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ほたるまつりを終えて	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 22年 7月 
13 日より飛び始めたホタルは期間中例年になく多く発生しましたが第 1 週は月明

かりに悩まされ又サッカー世界大会で客足が伸びず拍子抜けの感があったものの、そ

の後は昼の雨もほたるの時間には止み、低温にもならずほたる観賞日和が多かった。

最終日はほたるもお客さんも多く終わるのが惜しい気も出てきたほどでした。 
	 まつり開催に際して地域の皆様、新潟第一酒造様、JA 大島支店様始め見物の来ら
れたお客様からもご祝儀、ご支援を戴き運営費に使わせていただきました。マスコミ

各社にも多数取り上げていただくことが出来喜んでいます。インターネットも総合事

務所中島さん、くびきのネットさんのご協力で地区のほたる情報やお客さんの声や写

真を順次更新することが出来ました。 
	 来場されたお客様は３,４８０人で上越市内を中心に県内はもとより北は宮城県、西
は福岡県に至る６０を超える市、区、町の各地からお出で戴きました。 
	 大島区内で開かれたホタル保護指導員の講習会には仁上町内より新たに女性 5 名
男性２名が受講、資格取得することができました。（合わせて町内 24名内会員 21名）
ちなみに仁上町内は 31戸 81名です。 
講師に来られた大場先生からは大雨の中観察されゲンジホタルが西型でも東型で

もない中間型の可能性が有ると教えていただきました。後日サンプルを送り詳しく調

査して下さるとのことでした。 
少ないスタッフのなか大きな事故もなく無事２２日間のほたるまつりを終わるこ

とが出来ました。皆様のご協力に感謝しています。 
ありがとうございました。 
 
記帳された方の住所 
市内のほか	 新潟市（秋葉、江南、中央、東、西）十日町市、妙高市	 三条市	 柏崎

市	 糸魚川市	 新発田市	 長岡市	 加茂市	 津南町	 湯沢町 
東京（太田、品川、目黒、練馬、江東、足立、葛飾）西東京市	 調布市、町田市、 
羽村市	 国立市、 
横浜（鶴見、磯子、戸塚、栄、青葉）川崎し、藤沢市、横須賀市、南足柄市、大和市

相模原市	 愛甲町	 寒川町	  
さいたま市（南、北、緑、桜）朝霞市、所沢市、本庄市、新座市、戸田市、新庄市、

鴻巣市、 
千葉（花見川、中央）市川市、柏市、松戸市、栃木矢板市、茨城古河市、群馬太田市	 

静岡市（葵）掛川市、山梨北杜市	 長野市、中野市、飯山市、名古屋（西、南、北）

岡崎市	  
東大阪市、泉佐野市、福岡市	 魚津市	 仙台市、石巻市	 福島南陽市 
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お客さんの声 
１９日曇	 ２００人 
３回連続の初日です～！今年は何回来られるか？中通町 
毎年楽しみに来ています。今年は振舞酒も頂きありがとうございます。又来年も来たいです。本

庄市 
始めてみました。感動！！三ツ屋町 
おいしかった。楽しみに来させていただきました。ありがとうございました。子安新田 
たくさん飛んでいてとてもきれいでした。又見に来たいです。上源入 
ほたるがたくさんとんでいました。みちのとちゅうでおじさんが、いろいろとしゅるいをおしえ

てくれました。上源入 
とても沢山飛んでいてステキでした。浦川原区 
はじめて見てキレイでした。三条市 
武田さんに会いたかったです。加賀町 
（スタッフ注	 雪ほたるの冗談を１年間信じたカップル	 結婚おめでとう） 
幻想的な世界にひたりました。国府 
見られて良かったです。こんなにたくさん見られたのは初めてです。三和区 
初めてこんなに多くのホタルをみました。ありがとうございました。♡	 世田谷区 
生まれて初めてホタルを見ました。感動でした！！！！！！	 上源入	 

