。 

ほたる見台は段々数を増しています。 

お客さんの声 

◎感動しました。また来たいです。看護大 

◎とってもきれいでした。また来ます。看護大 

◎とってもきれいでした。市内 

◎とてもきれいで感動しました。上教大 

◎とってもきれいでした。市内 

◎まいとしきています。市内 

◎来年もまた観に来ます。上教大           あまりの寒さにシートで風よけを 

◎初めてこんなにたくさんのホタルを見ました。看護大 

◎去年に引き続き来られて良かったです。また来年も来ます。上教大 

◎また観られて幸せです。ずっと素敵な思い出です。上教大 

◎今年もとてもきれいでした。院生生活は来年が最後。また来年来ます。上教大 

◎ひさしぶりに観に来ました。ホタルとってもきれいでした。また来年来たいです。市内 

◎こんなにたくさん観られるとは思わず。美しかったです。上教大 

◎初。上越のホタル。ピカピカすごーい。すばらしいです。めちゃめちゃきれいでした。

皆も連れて来ます。上教大 



◎近くに住んでいますが始めて来ました。とてもきれいでした。また必ず来ます。市内 

 

６月２０日 水 雨 ５人 アクセス８３ 

スタッフより 

雨のせいもあると思えるがほたる公園は少なくなる。 

橋の正面がぼちぼち､ほたる橋周辺もヘイケボタルを中心に観られる。 

お客さんの声 

◎とてもきれいでした。また来ます。市内 

◎久しぶりに来ました。とてもきれいでした。市内 

 

６月２１日 木 曇 ６０人アクセス９７ 

スタッフより 

公園のホタル飛んではいるが少なくなりました。 

ほたる橋正面のゲンジボタルが増えてきてくれています。 

飛翔が少ないと心配するスタッフに、お客さんからは感動して戴けるので一安心。 

ほたる見台も数を増しています。たくさん飛んでくれることを期待して、２３日以降が楽

しみです。 

 

 

 

 

 

 
ささやかな売店の様子 

お客さんの声 

◎あれだけ多いホタルを見たのは無かったから良い日になりました。 

◎ひさしぶりにたくさんのホタルを見ました。良い体験が出来ました。 

◎ゲンジボタルも、ヘイケボタルもたくさん飛んでとってもきれいでした。すてきな思い

出が出来ました。また二人で来たいです。 

◎こんなにたくさんのホタルを見たことが無いのでとってもきれいでした。また来年も絶

対に見に来ます。 

◎こんなにたくさんのホタルを間近に見られてとっても良かったです。この空間を大切に

したいですね 

◎夏至の日にきらきらきれいなホタルが見られました。 

◎約５年ぶりに見に来ました。ここは始めて来ましたが広くてびっくりしました。違う場

所に２３日以降来たいと思います。 

 

６月２２日 金 晴 １４０人 アクセス１１７ 

スタッフより 

温度上昇と共に、月（月齢９.３）も大きくなって、満月に近づくほどホタルと共演になる

のが気になります。月、星、ホタルの３拍子に喜ぶ人も、でもホタルの見ごたえは？ 

ほたる公園のホタルは終息を迎えつつ有り、ほたる橋正面は捨てがたい量が出ていますが

ほたる見台もどんどん増えているので、明日早朝ほたる見台に移動します。 

お客さんの声 

◎これからホタルを見に行きます。楽しみです。ほたるがたくさん見られました。とても

きれいでした。また見に来ます。 



◎久しぶりに気持ちがリラックスしてホタルの美しいかがやきにいやされました。ありが

とうございました。山の中に入ったらいっぱい見られました。 

◎森の中に入ったらたくさん蛍が飛んでいてきれいでした。晴れて良かったです。ありが

入ったらほたるがたくさんいてすごくきれいでした。ありがとうございました。また来

たいです。ありがとうございました。 

◎今日もきれいでした。来年もまた見に来ます。 

◎来年も来ます。毎年ありがとうございます。 

◎ゲンジボタルの大きく長い輝きに感動しました。もっと暗い日にまた来ます。ゲンジボ

タルの幻想的な美しさに離れがたかったです。新月の時にまた来ます。 

◎毎年楽しみに来ています。上教大 

◎横浜から家族出来ました。初めてホタルを見たのですが、幻想的で感動しました。説明

して下さったボランテァの方、とても丁寧な説明で解りやすく、良い思い出になりまし

た。是非また見に来たいです。今度は月の光が少ないときに。ありがとうございました。

横浜市 

 

