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第２０回仁上ほたるまつりを終えて 

 第２０回目を迎えた「仁上ほたるまつり」は、今冬の少雪から早く蛍が発生し長期にわ

たると予想、６月１１日～７月９日までの２９日間と計画し準備を進めていたところ、５

月２８日早くも数匹の蛍が発生、スタッフ一同期間中蛍が飛んでくれるか心配でしたが、

気候により少ない時もありましたが、蛍は順調に飛翔し訪れた多くの鑑賞者に感動を与え

ることが出来ました。 

 これまでに無い２９日間のまつり期間中事故もなく、７月９日無事終了することが出来

ましたこと、スタッフ一同喜びでいっぱいです。 

 今年も「仁上ほたるまつり」開催に当たり、地域の皆様の応援を始め、新潟第一酒造（株）

様、東京の田辺様始めほたる観賞においでのお客様からのご祝儀、「宝多留箱」へのご寄

付等、多くの皆さまから物心両面にわたるご支援を頂き、今回も皆さんに喜ばれて無事終

了出来ましたこと心から御礼申し上げます。 

 また新潟日報様、上越読売様、上越タイムス様、ＮＨＫ新潟放送局様、ＢＳＮ新潟放送

様、ＪＣＶ様、エフエムラジオ各放送局様等沢山の報道機関の紹介により、祭りを盛り上

げて頂き心から感謝申し上げます。 

 期間中、大島小学校の３，４年生の奉仕活動やホタル観賞、南川小学校（頸城区）との

蛍公園での蛍の学習交流会等、子供達同士で蛍の学習を行うことにより、蛍や保倉川を通

じて大島の自然環境にも深く関心をよせてもらう良い機会にもなりました。 

 毎年事故の無いよう又多くの蛍を見て楽しんで頂きたいとのささやかな願いを持ちなが

ら、２０年間皆様の激励や、感謝の言葉、ご支援を頂きこのまつりを継続出来たことにス

タッフ一同心から感謝申し上げます。     

また、２０年と言う節目の祭りではありましたが、特別な事も出来ませんでした。しか

し私たちは今後も「仁上ほたるまつり」を継続する所存です。 

 今年の祭りを通じて、ご意見ご要望等ありましたら是非とも私どもにお聞かせ下さるよ

うお願いします。 

 私たちは、来年もご期待に添えるよう今から蛍の保護育成に努めますから、是非ともお

いで下さい。 

 今年も前会長の南雲正夫さんが深夜インターネットに掲載したお客さんの声を再編集し

ました。これも是非一読下さるようお願いします。 

 最後に、お世話になった沢山の皆さんのますますのご発展と、ご健勝を祈念し、祭り終

わってのご挨拶と致します。 

誠にありがとうございました。 

    平成２８年７月吉日 

           仁上ほたるの会代表 上野良八 (090-4013-6928) 
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お客さんの声、スタッフ情報を再編集しました 

１月１７日 

 新年会をかねて２０回を迎えた「仁上ほたるまつり」の進め方について話し合いを持         

ちました。 

１ 昨年のホタル発生状況とお客さんの来場日等をを踏まえ、まつり期間の 1週延長を 

  検討実行することを決定しました。（6月 11日～7 月 9日までの 29日間） 

２ ２０回節目の特別イベントは資金、人材が少ない中、次回検討会までにアイデアを募  

  集することに。 

 

新年会を兼ねたスタッフ会議 

 

 

 

 

 

４月２９日 

 ２回目のスタッフ会議で準備日程等を決め、チラシ等の準備に入る。 

 ２０回記念に「仁上ほたるまつり」を記した、団扇の配布をすることにしました。 

５月28日 

 早朝、ホタル見台の掃除、草刈りを町内で行いました。 

 午後８時１０匹ほどのゲンジボタルが初飛翔。 

  ホタルの発生が早く、まつりとホタルがミスマッチにならないよう祈るのみ。 

6月 1日ネットアクセス４７ 

 午後２１時、時間も遅かったが昨日からの寒さで飛び交うホタル 2匹のみ。 

6月２日ネットアクセス５２  

6月３日ネットアクセス４９ 

6月 4日ネットアクセス８５ 

 午後 8 時、寒さで休んでいたホタルも、今日は月も星も無く曇天無風、暖かさも有り。   

ほたる公園のホタルが倍増、５０匹以上が乱舞、下見に来ていたお客さんも大喜び、すご

いの歓声も聞こえました。 

まつり前ですが連絡いただければ案内できるよう努力します。 

6月5日ネットアクセス５５ 

 早朝予定していた、地区の皆さんの草刈りボランテァを、ホタルが発生したのでホタル  

 の休み場所確保のため、急遽中止させて頂きました。 

 仁上ほたるの会ではのぼり旗、ぼんぼり、安全柵の設置や 詰め所テントの設置などを行   

 いまつり気分を盛り上げています。 

ほたるコンサート 

 ２５回目の「ほたるコンサート」を大島地区振興協議会主催で開催が決定しました。 

  いつ     6月 12日午後 6時開演 

  どこで    大島地域生涯学習センター（旧大島小体育館） 

  入場     無料 

  出演     ソプラノ歌手のサイ・イエングアンさん 

  詳しくは  ０８０－１００３－００７３（早川）０２５－５９４－３２０１（丸田） 

6月６日 ネットアクセス５５ 
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6月 7日 ネットアクセス８２ 

ほたる公園のホタルは数を増していない。５０匹くらい。 

増えないのはまつり前なので喜んで良いのか、これで終わりなのか、 

期待と不安が交差しています。 

ただほたる公園以外でも農免道路沿いに何カ所か、数匹の発生が確認されたので、 

ほたる公園もこれからの大量発生が期待されます。 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

   道路沿いののぼり旗            ほたる橋の提灯と灯籠 

６月８日 ネットアクセス６３ 

午後８時３０分、ほたる公園全体に飛んでいる。数も格段に増えた感じです。 

山の端にかかった三日月がちょっと邪魔。 

月はこれからだんだん明るさを増し、遅くなってホタルと競合するのが気になります。 

見上げればいっぱいのホタルが、じゃなくお星様がよく見えた。 

杉林と雑木林の真ん中にぽっかり空いた、穴から見る感じの星空も格別だ。 

農免道路沿いの田んぼも格段に数を増している。 

圃場整備後はほとんど姿を消したホタルだったが、 

数年前から飛び始め、１３年たってほぼ昔に復活した感があります。 

電気を消した、我が家の居間の網戸に１匹とまっていた。 

６月９日 ネットアクセス８６ 

６月１０日 ネットアクセス９９ 

午後８時、天気良し、気温肌寒し、ほたる公園は思っていたよりホタルは増えていない。 

ただ公園全体で飛翔しているので見応えがあります。 

当初危惧していた昨年のように初日がピークにはならない様子です。 

明日以降に期待しています。 

ほたる公園に比較して数は少ないものの、 

農免道路沿いの田んぼのホタルは各所で元気に飛翔しています。 

初日サービスの地元お母さんたちの手作り料理を期待するか、 

１日待ってサイ、イェングァンさんのコンサート後にホタルを見るか、 

思案のしどころか？ 

6月 11日朝 

今日（１１日）は暖かくなりそうで、ホタルの発生が期待されます。 

午前８時からほたるまつりの準備をします。 

ほたる橋でカジカガエルの熱唱を聴いてから、ほたる公園へ。 

たくさんの方のご来場をお待ちしています。 

6月 11日  曇、小雨有り 入場者数 450 人 ネットアクセス１８１ 

お客さんの声 

きれいでした。住吉町 

おいしい料理でした。これからもずっと続けてください。妙高市 
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来年も楽しみにしています。妙高市 