ロマンチックでした。板倉区	 

とても感動しました！！！	 新潟西区	 

すごく感動しました。また来ます。南城町	 

スタッフコメント 
初日で重箱目的の人もいたがホタルは多くとんでいた。 
東京、愛知、大阪府等県外客が目立った。 
２０日曇	 １５０人 
すごかった。津南町 
又来年も来ます。木田 
とってもキレイでした。上源入 
キレイでした。ありがとう。町田市 
幼虫の光が見られて感動しました。板倉区 
すごい幻想的な風景に感動でした。春日山町 
幻想的でステキでした。感動です。板倉区 
とてもキレイでした。五智 
すごくキレイでした。ありがとうございます。浦川原区 
スタッフコメント 
昨日よりほたる多く飛ぶ	 喜び！！！	 

雲間に月が、お客さんの帰るころで良かった。	 

２１日曇	 ３０人	 

今度は８時に来ます。寺町	 

良かったです。大学前	 

毎年来ていますが、年々ホタルが増えている気がします。とってもキレイでした。下門前	 

今日はとっておきの場所でとっておきのほたるを見られました。また来たいです。すばらしかっ

たです。国府	 

又数日後に来ます！！ほたる待っててね	 ♡	 ほたるの飛行距離にびっくり。すばらしい。藤塚 
「ほたるの舞」うまい！！こりゃ～酔っぱらっちゃうかな。又みんなで飲みましょう。子安新田 
毎年ステキな夜を満喫させてくれて．．．．．ありがとうー	 ほたるさん。春日山町 
すごくキレイでした。始めてきたけどとっても感動しました。毎年来ます。妙高市 
スタッフコメント 
カップルが多いせいか見ている時間が長かった。 
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ほたるもキレイに飛び交っていた。 
２２日曇雨	 ４０人 
神秘的な世界！！	 また来年来ます。三ツ橋	 

キレイでした。妙高市	 

来年ここでプロポーズ！！	 名古屋南区	 

また来年も来たいです。高土	 

今年もありがとうございました。いやされました。板倉区	 

とってもキレイでした！！新光町	 

すごくキレイでした。下吉野	 

来年もまた来ます。本城町	 

スタッフコメント 
雨が上がったら星空のようにほたるが乱舞し、今日のお客さんは大感動でした。 
名古屋のｋさん来年ここでプロポーズすると宣言しました。がんばれ。 
２３日小雨	 	 ３０人 
きれいなホタルを見せていただきありがとうございました。また来年も見に来たいと思います。

神奈川大和市 
思っていたより沢山のホタルが見られて、綺麗でした。ありがとうございました。また来たいで

す。東城町 
相変わらずキレイでした。来年もまた彼氏と一緒に来たいです(^_^;)春日野 
次は彼女ときます！！こんなにたくさんのホタルを見たのは初めてです。めっちゃ感動！！！！

ここでプロポーズできたら最高ですね。高崎新田 
ほたる見られてよかったです。きれいでした。大手町 
中学生ぶりくらいで感動しました。昭和町 
きれいな蛍を見せていただき本当に感動しました。子供のころ、家の近くに沢山いてカヤの中に

入れ大騒ぎした思いがあり．．．．．．．なつかしい主人のふるさとへ来てあまりにも変わっているの

でびっくりもしました。ほたるを世話している方々本当にご苦労様です。また是非訪れたいです。

神奈川大和市 
ありがとうございました。また来ます。三和区 
昨年よりもっとキレイに感じました(^_^)来年ももっと楽しみにしています(^_^)冬もまた来ます
ね(^_^)春日野 
初めてホタル見られてよかったです。藤新田 
スタッフコメント 
ホタルは多くとんでいるがお客さんが例年より少ない。お客さんとゆっくりコミュニケーション

がとれて楽しい。 
今年のお客さんはじっくり時間をかけてみられる方が多い。 
２４日晴	 ６０人 
ほたるはき色でとても小さくてかわいかったです。妙高市 
こんなにたくさんいるとは思わなかったのでとってもキレイでした。柿崎区 
月明かりとの競演もよかったです。寺町 
２種類のほたるが見られてよかったです。木の中のホタルは、クリスマスツリーみたい。妙高市 
鳥肌が立ちました。感動。さいたま市北区 
９月１９日結婚します。中央	 （スタッフよりおめでとう祝電送ります。） 
去年も来ました。今日は月と星とホタルが見られて感動しました。灘地区 
ホタル見られてよかったです。また来ます。下吉野 
月は今度かくしに来ます！！ほたるすごかったです！！また来ます。中田原 
すごいです！！また来ます！！妙高市 
毎年ちがう所で見れるのでおもしろかったです。とてもキレイでした。三和区 
ゲンジホタル・・・・？本ほたる。楽しいホタルに出会えて本当にありがとう。上野さんお世話