６月２３日朝 

気温も高く曇で月も出ないので最高のホタル日和になるか、期待されます。 

あぜ道アートの実施 

昨年に続き田んぼの畦にローソクの明かりを灯し景観を楽しむイベントを行います。 

４時１５分点火です。１７時からは旧大島小でほたるコンサートが開催されます。 

出演は上教大吹奏楽団、地元コールチロル合唱団、大島小のほたるのこおどりです。 

ホタルの出る前に演奏は終了しますので、是非仁上のほたるまつりにもお出で下さい。 

 

 

 

 

 

 

 
スタッフ全員でほたる橋を撤収後ほたる見台へ移動 

棚田アート 

 

 

 

 

 
集まってくれたボランテァ   棚田の畦にコップとローソク   道路にも 

 

 

 

 

 

 
コップの中の水に浮かんだローソク   コップの配置された棚田の風景昼と夜 

 

 



６月２３日 土 曇 ５００人 アクセス１９１ 

スタッフより 

６時には駐車場にお客さんが、７時には３０台近い車でした。 

前日のように月も無く気温も高くホタルは順調に飛んで、お客さんも大喜びでした。 

今期最高のお客さんの多さにスタッフもパニック状態で無線機も大活躍しました。 

ホタル観賞ばかりで無く雪ホタルの手伝いにも来てくれていた女性が久しぶりに来てくれ

ました。お子さんをだいて。 

お客さんの声 

◎ホタルも３年ぶり､コンサートといっしょに見に来ました。春日町 

◎ほたるまつりに２年連続で出させて戴きました。演奏も楽しく皆さんといっしょに、盛

り上がることが出来ました。コールチロル大島さんとも蛍の里をご一緒に演奏すること

が出来て、貴重な体験が出来ました。本当にありがとうございました。あぜ道アートの

壮大でなおかつ優しい光に団員一同癒やされました。また、ほたるの観賞ではなかなか

目にかかれないほたるをたくさん拝見できて感動しました。自然のあたたかな光を味わ

うことが出来てよかったです。いきいき春日野から引き続きほたるのこおどりを踊るこ

とが出来て、なんだか大島区の一員になれた気がしました。貴重な体験の機会を戴き本

当にありがとうございました。上教大吹奏楽団 ３２名 

◎とても幻想的で綺麗でした。ほたるの会の皆さんが頑張って下さったおかげですこんな

素敵なホタルを見させて頂きました。ありがとうございました。また来年来ます。高田 

◎東京から来ました。こんなに光が強くて高く飛ぶほたるを初めてみました。１歳半の娘

も｢わぁー｣と大喜びでした。今日来なかった皆にも見せたいです。また来ます。東京足

立区 

◎毎年来ているのですが、なかなかタイミングが合わず、これだけ飛んでいるのは初めて

みることが出来ました。これだけのほたるをボランテァで観させる皆さんに頭が下がり

ます。感動しました。ありがとうございました。大潟区 

◎毎年来ています。今年も楽しみにしていました。とてもキレイでした。 

◎初めてホタルを見ました。また来年も来たいです。 

◎毎年見に来ています。ほたる見台は始めて来ました。とてもキレイで癒やしの時間でし

た。たくさんのほたるを見守って下さってありがとうございます。また来年も来たいで

す。春日新田 

◎とてもきれいだった。また来たい。 

◎今年始めてきました。ホタルを初めてみましたが、とてもきれいでした。この自然を今

の時代の大人が守らなければ行けませんね。感動しました。本当にありがとうございま

した。 

◎始めて来ました。たくさんのホタルがいて、キラキラ光っていてすごく感動しました。

ありがとうございます。ほたるの舞も美味。 

◎仁上にこんなにホタルがいてびっくりしました。とてもきれいでした。 

◎こんなにいっぱいいるとは思えなかった。 

 