おいしい料理ごちそうさまでした。妙高市 

山菜料理がとても味が良くおいしかったです。三田新田 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真は準備中              サービス開始直前の重箱料理 

今年も来ました。地元の温かい心遣いに感激です。新潟市中央区すばらしい光でした。 

仁上の皆様ありがとうございます。大島小の子供もお世話になります。重箱おいしかった

です。頸城区 

説明されてくださった方、ありがとうございました。頸城区 

5年ぶりに来ましたまた来ます。大豆 

とてもきれいでした。また来ます。東中島 

ほたるをつかまえられうれしかった。下源入 

何十年ぶりにホタル見学させて頂き、大変感動いたしました。東京江東区 15名で 

とってもキレイなほたる達、素晴らしかったです。桜町 

何年ぶりにホタルを見ることが出来ました。桜町 

とてもステキな光で感動しました。子供達に見せてあげたい光景です。市内 

とってもきれいでした。また来ます。浦川原区 

飛んでいるのがとってもロマンチックでした。新発田市 

とても近くで見られて娘も喜んでいました。中田原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフより 

晴続きでほたる公園の水源も乏しくなってきています。 

ホタル見台では水がほとんど流れないほどの少なさでした。 

山間地の田んぼも水を待ち続けています。 

まつり初日が雨の予報に気持ちが揺れます。 

6月 12日 曇 入場者数 200人 ネットアクセス１４８ 

お客さんの声 

ゲンジとヘイケ、どちらもよく見えて素晴らしかったです。新潟中央区 

ホタルコンサート、初めて来ました。大島区の皆様素晴らしいコンサート、ありがとうご

ざいました。ホタルも見られて良かったです。吉川区 

何年ぶりかのホタルを見て感動しました。また期待と思います。千葉船橋市 
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上野さんの紹介で再度伺いました。多くのホタルが見られてラッキーでした。地元の皆さ

んの管理大変ですね。三和区 

思ったより、多くのホタルが飛んでいてびっくりしました。大潟区 

また来年も来ます。浦川原区 

また来年も来たいです。中央 

今年も楽しませていただきました。南城町 

ありがとうございました。和歌山市 

初めて見ました。すごかったです。五智 

美しかったなー。山屋敷             

毎年ありがとうございます。きれいでした。安江 

小学生の女の子の案内に感心しました。安江 

ホタルがいっぱいですごかったです。中央 

きれいでした。五智 

始めてみられて感動。大潟区 

ホタルを今年も見られて良かったです。三和区 

とても素敵な光景でした。ありがとうございました。市内  

感動しましたまた期待です。友達にも教えます。国府 

とてもきれいでした。毎年来訪したいです。名古屋市中区 

きれいでした。ゲンジボタル始めてみることが出来ました。妙高市 

自然のホタルはやっぱり良いですね。水の音も涼しくて良かったです。上教大 

とてもきれいでした。コンサート、サイ、イエングアンさんの歌声ステキでした。もっと

大勢の方に聞いてほしいです。小中校生に聞かせるといいですね。本町 

キレイなほたるが見られました。ありがとうございました。浦川原区 

とてもきれいでした。子供も喜んでいました。また見に来ます。三和区 

すごくきれいでした。今度はもう少し早い時間に来たいです。埼玉久喜市 

      

崔さんのサイン 

 

 

 

 

 

スタッフより 

ほたる橋の明かりに虫がいっぱい、今日は期待できそう。 

予想以上のホタル。昨日より格段に多くのホタルが飛んでくれました。 

ほたる公園は安定した数のホタルが、ほたる橋を渡ればすぐホタルが見られる状態になっ

てきました。 

ほたる橋正面が最盛期（？）を迎えています。右にヘイケ左にゲンジ頭上は混在状態で見

ることが出来ます。 

たくさん飛んでいるホタルを見ていただきたいので 8時までにおいで下さい。 

曇の日は 8時前に飛び始めます。 

飛び始めて 40分くらいがその日のピークになります。 

ホタルは時間を問わずに見ることが出来ますが、いっぱい飛んでいる所を見てほしいです。 

コンサートを終えたサイさんも来場、スタッフと記念撮影も。 

サイイエングアンさんの熱唱を子供達にもと、 

13日午後 1 時 30分から大島小学校で、一般の方も無料で聴くことが出来ます。 
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6月 13日 曇 入場者数 30人 ネットアクセス１０８ 