になりました。「月かげに	 ほたる舞いとぶ	 河辺かな」静岡掛川市 
始めてみました。キレイでした。また見に来たいです。大潟区 
ホタルの光がきれいでした。元屋敷 
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スタッフコメント 
「おーい誰か杉の木の上の月にシートかけてくれー。」「２連のはしごじゃ届かないかな？」	  
十三夜月の明るさに冗談も飛び交う。スタッフが明るさを心配するも、月と星とホタルのコラボ

レーションに感動するお客さんも居ることを知る。 
今日は家族連れのお客さんが多かった。 
25日曇	 	 350人 
昨年よりもたくさんのほたるがいてきれいでした。安江 
たくさん見られて、子供達も大喜びでした。ありがとうございました。南城町 
ゲンジボタル、ヘイケボタル両方が見れました。感激でした。皆様の平素の努力がしのばれます。

東雲町 
毎年楽しみに来ています。今年はたくさん飛んでいてきれいでした。頸城区 
すごくきれいで心がいやされました。子供も大喜びでした。大豆 
今年もいやされました。大潟区 
はじめて見たので感激しました。吉川区 
感動しました。千葉市花見川区 
ありがとうございました。高崎新田 
ほたる久しぶりにことができました。妙高市 
ステキな光をありがとう。来年もまた来ますよ！！四か所 
子供が出来たら一緒に来ます。横浜鶴見区 
また来年も楽しませてください。五智 
らい年はじのほたるほしいです。五智 
ありがとうございました。栄町 
郷里のほたる久しく見ることが出来感激です。五智 
とてもきれいで子供も大喜びでした。 
春日新田来年子供と一緒に来ます。中田原 
すっごくよかったです、虫嫌いな桃ですが、大興奮でした。浦川原区 
幻想的な世界に導かれてとても素敵な時間を過ごせました。栄町 
説明も聞けて毎回毎回勉強になります。いつ見てもキレイでまた来たいです。中田原 
スタッフコメント 
ほたる公園はピークを過ぎた感じがするが塩沢がまだ多く飛んでくれない。 
暖かい割に飛び交うほたるが少ないが草木のかげでたくさんヒカリ見なれたスタッフでも感動。 
ほたる橋ではカジカ蛙がうるさいほど鳴いている。 
今年初めての大量入場者でした。ハガキ抽選も 6名の当選者が出てびっくり。（1日では初めて） 
２６日小雨	 	 ４００人 
けっこうたくさん飛んでいて、きれいで、楽しくてよかったです。大学前 
久しぶりのホタルに感動しました。なつかしくとてもいやされました。新潟西区 
たくさん見られてとってもキレイでした。清里区 
毎年楽しみにしております。大潟区 
いっぱいいたよ。はやいチカチカとゆっくりな、ちかちかがありました。さいごにじぶんでつか

まえてうれしかったです。木田 
今年も家族みんな出来ました。たくさんのあわい光、本当に感動しました。また来年も必ず来ま

す。木田 
今年２回目です。家族みんなで来ることが出来、よかったです。開催のお便りをいただいたおか

げです。ありがとうございました。来年も楽しみにしております。木田 
毎年楽しみに来ています。今年も大変楽しませていただきました。ありがとうございました。十

日町市 
子供達に見せられてよかった。子供も楽しんでいました。神奈川藤沢市	 

雨でしたが見られてよかったです。２才の娘も喜んでいました。大潟区 
初めてこんなにたくさんのほたるを見ました。かんどーぉです。大潟区 
感動でした。南城町 
とってもキレイでした。また来ます。千葉松戸市 
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今年もよろしくお願いします。東京江戸川区 
感動しました。又来ます。横浜青葉区 
幼少のころの夢がよみがえった。千葉松戸市 
地域の皆様のロマン！！！長岡市	 