◎とてもいっぱいいてびっくりしました。 

◎毎年楽しみにしています。今年もきれいでした。ありがとうございました。新潟市中央   

区 

◎ほたるを守るための年間を通しての努力ありがとうございます。とってもきれいで心が

あったかくなりました。市内 

◎きれいでした。自然のイルミネ－ション。 

◎とってもすてきでした。また来年も来ますね。思い出になりました。何年か前にも来て、



そのときとても感動して、ペットのウサギの名前をほたるにしました。 

 

 

 

 

 

 
  詰め所の様子 

 

６月２４日 日 晴 １３０人 アクセス８７ 

スタッフより 

カジカガエルの鳴き声も聞きたいとの注文に案内する。今年のページにはまだ書いてなか

ったのですが。普通の蛙が鳴かない日中の方が良く聞こえます。 

スタッフ詰め所脇に設置の簡易トイレが好評です。 

外観内装がピンクで水を流す擬音装置もついているハイテクトイレです。 

お客さんの声 

◎毎年楽しみに蛍を見に来ています。今年も美しい蛍、ありがとうございます。市内 

◎とてもきれいでした。毎年来ていますが、今年もきれいな蛍でした。柿崎区 

◎たくさんのホタル始めてみました。また来年も来ようと思います。市内 

◎始めて来ました。主人は生まれて初めて本物の蛍を見たようです。とても綺麗でした。

市内 

◎始めて来ました。人生で２回目のホタルでした。また絶対に来ます。市内 

◎また来たい｡市内 

◎上越市内在住ですが、始めて来ました。説明して頂きありがとうございました。また来

まーす。 

◎蛍観賞、去年と今年来ました。嫁と夜のデートできました。ありがとうございました。

また来ますネ。ボランテァお疲れ様です。市内 

◎今年もたくさんの蛍が見られて楽しめました。お酒も飲みやすかったです。新町 

◎毎年来てます。あと２回は来ますネ。 

◎貴重な体験をさせていただきありがとうございました。初めてホタルの光を見て嬉しか 

ったです。市内 

 

6月 25日 月 晴 ６０人 アクセス６５ 

スタッフより 

だんだん月の出が早くなりじゃまになってきました。ホタルのお休みタイムと重なって９

時頃には見ごたえが半減します。 

ほたる公園のホタルはほぼ終息しています。案内しているほたる見台に来て下さい。 

お客さんの声 

◎嫁と子供と楽しめました。お酒もおいしいのでお勧めです。 

◎７月の初旬にまた来たいと思います。 

◎久しぶりにホタルを見ました。きれいでした。 

◎毎年来ています。楽しみにしています。ちょっと少なくて残念。また来年来ます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ほたる見台入り口に設置したピンクのトイレ 中もピンク   会場付近の日昼 

 

6月 26日 火 曇 ６０人 アクセス８４ 

お客さんの声 

◎子供がキレイと喜んでいました。十日町市 

◎最高でした。 

◎ホタルを初めて見て感動した。とても良かったです。ほたるより自分に｢蛾｣がよってき

てびびった 

◎今年も良い物が観られました。浦川原区 

◎初めてほたるを見ました。とてもきれいでした。 

◎去年も来ましたが今年の方がきれいでした。 

◎始めて来ました。きれいだったので感動しました。来年も来たいです。 

◎今年もきれいな蛍達を見ることが出来よかったです。毎年ボランテァの人達ありがとう

ございます。来年も楽しみにしています。 

◎今年もありがとうございました。 

◎始めて来ましたがたくさんの蛍が見られて良かったです。また来年も来ます。妙高市 

◎いっぱいとんでいてキレイでした。あんなにたくさん飛んでいるのは始めて見たので感

動しました。頸城区 

 