お客さんの声 

とてもきれいでした。また来年もみんな出来ます。板倉区 

もっときれいな時を見てみたいです。市内 

とてもきれいでした。市内 

すごくきれいでした。また来ます。十日町市 

初めてでしたが、すごくきれいでした。友人を誘ってまた来ます。市内 

こんなに多くのホタルを、初めて見ましたがとてもきれいでした。また来ます。市内 

スタッフより 

午前の小雨で冷えたせいかホタルもお客さんも少なめでした。 

ホタル見台の水路にはまだ足りない雨で今後に期待しています。 

6月 14日 曇晴 入場者数 60人 ネットアクセス１００ 

お客さんの声 

とってもきれいでした。ただし、月が明るくてよく見えなかった。御殿山 

流れ微志も、カジカガエルの鳴き声も、楽しめた。妙高市 

お月様で見えなかったよ。リベンジにまた来ます。吉川区 

たくさん光っていました。来年もまた来ます。大潟区 

いっぱい光っていてきれいでした。津南町 

通りがかりでしたが、たくさん見られてうれしかったです。東京中野区 

ゲンジ、ヘイケの両方が見られて良かったです。さいたま市大宮区 

去年から 2年連続できています。とてもきれいで感動しました。また来年も来たいです。 

ホタルの保護は大変だと思いますが、毎年楽しみにしています。ありがとうございました。

春日新田 

ゲンジボタルとヘイケボタルの説明をしていただき、とても楽しく過ごすことが出来まし

た。ありがとうございます。また、伺います。三和区 

スタッフより 

気温低くホタルもいまいち。 

月と星とホタルのコラボレーション、全部見られてラッキーと思う方もいますが。 

月明かりはホタルの魅力を半減してしまいます。 

これからホタルと時間が競合の上、満月も近づいてくるので要注意です。 

ほたる公園は地形の関係で月が出ると隠れず照らし続けます。 

ホタル観賞は曇で蒸し暑い日をおすすめします。 

6月 15日 曇 入場者数 80人 ネットアクセス７７ 

お客さんの声 

昨年初めておじゃましました。ホタルの光に感激しました。その感動をもう一度味わいた

くて再度おじゃまいたしました。安塚区 

今年初めて見に来ました。ホタルがたくさん飛んでいて 

感動しました。また来ます。看護大 

はじめ歴ました。楽しかったです。市内 

初めて来ましたがとてもきれいでした。大学前 

キレイでした。柿崎区                   サービスのグミ 

とっても大きいホタル、初めて見ました。キレイでした。南魚沼市 

毎年楽しみにしています。また来たいです。また来ます。上昭和町 

とてもたくさんのホタルがとんでいてとてもきれいでした。またぜひ来たいです。看護大 
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きれいでした。説明もていねいでいろいろ勉強になりました。浦川原区 

ほたるまつりは我が家の年間行事になっています。来年もまた来ます。妙高市 

はじめてだったけれど手にのったのでかわいかったです。きれいに光っていました。岩木 

田んぼのホタル。小さい頃を思い出しました。また来年来まーす。大豆 

少しおそくホタルもお休みとのお話で残念でしたが、とてもきれいでした。浦川原区 

スタッフより 

雲に隠れたお月さんがほどよい明かりを、散策も楽に出来、ホタルも路上に画いて説明で

きるくらいでした。 

ほたる公園はピークを過ぎたようです？ 

ほたる橋正面では道路わき田んぼの土手のヘイケボタル宝石箱をひっくり返したようです。 

山すそのゲンジボタルは時間帯で同時明滅を見ることも。 

ホタル見台も出始めました。 

農免道路沿いの田んぼも数は少ないですが広い所を優雅に飛んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      よかったよ              お客さん待ちのスタッフ 

6月 16日 小雨 入場者数 20人 ネットアクセス８８ 

お客さんの声 

とてもきれいでした。下荒浜 

また来たいなと思います。きれいでした。下荒浜 

とてもきれいでした。また来たいです。下門前 

案内して下さる方々が、とても親切でした。ありがとうございました。十日町市 

スタッフより 

雨で気温低くホタル少なめ、お客さんも。 

昨年まで聞き耳を立て聞いていたカジカ 

ガエルの鳴き声が今年はうるさいくらい 

に聞こえています。 

 

     お化けボタルがうけている 

 

 

毎年写真を撮って頂き、子供の成長が解り家族の記念になります。と喜んで頂きました。 

6月 17日 晴 入場者数１４０人 ネットアクセス１１０ 

お客さんの声 

月が明るく少なかったようですが、きれいでした。ありがとうございました。とよば 

ホタルにあえて良かったです。また来ます。活動続けて下さい。応援します。三和区 

きれいでした。夷浜 

月が明るく、ホタルを見ることが出来なくて残念でした。頸城区 
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はじめて来ました。また来ます。牧区 

４回目。かわいかったです。福橋 

ホタルがきれいでした。東京北区 

前年よりホタルが少なかったです。三和区 

キレイでした。春日野 

たくさん見られて良かったです。富山黒部市 

とてもキレイで感動しました。また来ます。南魚沼市 

今年も蛍が見られて幸せでした。市内 

なぜ光るのか。国府 

近くで見ると光が大きくてすごいなあと思った。きらきらとしていて感動しました。また

来年来ます。板倉区 

スタッフより 

花金の今日は家族連れが多かった。 

満月に近いお月様でホタルの光は半減、いやそれ以下かも。 

月がやっと雲間に隠れたときはホタルはお休みタイムでした。 

６月１８日 晴 入場者数３３０人 ネットアクセス１３７ 

お客さんの声 

大変美しいホタル、ありがとうございます。昭和町 

ホタルを子供に見せてあげることが出来、うれしかったです。ありがとうございました。

頸城区 

ほたるをつかまえることができました。うれしかったです。東雲町 

かわいかったです。東雲町 

１０年ぶりに来ました。子供達に見せたくてきました。楽しみです。安江 

月の明かりが大きくて、少し残念でした。ホタルは美しかったです。茨城つくば市 

子供達に自然に光るホタルを見せてあげられて良かったです。西本町 

ガイドの方の説明がとても興味深くわかりやすかったです。満月の中でしたがとてもキレ

イに見られました。藤塚 

ヘイケボタルが小さくちかちかかわいかったです。また来年も来ます。黒井 

初ホタル それより光る いずみかな 北城町（愛の告白？） 

民の友乱。広島市中区 

今シーズン１回目。また何度も来ます。下源入 

ホタルが少なくてちょっと寂しかったです。皆様のおもてなしがとても良くて良かったで

す。安江 

休んでいても会議をしている様でかわいかったです。また来週来ます。南本町 

毎年楽しみにしています。今年は少ししか見られず・・・もう１回来ます。安江 

去年に続き２回目です。毎年楽しみにしています。ありがとうございました。長野松本市 

キレイでした。また来ます。国府 

 

 

 

 

 

 

 

     ほたる橋のお客さんの様子          お孫さんと 

ホタルがキレイで、見ていて楽しかった。頸城区 
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案内ありがとうございました。楽しかったです。国府 