子供と見られて最高でした。上源入	 

雨が降っていたけどきれいでした。清里区	 

感動しました。南城町 
又来ます。ありがとうおじさま、大貫 
詳しい説明ありがとうございます。栄町 
毎年大きなゲンジの光を見ると感動します。来年も頑張ってください。四辻町 
今年始めてきました。とってもキレイで感動しました。上源入 
今年もきれいな螢とても幻想的でした。ありがとうございます。私の好きだった患者さん根津千

恵子ちゃんの４９日です。衆議院議員阿部知子 
スタッフコメント 
雨にもかかわらず大勢のお客さんが来場されました。ピークを過ぎたと思われたほたるも昨日よ

り多く飛び交いお客さんに喜ばれました。塩沢地区も段々見られるようになってきました。ほた

る見台はまだ少しだけです。 
県ほたる保護指導員講習会が大島区で開催中です。午後と夜の２回研修に来られました。我がス

タッフからも未研修の男性２名女性４名聴講生１名案内２名が参加しています。 
衆議院議員阿部知子先生が１０年ぶりに再訪されスタッフと歓談されました。 
先生到着１５分前に患者のお子さんが神奈川藤沢市から来合わせるハプニングもありびっくり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衆議院議員阿部知子先生を囲んで 
２７日大雨	 	 ３０人 
初めてつれてきてもらいました。来年も絶対来たいです。O君ありがとう。新保古新田 
すっごいきれい！！！感動しました！！！	 千葉柏市 
雨だったけどとてもきれいでした。今度は晴れた日に見たいです。又来ます。千葉柏市 
雨が降っていたけど見られてよかったです。寺町 
写真撮ってもらいました、糸魚川市 
西日本型と見られるすばらしいほたるのヒカリでした。又是非訪れたいと思います。皆様の思い

が詰まったホタルの光で忘れられない日となりました。神奈川横須賀市 
皆様のほたる保護努力に感謝！！	 新潟県ほたるの会 
スタッフコメント 
土砂降りの中お客さんも頑張ったがホタルも良くとんでくれた。あまりの雨に見ずに帰った数組

の方残念でした。 
雨にもかかわらず塩沢地区も多くなった。向田、道寺地区も数を増してきた。 
ほたる保護指導員講習会の講師大場先生が来場。ほたる観察後スタッフに詳しく解説していただ

きました。 
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大場先生の講義	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大雨でシートを貼る	 	 	 	 	 大雨の中お客も頑張る 
２８日曇	 	 １００人 
今年初見に来ました。いつ来てもほたるは良いですね～。新光町 
今までホタルを見に来たことがなかったので、子供達も大喜びでした。また来年も見に来たいと

思います。黒井 
昨年もお世話になりました。楽しみにしています。神奈川南足柄市 
雨露の時期に来ました。楽しい夜でした。今後の発展を祈ります。浦川原区 
何十年ぶりにホタルに出会いました。感動しました。皆様のがんばりをひしひしと感じました。

名古屋市 
何年ぶりかのホタルとの再会楽しかったです。藤塚 
娘二人と手をつなげて良かったです。中央 
久々に螢が見られて感動しました。又来たいです。十日町市 
いろいろ説明していただき勉強になりました。十日町市 
生まれて初めて素晴らしいホタルの光を見ました。横浜鶴見区 
始めてきました。すごかったです。春日山町 
すごーいの一言！！浦川原区 
スタッフコメント 
道寺地区４年前に復活か？	 ホタルを見なれたスタッフも 
感動。すごーい。不動越地区飛んで居るも奥はまだ。山田 
地区全域飛んでいるがまだ早い？塩沢も多くなってきた。 
ほたる見台はもう少し日を置いた方が。 
ほたるまつり１４年始まって以来のアクシデント。最終 
グループのおばあさんが行方不明の連絡。スタッフ全員 
で捜索。警察連絡直前１８分後１.５ｋｍ離れた隣町内で 
無事発見。無線機の威力が発揮された。スタッフ全員無事 
の喜びをかみしめる一幕があった。 
 
６月２９日小雨	 	 ５０人 
とても良かった。藤巻 
きれいでした。東本町 
また来年も来ます！！	 とってもキレイでした！！	 春日新田 
今年で３年目です。今年もとてもきれいでした。スタッフの皆さんありがとうございました。大