6月 27日 水 曇 60人 アクセス６８ 

スタッフより 

大雨注意報が出ていたが雨も降らず月も無いので 

良かった。 

お客さんの声 

◎キレイでした。ありがとう。ご苦労様です。 

◎また来ます。 

◎一緒に来たのは 3回目です。また来年も来ます。市内 

◎家族とこられて良かったです。とても感動しました。市内 

◎流れ星みたいでキレイでした。神様に感謝。オーストラリア 

◎すごくキレイでした。また来ます。ありがとうございました。 

◎すごくキレイでした。昨年は公園で、今年はほたる見台で、こっちもすごく良かったで

す。ボランテァの皆さんの情熱を感じ、ぴかぴか光るほたるに感動でした。本当にあり

がとうございます。皆さんと一年ぶりに会えて元気をいただきました。また来年も来ま

す。よろしくお願いいたします。 

 

月 28日 木 曇 ５２人 アクセス５２ 

スタッフより 

昨日に続き心配された雨も降らず月も雲の中でいてくれ、ホタル最高。 

お客さんが少ないとスタッフもゆっくり説明できお客さんとのコミュニケーションが出来

る良い一面もあります。  



お客さんの声 

◎2 年ぶりに夫婦でホタルを見に来ました。かなり早い時間に来てしまいましたが、暗く

なるのを待つ時間も楽しかったです。奥の方まで行ったのは初めて。一回りお話を聞か

せていただいて、本当に楽しく、感動でした。 

◎初めてこんなにたくさんのホタルを見ました。とても良い思い出になりました。ありが

とうございました。 

◎大島のホタルは 2回目。今日は前回より飛んでいて感動した。  

◎こんなにたくさんのホタルを見たことがないので興奮しました。良八さんの説明も解り

やすくて凄く楽しかったです。 

◎ホタルってこんなに明るいんですね。人工の光ばっかり見ているので自然の光って良い

なって思いました。 

◎ゆっくりした時間で、気持ちもゆっくり出来ました。 

◎きれいでした。ありがとうございました。市内  

◎今年も来られてキレイです。ホタルは心が落ち着くし、毎年続けて下さい。ヨロシクお

願いします。 

◎ゲンジボタルとヘイケボタルの他にも違う種類のホタルがいることを説明していただけ

て感動しました。また来ます。ありがとうございます。 

◎初めてみにきて、とても感動しました。説明もあって興味がわきました。ありがとうご

ざいました。 

◎きれいです。初めて見に来て感動しました。また来ます。 

◎とてもきれいで沢山のほたるが見られて良かったです。ちょっと時間が遅すぎたので次

回はもう少し早く来たいです。 

◎ホタル新鮮で、数は少ない時間でしたが、感動しました。必ず来年来たいと思います。

これからもずっとホタルが輝き続けていますように。 

◎きれいに見られました。ピークの時にまた見てみたいです。 

 

6月 29日 金 小雨 20人 アクセス６３ 

お客さんの声 

◎とてもきれいでした。また来年も来たいです。市内 

◎光がとてもきれいでした。見附市 

◎ホタルがいっぱい光っていてきれいでした。また来年も来たいです。私の夢は、オリン

ピック選手になることです。見附市 

◎仁上のほたる。本物を見に来ました。ほたるっ子もかわいーい。今夜もほたるっ子がた

くさん飛んでいました 

◎先週も伺いました。光の強さが増し、光の種類が増え、また違った景色が見られました。

また踊りの新しいアイデアをいただきました。これからもほたる保全、よろしくお願いし

ます。来年もズーと楽しみに。市内 

◎数少ないほたるでも、きれいに見られて良かったです。また来年も来ます。頸城区 

 