人生初めてのホタル見でした。今日は晴れてあまり見えないが、でもとても楽しかった。 

上野さんのおうちにホームスティしてとても良い機会でした。また見に来たい。中国内モ

ンゴル 

中国で子供時代にほたるを見たけど、ここではじめて のように多くのほたるを見た。う

れしいです。上野さんのお家にホームスティしてちまきを作って、野菜を採って、お母さ

んの作った日本の本番料理を食べられて、楽しかったです。機会があればまたここに来た

い。ありがとうございました。中国福建省 

昨年始めてきて感動しました。今日はほたるが少なくて残念でした。柏崎市 

ホタルはこわいと思ったけれど、大丈夫だった。心がほんのり、優しいひとときを過ごさ

せて頂きました。１０年ぶりに孫と来ました。公園も整備され安心してほたる観察が出来

ました。十日町市 

キレイです。また来ます。市内 

ホタルがきれいだったです。新光町ホタルがとてもきれいでした。木田 

ホタルがきれいで楽しかった安塚区 

今年１回目。月が明るくてちょっと残念だったので２回目リベンジします。毎年楽しみに

しています。柿崎区 

スタッフより 

２０日月曜日からホタル見台に移動します。 
ほたる公園のホタルは激減、ほたる橋正面もピークを過ぎたようなのでほたる見台に移動

を決めました。ほたる見台のほたるは順調に増えて見られるようになっています。 

今日土曜日はたくさんの来場者が見込まれ、気温も上がりホタル日和が予想されますが、 

同時に快晴に満月も予想され、果たして満足のゆくホタル観賞が出来るか危惧しています。 

ホタルを見る時間になったら少しの間雲間に隠れるよう、お月様にお願いして下さい。 

予想が的中。せっかく来られたにもかかわらず大きな月に邪魔され、ホタルの光りが映え

ない状態。 

自分の都合、ほたるの発生状況、そのときの天候状況、３者が揃わないと素晴らしいホタ

ルを見ることが出来ないことが実感できる今日でした。 

６月１９日 曇小雨 入場者数 １００人 ネットアクセス１０９ 

お客さんの声 

今年はたくさん見られました。また来年来ます。子安新田 

ホタルを楽しみました。頸城区 

きれいでした。また来年も来たいです。北本町 

今年で４回目です。いつ来ても良いですね。長岡市はじめて来ました。子供がねてしまっ

たのでまた近近来たいです。きれいでした。春日新田 

今年２回目ですが、とてもきれいでした。大島区 

とてもきれいでした。三和区 

きれいでした。長岡市 

ちょっと寒くてホタルさん達遠慮したのかな？また来年来ます。西城町 

きれいでした。妙高市 

きれいでした。また来たい。妙高市 

きれいでした。ヘイケボタルとゲンジボタルの見分け方を親切に教えて頂きとても良かっ

たです。毎年見に来たいです。春日野 

きれいでした。また来ます。柿崎区 

いっぱいいて感動しました。安塚区 

たくさん見ることが出来て良かったです。とてもきれいでした。市内 
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とても素敵でした。また来年もこれますように。大潟区 

とても綺麗でした。これからもホタルを守って下さい。ありがとうございました。下名柄 

スタッフより 

ほたる公園はほぼ収束。 

ほたる橋正面はヘイケボタルが元気よく頑張っています。 

ゲンジボタルはだんだん少なくなり、沢奥が主になってきています。 

２０日早朝、ほたる見台に詰め所を移動します。 

スタッフもほたる見台のホタル、たくさんの乱舞を期待しています。 

６月２０日 晴 入場者数５０人 ネットアクセス８６ 

お客さんの声 

とてもきれいでした。ありがとうございました。春日山 

きれいでした。木田 

とってもキレイでした。稲田 

とってもきれいでした。地元の方の説明がすばらしかったです。妙高市 

とってもきれいでした。妙高市 

キレイで癒やされました。また来たいです。十日町市 

始めて来ましたがすごくキレイで感動しました。お話とっても楽しかったです。・柏崎市 

はじめて手にホタル。キレイだった。南新町 

とってもきれいでした。また来ます。妙高市 

キレイでした。鴨島 

ホタルがいっぱいでとてもキレイでした。板倉区 

ホタルが見られて楽しくて、さらにキレイでした。新光町 

とってもきれいでした。来年も来たいです。寺町 

 

 

 

 

 

 

 

 

     駐車場とのぼり旗             ほたる見台入り口 

スタッフより 

ほたる見台のホタルは順調に飛んでくれています。 

ホタルの発生を待っていたかのようにお月様の登場で曇ってはいるのですが満月の明かり

は強力です。 

日がたてば月の出もおそくなり小さくなるのですがしばらくはこの状態が続きます。 

６月２１日 晴 入場者数９０人 ネットアクセス９７ 

お客さんの声 

毎年見に来ています。今年も大変綺麗で感動しました。関係者の方々ご苦労様です。西ヶ

窪浜 

２０回おめでとうございます。お疲れ様です。毎年見に来ています。とってもきれいでし

た。来年も楽しみにしています。頸城区 

ゲンジボタルのゆったりした舞に感激しました。仁上の方々が整備して守って下さってい

るおかげで楽しませて頂きました。ありがとうございます。また友人を連れてきたいと思

います。大島区 
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ホタルにあえて感動です。東京練馬区 

すぐ下の君江さんと同級生です。４月にはじめて訪れたとき、ホタルのことを聞きました。

思い描いていた以上にすばらしく感動しました。これを機に毎年来たいと思います。本当

にご苦労様です。ありがとうございました。糸魚川市 

ホタルの美しさの感動しました。草刈りなど日々の管理、お疲れ様です。また来年も楽し

みにしています。春日野 

２歳の息子も楽しんでいました。ありがとうございました。加賀町 

たくさんのホタルが見られました。良い記念になりました。五智新町 

今年で３回目です。また来ます。鴨島 

はじめて来ました。久しぶりのホタル、感動しました。また来ます。東京杉並区 

はじめてホタルを見ました。キレイです。４人出来ました。また来ます。市内 

夜道に迷いながら来たかいｇありました。子供の頃の思いがよみがえりました。ありがと

う。大和 

生まれて初めてホタルを見ました。ちょうど良い日に来たようでいっぱい見られて良かっ

たです。北城町 

以前来たときよりすごくきれいでびっくりしました。お店のおじいちゃん達にも元気、た

くさん頂きました。ありがとうございます。昭和町 

今年もきれいでした。ありがとうございました。２０周年おめでとうございます。南城町 

周りは暗くて何にも見えないけれど、ホタルのやさしい光が目立っていてとてもきれいで

した。大島区 

スタッフより 

スタッフの観察不足でした。お月様の出が思っていた以上に、遅くなりました。 

大きなお月様ですが、ホタル観賞には大丈夫です。帰り道を照らしてくれる時間帯になり

ました。 

例年より発生が１週間早かったので、月末までが見頃か？ 

６月２２日 曇雨 入場者数９０人 ネットアクセス９３ 

お客さんの声 

ホタルの乱舞、すごい。￥１００でももらった方が良い。十日町市 

きれいでした。春日新田 

お酒すっきりした味で飲みやすいです。新光町 

ホタルは子供の頃見ただけ。静か。大潟区 

天然のホタルは初めてで、ゲンジとヘイケの交わりがキレイでした。五智 

とってもきれいでした。素敵なガイドさんからいろいろ教えてもらって楽しかったです。

柏崎市 

暗くてこわかったけれど、ホタル、キレイでした。戸野目 

ホタルがたくさんいてキレイでした。また来年。桜町 

ホタル最高にきれいでした。これからも頑張って下さい。十日町市 

とてもきれいでした。１年生 

いっぱいいて、上に行くとたくさんいて、感動しました。十日町市 

はじめてホタルを見ました。とてもきれいでした。東京墨田区 

スタッフより 

後半小雨も降り出したが、たくさんとんでくれ、お客さんも大喜びで良かったです。 

農免農道沿いの田んぼも数は減りましたが見られます。 
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６月２３日 小雨曇 入場者数７０人 ネットアクセス８５ 