潟区 
スタッフコメント 
道寺地区昨日より数を増している。安全の保証がないのでお客さんを案内できないのが残念。 
ほたる見台も見頃になってきたがスタッフの都合が付かず場所の移動が出来ない。 
塩沢地区例年ほどのホタルの姿が見えない。 
ホタルライン全域にホタルが観られるとの情報有り。（スタッフ未確認） 
６月３０日曇	 	 １００人 
とてもきれいでした。また来年見に来ます。あと一ヶ月で子供が生まれます。千葉市川市 
とても美しいホタルでした。来年楽しみにしています。安江 
３回目です。きれいでした。御殿山町 
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毎年見に来ています。久しぶりに見ました。とってもキレイでした。上千原 
久しぶりにホタルを観ました。きれいでした。吉川区 
とってもキレイな光でした。もう少し早く来れば良かったです。また来年も来ます。東雲町」 
２回目です。今年もきれいでした。来年もまたきたいです。中通町 
ほたるの舞もおいしかったです。螢もきれいでした。星と螢の光が一緒になっていてとてもきれ

いでした。説明もわかりやすくて面白かったです。ありがとうございました。栃木佐野市 
安塚から上越に引っ越しました。今日はとても楽しみにしてきました。来年も来たいです。春日

山町 
生まれて初めてホタルを見ました。とっても感動しました。東本町 
かんどうしました。ありがとうございました。またきます。中央 
初めてホタルを見ました。もっといろんな所で見られるようになるといいな！！	 柿崎区 
仙台から来ました。また来年も来たいです。仙台市泉区 
こんなに高く飛ぶホタルは始めてみました。左内町 
感激しました。家族で来ました。大潟区 
来年もこの場所でほたるが見たいです(*^_^*)子安 
とても素敵でした。東本町 
とってもキレイでした。また来たいです。高森 
来年もまた。西田中 
きれいでした。幸町 
スタッフコメント 
ほたる公園はピークを過ぎたが塩沢地区が昨年ほど出て 
こない。 
道寺地区ピークか？周りの田んぼにも飛んで居て 
素晴らしいの一言。 
ほたる見台もけっこう飛び出したので移動したいが他の 
行事等でスタッフの確保が出来ず困っている。 
例年数組の方がゆかたでホタル鑑賞されています。 
今年も来ていただきました。 
 

ゆかたでホタルを見に 
７月１日曇	 １００人 
たのしかった。港町 
すごくきれいでした。たくさんいてびっくりしました。長野市 
消えたりついたり、うすみどりの光がとてもきれい！！北城町 
久しぶりに見ました。うれしかったです。春日野 
幻想的で大変良かった。五智 
少し少ないと聞いたのでまた全盛期に来ます。新発田市 
きれいでした。新発田市 
駅伝の練習の帰りに来ました。キレイ！！大潟区 
ホタルを見たのは久しぶりでうれしかったです。ありがとうございました。滝寺 
ホタルをつかまえられてうれしかったです。みんなにすごいねといわれてうれしかったです。新

光町 
ホタルが一ばんおおくいるところにいって１９ひきよりおおくいました。ホタルがすきになった

ような気がして楽しくなってきたのがよかったと思いました。新光町 
たくさんホタル見られてよかったです。キレイでした。妙高市 
たくさんのホタルきれいでした。樹木の中野ホタルステキでした。大和 
遅い時間だったけど見ることができてよかったです。清里区 
ホタルとってもキレイでした。四ツ家 
大島まで１時間かけて来た甲斐がありました。たくさんのホタルがゆらゆらゆれて光ってとても

幻想的でステキでした。近所の皆さんに宣伝します。又来たいです。五智。 
すごくたくさんのホタルがピカピカしていてよかったです。またきてきれいなホタルを見たいで
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す。新光町 
義父母につれてきてもらいました。ジプリの映画みたいで大カンゲキです。雨が降らなければ上

まで登ってみたかったです。２才の子供がうっかりホタルをつかまえて怖がっていましたが、つ

たない言葉で「キレイ」と言っていました。また来ます。千葉柏市 
たくさんいてきれいだった。手にものせたよ～(*^_^*)	 三ツ屋町 
感動しました。武田さんありがとうございました。楽しかったです！！国府 
今年もたくさんの蛍を見せていただきありがとうございました。孫も喜んでいました。夷浜 
たくさんホタルを見ました。キレイでした。また来年もきたいです。妙高市 
スタッフコメント 
塩沢地区（ほたる橋正面）が昨日の心配を払拭してくれた。高さあり、飛翔有り、二組に分かれ