6月 30日 土 晴 ２５０人 アクセス１０１ 

お客さんの声 

◎とてもきれいです。最高でした。 

◎初めて越させていただきました。ガイドの方のおかげで、源氏蛍と平家蛍の違いがわか

りました。とても綺麗で良かったです。 

◎始めて来ました。こんなにたくさんのほたるを見たのは子供の頃以来です。とってもす

てき出した。管理が大変だと思いますがいつまでもホタルが飛ぶ里で会ってほしいです。



ありがとうございました。 

◎すごくきれいでした。小さい頃見たホタルを思い出してとてもなつかしかったです。こ

れからもがんばって下さい。ありがとうございました。 

◎家の周りでは１～２匹位しか見えませんが、ここに来てたくさんのホタルを見ることが

出来て良かったです。 

◎小さき手の先に光はホタルか星か。鴨島 

◎ホタルとてもキレイでした。また来年も来たいです。 

◎お体に気をつけて頑張ってください。◎ 

◎毎年楽しみにしています。ありがとうございます。鴨島 

◎ほたるの先生に、いろんな話が聞けて良かったです。また来ます。妙高市 

◎初めて越させてもらいましたが思ったよりたくさんいて、親切で解りやすい説明をして

いただき、スタッフの皆さんとてもフレンドリーに話しかけていただけて、とっても満

足して帰れます。 

◎ホタルとてもキレイでした。名古屋市緑区 

◎とってもステキでした。ぜひまた来たいです。LOVE 

◎来年リベンジ。新潟市 

 

 

 

 

 

 

 
詰め所テントの前 

 

7月 1日 日 晴 130人 アクセス７７ 

スタッフより 

段々お休みタイムが速くなってきました。多くのホタルを見るには 8 時前に現地に到着し

て下さい。月の出が遅くなってほたると星のコラボが最高です。 

お客さんの声 

◎毎年来ています。ありがとうございました。牧区 

◎とってもキレイでした。市内 

◎楽しかった。市内 

◎キレイで楽しかった。 

◎星もほたるもキレイだった。 

ご案内ありがとうございました。妙高市 

◎とってもキレイでした。中央 

◎毎年恒例になっています。毎年感動。五智 

◎とてもキレイでした。妙高市          家族ずれとの談笑を楽しむスタッフ 

◎天気も良くて、星空と蛍のコラボレーションが素敵でした。 

◎ガイドさん、いろいろな蛍の話が勉強になりました。またたくさん飛んでいる時間に来

ます。糸魚川市 

 

7月 2日 月 晴 ５０人 アクセス５３ 

スタッフより 

何年ぶり？ 浴衣姿でホタル観賞のお客さんが来られました。 



数年前までは２～３組の家族連れで見えられたのですが。 

お客さんの声 

◎始めて来ました。来年も来たいと思っています。吉川区 

◎幻想的な舞を見られました。市内 

◎毎年ありがとうございます。また来年も来ます。 

◎空気がうまい。お酒もうまい。ほたるはきれい。直江津 

◎子供たちに生きている「ほたる」を見せたくて伺いました。ありがとうございました。 

◎初めてホタルを見られて良かったです。とてもキレイで、お母さんが「キレイだよ｣と言

っていることがわかりました。 

◎これからも末永くほたるの住みやすい環境を作って下さい。よろしくお願いします。 

◎本当の自然に出合いました。LED 等科学技術では実現しない物です。皆さんご苦労様で

す。千葉県 

◎今年もキレイなホタルを見られて幸せでした。来年もよろしくお願いします。松村新田 

◎昨日も来ましたが、今日も見せていただきました。３０年ボランテァのお話伺って、そ

の活動のおかげで良い体験が出来ました。これからも大変だと思いますが、がんばって

下さい。糸魚川市 

 