お客さんの声 

子供を２人つれて始めてでしたが、子供も喜んでいした。見に来て良かったです。また来

たいです。下門前 

結婚して始めてきました。毎年きれいなホタルを見て楽しませてもらっています。来年も

来る時おそくなりましたが、たくさんのほたる見えなかったです。またもういっかい見に

来ます。上教大中国 

久しぶりに沢山のホタルに会えました。また天気の良い日に遊びに来たいです。下門前 

楽しみにしています。頸城区 

初ほたるかわいかったです。石橋 

久しぶりのほたる、かわいかったです。石橋 

とってもきれいでした。また来ますよ。木田 

スタッフより 

ほたるの時間には、雨も苦にならない程度になりま 

した。気温も低く昨日(２２日)ほどの飛翔は見られま 

せんでした。 

気象の変化や勉強不足も有り、前もって今日はホタル 

がたくさん出ますと、言えないのが残念です。 

「雨が降るとホタルが出ない」と言う、お客さんが多いのですが、少しくらいの雨は気に

せず飛んでいますので、ぜひご来場下さい。 

会場は「ほたる見台」です。まつり提灯がついています。 

会場を通り越して、ホタル橋まで行かれる方が多いのですが、ほたる橋やほたる公園のホ

タルは激減しています。 

今年も地元小学校４年生が、ホタル見学に来てくれました。ホタル鑑賞後は仁上町内３戸

にホームスティです。 

明日は朝から３年生も加わり、自然観察と竹ボウキ持参で、ホタルの天敵の「クモの巣」

取りをします。ホタルは攻撃する能力が無く、臭いを発するくらいでクモの巣にかかった

ホタルは、逃げ出すことが出来ません。 

６月２４日 小雨 入場者数８０人 ネットアクセス９３ 

お客さんの声 

始めてホタルを見ました。幻想的でした。柿崎区 

毎年楽しみにしています。市内 

今年で３回目だけれど、何回見てもあきないホタルの魅力にいやされました。下門前 

１歳の息子と始めてきました。この子が大きくなっても、同じ景色が見られるといいなあ

と思います。また来年。とよば 

とってもきれいで、天然のホタルに感動しました。東京台東区 

今年もきれいで本当に良かった。東雲町 

とてもきれいでした。妙高市 

相かわらずすてきでした。大潟区 

本当にすばらしい。南魚沼市 

感動しました。本城町 

ホタルがこんなにきれいだとは思いませんでした。ステキです。群馬太田市 

本当にきれいでした。寺町 

きれいでした。稲田 

乱舞ホタルに大感動。会長さんにはロータリーでお話を聞き子供、孫と共に伺いました。

ありがとうございました。西城町 
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スタッフより 

２日連続の小雨ですが、ホタル観賞に困るほどで無いので喜んでいます。 

梅雨時に繁殖期を迎えるホタルは、土砂降りで無ければ飛んでくれるので、傘を持参で頑

張っているホタルを見て下さい。 
おはようございます。 

６月２５日 雨 入場者数１２０人 ネットアクセス１３６ 

お客さんの声 

久しぶりにホタルが見られて良かったです。埼玉毛呂山町 

私は始めてホタルを見ました。乱舞に感動しました。雨の中でも待っていて、見られて良

かったです。大潟区 

たくさんのホタルを見られて、来て良かったです。三和区 

始めてたくさんのホタルを見られて、感動しました。ぜひ来年も来たいと思います。新潟

中央区 

始めてきましたが、たくさんのホタルに出会えて感動しました。ありがとうございます。

上源入 

恐ろしいくらいきれいでした。東京世田谷区 

３回目です。今年もきれいでした。春日山町 

始めてきました。きれいでした。滝寺 

始めてきました。きれいでした。上教大富山 

始めてきました。とてもきれいでした。上教大長野 

始めてきました。また来たいです。上教大群馬 

きれいなホタルを今年も見れました。雨天のせいかホタルの数が少ないように思いました。

来年もまた来ます。ありがとう。寺 

３年目です。今年もきれいでした。木田 

始めてホタルを見ました。自然の光はこんなにきれいなのかと感動しました。絶対に人工

では出せない光だなあーと。夷浜 

とってもきれいでした。また今度家族と来ます。夷浜 

雨だったけれど、いっぱい飛んでてきれいでした。また来年来ます。南城町 

来年も、またぜひ来たいです。遠いけど。新潟東区 

とってもきれいだったのでまた来ます。おじさん達が明るくて楽しかったです。市内 

スタッフより 

時々大雨だったが、雨の中見に来てくれたお客さんに、ホタルも頑張って飛んでくれて良

かった。 

ホタルのお休みタイムはちょっと早めだったが、何匹かは遅いお客さんにも対応してくれ

ました。 

６月２６日 曇 入場者数１００人 ネットアクセス１０２ 

お客さんの声 

毎年見に来ています。子供達も楽しみにしていますが、今年も楽しく過ごせました。あり

がとうございました。春日山町 

子供連れで始めてきました。とても良かったです。下門前 

筑波から単身赴任しています。夏のクリスマスツリーのイルミネーションみたいでとても

素晴らしかったです。筑波の妻や子供達にも見せたいです。市内 

とてもきれいでした。安江 

始めて見せて頂きました。大変きれいで驚きました。ホタルがあんなに高く飛ぶんですね。

今度孫と一緒に来ます。浦川原区 

とてもきれいで感動しました。また寄せてもらいます。鴨島 
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毎年ホタルの里を続けて下さってありがとうございます。維持し、ホタルを育てるのは大

変なことと思います。久しぶりにホタルを見ることが出来ました。木田 

生まれて初めてホタルを見ました。とてもきれいで感動しました。また来年見に来ます。

春日新田 

ホタルきれいでした。また来たいです。妙高市 

案内の方がとても優しくて良かったです。また来させて頂きます。大豆 

とてもきれいで感動しました。春日山町 

始めてたくさんのホタルを見て感動しました。上野様ありがとうございました。本城町 

毎年楽しみにしています。とてもきれいで良かったです。また来年も来るのでよろしくお

願いします。御殿山 

きれいだったのでまた来年も来たいです。案内してくれる方もとても親切な方でした。牧

区 

来年はもっといっぱいいると聞きたいです。お酒おいしかったです。春日山町 

来年も来ます。きれいでした。柿崎区 

来年もまた来たいです。下門前 

子供の時以来のホタルです。すばらしい光をはなつホタルに感動。自分の子が大きくなっ

た時また来ます。東中島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフより   看護師の卵さん達     小川先生の路上講義 

あと１０年？ 

２０年前、「仁上ほたるまつり」の発端となった、大島地区のレクリエーション大会後の

町内慰労会が行われました。 

２０年前の自分やホタル、町内の様子を思い出し感慨無量でした。 

仲間もご多分に漏れず高齢化が進んでいますが、「あと１０年は続けて行きたい」との発

言が有り頼もしく思いました。 

今年も小川先生（新潟県ではトップクラスのホタル博士）が来場されました。 

美奈（カワニナの古語）の生態、クレソンとの関係、ホタルの恋愛行動、ヒメホタルなど

１時間以上の路上講義をして頂きました。 

曇っていた空も久しぶりに満天の星空に変わっていました。 

６月２７日 曇 入場者数１００人 ネットアクセス９７ 

お客さんの声 

とてもきれいでした。燕市 

感動しました。十日町市 

感動しました。市内 

皆様のご苦労感謝します。来年もよろしくお願いします。下稲田 

きれいで感動しました。無視好きの子供も喜んでいました。五智新町 

たくさん飛んでいて、とてもきれいでした。またお邪魔します。牧区 

きれいでした。いやされました。また来たいです。島田 
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毎年楽しみにしています。今年もきれいなホタルをたくさん見ることが出来ました。あり

がとうございました。妙高市 

始めてホタルを見ました。想像していたより光が強く綺麗でした。暗い所ではさらに光が

強く動きも速く見ていて飽きませんでした。何回見てもホタルは良いですね。次に来る時

は友達を連れてみんなで楽しみたいと思います。今日は来てとても良かったです。吉川区 

きれいで良かったです。浦川原区 

ボランテァの方が親切で楽しめました。西本町 

いっぱいいました。安塚区 

素敵でした。島田 

きれいでした。春日新田 

とてもきれいでした。藤巻 

きれいでした。糸魚川市 

ずーっと続けて下さい。国府 

きれいでした。最高。また来年。中央 

久しぶりにホタルを見ました。十日町市 

とってもきれいでした。またみたいです。駒林      上越ヒマ人会参上。 

地元にこんな所は無いので、感動しました。さいたま市岩槻区 

ホタル、とっても素敵でした。ペット蛍サイコー(笑)。また来ます。スタッフの皆さん、

とーっても優しく暖かく接して頂きました。ありがとうございました。大島大好きです。

市内 

たくさんのホタルに囲まれて、静かでとても心地よかった。ホタル大好きな子。市内 

静かな場所でたくさんのホタルを見ながら、ベンチに座っている時間が最高でした。また

見に来まーす。市内 

毎年きれいなホタルを見させて頂いています。また来年も来たいです。ありがとうござい

ました。稲田 

スタッフより 

２日ぶりに川の増水で、休んでいたカジカガエルの鳴き声が復活、ホタル見物に一興を添

えてくれています。 

ほたる見台のホタルは順調に飛んでくれています。 

ピークの時期は？、ピーク後は激減の可能性があります。早めにお出かけ下さい。 

６月２８日 曇 入場者数５０人 ネットアクセス８６ 

お客さんの声 

とてもきれいでした。毎年楽しみにしています。来年も来ます。塩屋新田 

きれいでした。来年も来ますよ～。浦川原区 

ホタルがいっぱいいてきれいでした。また来たいです。妙高市 

きれいでした。とてもきれいでした。頸城区 

いろんな所を見てきましたが、ここが一番自由にホタルが飛んでいて、きれいでした。群

馬富岡市 

毎年来ているんですけど、今年も相変わらずきれいでした。上源入 

ゆっくり光を出しながら飛ぶホタルにいやされ感動しました。自然の中でゆっくり見られ

て本当に良かったです。浦川原区 

スタッフより 

昼の雨で気温が上がらなかったが元気よく飛んでくれています。 

ヘイケボタルも数が増えてゲンジボタルと混在、説明するのに楽になってきました。 
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６月２９日 曇 入場者数７０人 ネットアクセス７４ 

お客さんの声 

こちらもホタルが集まるよう頑張ります。柿崎区 

素晴らしいイルミネーションでした。幻想的で、孫とすっかり楽しませて頂きました。市

内 

素晴らしい星空でした。下門前 

すてきなかがやきでした。御殿山 

とてもきれいでした。安江 

すばらしい光でした。中央 

今までにないホタルでした。とってもきれいでした。浦川原区 

思っていた以上に幻想的でした。大潟区 

もっと早い時間に来たかった。きれいでした。上教大(富山県) 

最高でした。来年も来させて頂きます。上教大(鳥取県) 

ベストなタイミングで来られて、たくさんのきれいな蛍にあえて最高でした。また来たい

です。三和区 

蛍が見たくて東京から帰省してきました。今日はたくさん飛んでいてとても良かったです。

またぜひ来たいと思います。板倉区出身 

もっと早い時間に来ます。新光町 

何十年ぶりのホタル。めっちゃきれいでした。また来ます。春日山町 

また来たいです。もっと長く見たかったです。上教大(岐阜県) 

今度はホタルがいっぱいの時間に来たいです。上教大（富山県） 

すごくたくさんの蛍が見られて感動しました。お酒もおいしかったです。中門前 

蛍の、多さ、光に感動しました。また来たいと思います。優しいスタッフに感謝。頸城区 

スタッフより 

今期３回目、最高のホタルの乱舞。 

ピークを過ぎたのではと、スタッフ同士で話をしていたのですが、 

今日は気温湿度無風の絶好条件で見応えのあるホタルでした。 

蒸し暑く風のない日の午後８時前に会場に到着するようお願いします。 

時間が遅くなるとホタルのお休みタイムとなり期待外れになることもあります。 

６月３０日 曇 入場者数５０人 ネットアクセス６４ 

お客さんの声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京からのカップル   親孝行？の２人        詰め所の様子 

初めて見ましたがすごいですねー。いままで見ていた所が数匹でした。思い出になりまし

た。柿崎区 

始めてきましたが、とってもきれいでした。カナダ在住 

２年ぶりに大島のほたるを見ました。きれいでロマンチックでした。妙高市 

こんなに沢山のホタルを初めて見ました。感動しました。飯 
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ほたるの多さにびっくり。感動しました。稲田 