7月 3日 火 曇 ４０人 アクセス５６ 

スタッフより 

ホタルはまだまだ順調に飛んでくれています。 

昨年より 1週間早く「ほたる見台」に移動して正解だったようです。 

来客が少ないと張り合いも無いが、お客さんとのコミュニケーションが出来るメリットも。 

以前に比べ遅くなってくるお客さんが､いなくなりスタッフの体力消耗に役立っています。 

スタッフも疲れ気味ですが、あと 4日間がんばります。 

お客さんの声 

◎ほたるがいっぱいいてとてもきれいでした。楽しかったです。また来年も来てみたいで

す。 

◎久々にほたるを見ました。とてもきれいで幻想的でした。また来年も、毎年来たいと思

います。とても楽しかったです。 

◎始めて来ました。自然の美しさに感激しました。ありがとうございました。 

◎色々種類がいてびっくりしました。光がきれいだったです。 

◎始めて見たホタル。39才にして初体験がここで良かったです。たくさんホタルのことを

教えていただいて、ありがとうございました。 

◎今年もまた見ることが出来、幸せでした。ありがとうございました。 

◎新潟に来て初めてのほたる。キレイでした。案内の人達が良い人で楽しかったです。ま

た来年来ます。 

◎始めて来ました。美しいって言葉ではたりないです。又来ます。 

◎今年 2回目来ました。1回目の時よりキレイでした。また来ます。 

◎毎年来ています。今年もキレイでした。 

7月 4日 水 曇 ５０人アクセス５４ 

お客さんの声 

◎ありがとう。 

◎はるくん、みっくん、ママ蛍きれいだったねー。 

◎ほたる見たよ。たのしかったよ。 

◎色んなしゅるいのホタルが、きれいにぴかぴか 

光っている。ホタルいっぱいいて楽しかった。 



7月 5日 木 豪雨 ５人 ２９ 

スタッフより 

豪雨の中５人のお客さんがありました。ホタルもがんばって飛んでくれました。 

 

7月 6日 金 雨 ２５人アクセス３４ 

スタッフより 

花金でも雨降りはお客さんが少ないがホタルは元気に飛んでいます。 

あと一日で「仁上ほたるまつり」は終わり８日から安全柵は無くなります。 

ホタルはまつり後も飛んでいますので注意して見に来て下さい。 

お客さんの声 

◎いつもありがとうございます。一年のセレモニーです。 

◎ゲンジボタルは、とても光っていてすごかったです。ヘイケボタルは手にとってかわい

かったです。 

◎たぶん初めてホタルを見た。チカチカ光っていてきれいだった。たくさん集まるとキレ

イさ倍増で◎ホタルやっぱサイコー。また来たいです。 

◎始めて見たほたるはチカチカ光っていてきれいだった。いっぱいいたけどみんな同時に

光っていてすごかった。また来たい。 

◎優雅に飛ぶホタルにとっても感動しました。北城町 

 

7月 7日(土) 雨 ６０人 アクセス５０ 

スタッフより 

最終日は雨でお客さんも少なかったが、帰り急がない最後の３組２２人の方達と久しぶり

に、ほたる談義が出来て楽しい１年の締めくくりになりました。 

１ヶ月近い仁上ほたるまつりのシーズン中事故も無く終えることが出来ました。 

多くの皆さんに支えられ。元気を戴き来年に向かって頑張っていきたいと思っています、

応援ありがとうございました。 

お客さんの声 

◎きれいでした。三橋 

◎最終日、雨だったけれど蛍見られました。大豆 

◎愛情いっぱい、自然いっぱい。ありがとうございました。埼玉本庄市 

◎雨の日でもきれいに光っていて楽しかったです。 

◎最終日であいにくの雨でしたが、沢山見られました。ガイドさんの話が楽しく良かった

です。来年は６月に来ます。市内 

◎あいにくの雨でしたが、今年最後のホタルが見られて良かったです。毎年ありがとうご

ざいます。 

◎自然のホタルを初めて生で見て大変感動致しました。ホタルの生態系を守ることの大変

さ等、初めて知ることばかりでした。今後もホタルの生態系を守ることは大変かも知れ

ませんが、頑張って戴きたいと思います。陰ながら応援させて戴きます。新潟市 

◎きれいだった。新潟市 

◎１年ぶりでしたが、最高にきれいでした。来年も来ます。ありがとうございました。 

◎今年二回目。やっぱりすごい。また来年も来ますね。楽しみにしています。名立区 

◎始めて来ましたが、とても楽しくて良かったです。ホタルのことを色々教えて戴いて。

おいしいお酒でした。また来ます。名立区 

◎きれいでした。ほたるの数は少なかった。新潟市 

◎ほたるはとても光っていました。ほたるの数は少なかった。新潟市 

 



 

 

 

 

 

 

 

今年最後のお客さんとのふれあいトークを楽しむ 

 

 

私達が案内しました 