ほたるの多さと、光に感動しました。安塚区 

また明日戻ってきます。東京世田谷区 

また明日。楽しみー。東京中央区 

蛍の群飛、感動しました。東京新宿区 

スタッフより 

昨日に続いて今日も大発生でした。 

会場入り口でヘイケボタルが歓迎、会場奥のゲンジボタルがの群舞が素晴らしいです。 

少ないお客さんでしたが滞在時間が長く最後まで詰め所は賑わっていました。 

年配のお客さんと子供の頃捕まえた、クロマドボタルの姿で盛り上がる場面も。 

７月１日 晴曇 入場者数１５０人 ネットアクセス８９ 

お客さんの声 

 

 

 

 

 

 

 今日のサービス品 野いちご 冷えたキュウリ       完熟梅 

ほたるがたくさんいてきれいでした。またきます。大阪豊中市 

最近山梨から引っ越してきました。今までで一番ホタルがきれいに見えました。数匹で飛

んでいるのも感動できたけれど、やっぱり、多くのホタルが飛んでいるのはとってもすて

きな光景でした。思い出に残ります。ありがとうございます。加賀町 

近くに見れて良かったです。市内 

とてもキレイなホタルでした。市内 

いつもより少なかった。いつ見てもキレイでした。下吉野 

ホタルの光にいやされました。牧区 

昔の菖蒲を思い出しました。大貫 

今年で４回目です。とってもキレイで幸せな気分になりました。下門前 

月曜日にも見に来ました。今日もキレイで子供達にホタルを見せてあげることが出来まし

た。これからも続きますように。五智新町 

久しぶりにホタルを見ました。感動しました。滋賀野洲市 

とても力強い光でした。すてきな時を過ごせました。頸城区 

毎年来ています。今年はいっぱいいて、とてもキレイでした。また、来年も来ようと思い

ます。ありがとうございました。中通町 

幼い頃見たホタル久しぶり(何十年ぶり)見ました。良かったです。スタッフの皆さんご苦

労様です。春日野 

大島小です。よろしくお願いします。３年ぶりに息子と見ました。感動です。幼い頃に戻

ってきたようでした。また見に来ます。春日新田 

以前近くまで来たことはありましたが、始めて奥まで入りました。人生で始めてホタルを

見て感動した時の事が思い出されました。ありがとうございました。木田 

きれいでした。平成町 

とてもキレイでした。大貫 

こんなにたくさんのホタルを見たのははじめてでした楽しいお話もありがとうございまし

た。十日町市 
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とてもキレイでした。皆さんのがんばりのおかげです。毎年続けてほしいです。ありがと

うございました。十日町市 

スタッフより 

今日もよく飛んでくれました。 

大喜びのお客さんばかりか、案内するスタッフも気持ちよく説明でき、うれしい限りです。 

ただし、遅くなるとお休みタイムに入り、たくさんのホタルを見ることが出来ないので、

８時前に会場入りをお勧めします。 

現在会場は「ほたる見台」です。 

駐車場係の案内を振り切ってほたる橋に行ってもホタルは数匹です。 

ほたる見台の駐車場は少ないので案内のスタッフに従って下さい。 

明日は土曜日、雨の予報が気になります。 

曇で済みますように。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 東京のお客さん    最後のお客さん    記帳されている 

 

 

 

 

 

 

 

   良かったよー           今日も無事に終わりほっと一息 

７月２日 曇 入場者数１３０人 ネットアクセス１０５ 

お客さんの声 

毎年見に来たいです。三ツ橋 

感動しました。寺町 

ホタルありがとう。左内町 

とてもキレイでした。昨年よりもたくさん見られました。また来年来ます。春日新田 

とてもキレイで感動しました。来年も見に来たいです。遊光寺 

子供もよろこんでくれました。東京西東京市 

感動しました。来年は千葉にいる子供を連れてきます。本城町 

きれいでした。子供も喜んでました。浦川原区 

とても素晴らしかったです。また来ます。藤野新田 

心、和ませて頂きました。国府 

毎週必ず来ています。きれいでした。頑張って下さい。加賀町 

始めてきました。来年も楽しみにしています。柿崎区 

始めて来た。きれいでした。大潟区 



 21 

とてもきれいでした。寺町 

毎年楽しみにしています。神奈川藤沢市 

始めて来ましたがとてもきれいでした。雨でだめかと思い出発が遅くなりましたのに見ら

れて良かったです。遅くなったのに快く対応して下さりありがとうございました。新潟市

西区 

数年前に上越転勤になり始めてホタルを見て感動しました。今日はもうすぐ３才になる子

供に見せたくて新潟から来ました。ありがとうございました。新潟市中央区 

始めて来たけど良かったです。また来たいです。浦川原区 

彼女と来ます。名立区 

また来ます。北本町 

とてもきれいでした。今度は早い時間に来ます。三和区 

東京にはホタルがいないので、始めてこんなにたくさんの、しかも天然のホタルを見るこ

とが出来て非常に感動しました。ホタルを見るのが念願だったのでとてもうれしかったで

す。また上野さんには本当によくして頂いて感謝しかありません。ありがとうございまし

た。また来ます。東京目黒区 

スタッフより 

予報の大雨が外れ曇り空、昼の風も止んでホタル日和になり５日連続の群舞。 

ホタルに感謝。 

「ほたる見台」入り口でヘイケボタルがご挨拶、舗装されていない遊歩道の最奥部でゲン

ジボタルの大歓迎が見られます。 

平野部では出かけに土砂降りとのことで、お客さんは少な 

めだったのですが、来場のお客さんには喜んで頂きました。 

スターバックスで見たと来場された方がおられました。 

ありがとうございました。 

７月３日 曇 入場者数９０人 ネットアクセス７３ 

お客さんの声 

きれいでした。大豆 

３年続けてきました。最高。西ヶ窪浜 

すごくきれいでした。津南町 

また来たいです。十日町市 

とってもキレイでした。市内 

きれいでした。春日山 

すごい感動。桜町 

超キレイでした。鴨島        上越の「スターバックス」さんが店内に大広告を 

キュウリの味噌付けとお酒もおいしかったです。ホタルがたくさん飛んでいるのを何十年

ぶりに見られてうれしかったです。ありがとうございました。下門前 

すごくきれいでした。うつくしい。春日新田 

ホタルがいっぱい見られて、子供も喜んでいました。ありがとうございました。土橋 

子供と一緒に始めてみました。映画の中にいるようで、感激しました。三ツ屋町 

数年ぶりにホタルを見れました。こんなに群れているホタルは子供の頃以来です。心が洗

われるようなすてきな時間を過ごすことが出来、家族の思い出になりました。稲 

こんなに間近でホタルを見られて楽しかったです。またこれる時があったら来たいです。

久しぶりにホタルを見ることが出来ました。。しかもたくさんのゲンジボタルがいてとて

もきれいでした。また来年も来たいです。来年来る時はもっとホタルのいる時に来たいで

す。市内 

今年は来るのが遅かったので来年はもう少し早く来たいです。きれいでした。春日新田 
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こんなにたくさんのホタルを見たのははじめてです。きれいでした。藤新田 

とてもきれいでした。来年も来たいです。ホタルのあみぐるみ買いました。お酒も買いま

した。春日山とってもキレイでした。下吉 

スタッフより         

今日（３日）市内平野部は暴風が吹き荒れ 

ていたが山間地のここは風もなく予報の豪雨もなくホタル日和で良かった。 

ほたる見台入り口のゲンジボタルはほぼ収束、ヘイケボタルの独断場。杉の木の上まで飛

んでいる。 

第２堰堤から奥のゲンジボタルが主力になっています。 

７月４日 雨 入場者数２０人 ネットアクセス５１ 

お客さんの声 

優雅で神秘的で、見とれてしまいました。神奈川相模原市 

キレイでした。来年はもっと早く来たいと思います。寺町 

数は少なかったけれどキレイでした。頸城区 

スタッフより 

今期最低の入場者数でした。 

遅い時間のお客さんも見込めないので早めに解散、スタッフも体を休めることにしました。 

７月５日午前 

ほたる橋では頸城区南川小学校４年生(４２名)が保倉川探検でほたる橋を訪れて頂きまし

た。例年は川やホタルについて、地元ホタルの関係者がお話をさせてが、今年は地元大島

小学校３．４年生（１９名）がホタルについてのクイズまで用意して、ホタルの一生を説

明しました。 

その後ほたる公園の散策、保倉川に入っての生き物調査で両校の交流を深め合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南川小４年生       ホタルの話を大島小 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ほたる公園八つ橋の上で           保倉川で生き物調査 

７月５日 曇 入場者数２０人 ネットアクセス４９ 

お客さんの声 

今日は少なめというお話でしたが、幻想的なものを見せて頂きました。ありがとうござい

ました。本町 

たくさん観られて良かったです。柏崎市 
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久々たくさんのホタルを見られて良かったです。また来ます。春日野 

ありがとうございました。南城町 

楽しかった。鴨島 

スタッフより 

祭り期間も後４日、ホタルも段々少なくなってきました。 

早めの鑑賞をお勧めします。 

地元では夜のホタルばかりでなく昼間もホタルの説明もしています（要予約）のでご利用

下さい。 

７月６日 曇 入場者数２０人 ネットアクセス４６ 

お客さんの声 

子供がすごく喜んでいました。富岡 

キレイに見えてすてきでした。西本町 

時間をかけて見に来た、かいがありました。また来年来たいです。妙高市 

１年に一回しか見られないホタルを見られてうれしいです。１年に一回しか見られない生

物を見られて良かったです。市内４年生 

スタッフより 

カーナビの普及で、道順の問い合わせは少なくなりましたが、最短距離は最短時間ではあ

りません。 

上越～仁上の設定は国道２５３号線大平経由でお願いします。 

最短距離では国道４０５号（未改修部分があります）経由ですが、超山道で峠越えがあり

ますので注意して下さい。 

７月７日 雨 入場者数２０人 ネットアクセス３７ 

お客さんの声 

ホタルの光がとてもきれいだった。来年もいっぱい見られるよう期待しています。横浜 

ホタルの光がとてもきれいだった。また来たい。妙高市 

始めてホタルを見ました。本当にきれいで感動しました。ありがとうございました。また

来ます。上教大 

地元よりたくさんのホタルを見れました。すごい感動です。子供達にも見せたいし、話し

てあげたいです。また来ます。単身赴任 

スタッフより 

仁上ほたるまつりも残り２日となりました。 

雨も降らない予報です。 

ホタル日和が期待できます。 

最後のほたるをぜひ見に来て下さい。 

７月８日 雨 入場者数２０人 ネットアクセス４６ 

お客さんの声 

急な雨で心配でしたがたくさんのホタルが見られて 

良かったです。新光町 

雨降りでも、ホタルが見られて最高でした。藤巻     土砂降りの中ホタルを見に 

土砂降りでしたが、親切に案内して頂きありがとうございました。とてもきれいでした。

上教大 

スタッフより 

予想外の大雨。 

ほたるまつり期間、最高の土砂降りだったがホタルは元気に飛んでいました。 

せっかく仁上まで来て頂きながら、何の会話も無くホタル見ずに帰られた方が２組ありま

した。雨の中頑張って飛んでいるホタル見て頂けず残念でした。 
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７月９日 曇 入場者数１２０人 ネットアクセス６８ 

お客さんの声 

ジャガイモおいしかったです。藤新田 

キレイでした。地域の人が温かかったです。上源入 

とてもきれいでした。来年も来ます。名立区 

最終日にほたるに会えてラッキー。ボランテァの皆さんの苦労がしのばれました。石橋 

最後でもうつくしく見られて、感動。藪野 

最後だけれどキレイでした。来年も来ます。大島の人はあったかい。東中島 

ほのかにちかちかするのがキレイでした。また来たいです。新潟南区 

ホタルきれいでした。東本町 

こんなに沢山のほたるは初めて見ました。ピーク時に今度はみたいです。ずーっとホタル

がいる環境作りも大切だなあと思いました。大貫 

いや～、一晩中見ていられるーー。中央 

沢山のほたるを子供達とも見られ、一緒に感動しました。来年は６月末のピーク時に来ま

す。静岡清水 

すごくきれいでした。五智 

ほたるのひかるところがきれいでした。左内町 

最終日にみられて良かった。ありがとうございました。奈良生駒市 

暗い道を歩いて、原始の感覚がとりもどされ、ほたるの光が徐々に明るくなり美しかった。

神奈川大磯町 

今年もみられて良かったです。大島仁上の皆様に拍手。鴨島 

すてきでした。大町 

沢山とんでいてすてきでした。来年はもう少し早く来ます。五智 

とてもキレイでした、また、来年も来たいと思います。十日町市 

とてもキレイでした。良かったです。稲田 

最終日に来られて、ラッキーでした。岡山市北区 

真っ暗なところにいるだけで気持ちよかった。東京立川市 

ほたるがみどりの間の中に光を放ち飛んでいる風情は幻想的でした。東京練馬区最終日に

暖かいご案内、ありがとうございました。岡山市北区 

ありがとうございました。新潟市 

スタッフより 

最後まで事故も無く終わることが出来スタッフ一同喜んでいます。 

４週間の長丁場をよく頑張ったと自分たちを褒めてやりたい気分です。 

まだホタルは飛んでいます。 

明日からは安全柵等を撤去しますので注意して見に来て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終日の賑わい                サービスのキュウリと子芋の煮つけ 
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           最後のお客さんとスタッフで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