ての集団点滅有り、田んぼのヘイケと相まって見なれた者でも感動、お客さんも大喜びだった。 
週末からはほたる見台に移動を決定。ホタルコンサートの準備もあり夕方までに間に合うか心配。 
７月２日晴	 	 ２５０人 
去年よりホタルが少なかった。来年も来てホタルを見たいです。浦川原区 
始めてきました。来年もまた来たいです。本城町 
来るのに迷ってしまったけどこうしてたどり着けました！！	 はじめて見たホタルに感動！！キ

レイ！！岩木 
素晴らしい正画ですね。うらやましいです。来年も越させていただきます。牧区 
大島ステキですね。頸城区 
ホタルがきれいでした。来年もみにきたいです。安江 
きれいだ。下門前 
とてもキレイでした。石橋 
また来年も来ます。十日町市 
今年もキレイに見えました。ありがとうございます。安塚区 
とてもキレイで心が洗われました。黒井 
思ったよりたくさんいて、光も強くて美しかったです。こんなに多くは始めてみました。新潟市 
想像以上に美しかったです。大潟区 
はじめて見てとてもキレイでした。子供達が喜んでいました。大潟区 
来年もきます。大潟区 
昨年よりホタルの数も多くてキレイでした。来年もまた来ます。子安 
ほたるサイコーです。妙高市 
来週もくるかもね～。上千原 
とってもキレイでした。来年は赤ちゃんと来たいと思います。塩屋新田 
雨降らなくてほたるがたくさん見られてよかったです。来年も絶対に見に来ます。柿崎区 
めちゃくちゃ飛んでいてキレイでした。住吉町 
ほたるがきれいでした。ほたるをもちました。頸城区 
いっぱいほたるがいました。キレイでした。十日町市 
何年ぶりかでたくさんのほたるを見ました。感動しました。十日町市 
来年はこれから生まれる子供と一緒に来ます。三ツ橋新田 
久しぶりに見て楽しかったです。浦川原区 
１才の娘ははじめて見るホタルにおどろいていたようです。また来年も見せに連れてきたいです。

大潟区 
スタッフコメント 
９時半ころまで雨降らず、大勢の方から来所いただきました。今日は妊婦さんが目につきました。

来年は赤ちゃん連れが多いかも。上野 
７月３日	 	 ５００人 
ほたる沢山いて嬉しかったです。子供も大喜びでした。大潟区 
子供のころの思い出がよみがえった。大潟区 
お酒いただきました。稲田 
ありがとう。皆様の力をありがとう楽しく見させていただきました。小泉 
ほたるに会えてよかったですまた来たいです。荒屋 
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山の方でも沢山見られたのでまた来年も見に来たいです。浦川原区 
たくさんのほたるがいて楽しかったです。安塚区 
今回は昨年以上にほたるが多かった。春日山町 
昨年より道がキレイになっていて歩きやすかったです。南本町 
初めてでしたがとてもキレイでした。住吉町 
きのちかくにたくさんひかっていた。子安 
もっと光っている時間があると聞きました。悔しい。東京練馬区 
雨の中にひかるほたるもステキだった。大町 
久しぶりにホタルをみました。また来たいです。長岡市 
光方によって種類が違ったり、オスとメスの行動がそれぞれ違ったりというお話を聞きとても勉

強になりました。暗闇の中でしっかりと明るい光が見えて本当にステキでした。もっとホタルが

増えてくれるといいなぁーと思います。長野飯山市 
キレイで感動しました。新潟秋葉区 
ステキな蛍、たくさん見られて幸せな一時を過ごせました。口当たりのよいさっぱりしたお酒も

おいしかったです。優しいスタッフさん！！ありがとうございました。大潟区 
子供が初めてホタルを見ました。キレイでした。妙高市 
初めてのホタルで自然なものを見られてうれしいです。名古屋西区 
天然のホタルは初めてです。たくさん面白いお話を聞かせていただきありがとうございます。東

京羽村市 
今年３年目です。毎年来たいと思います。キレイでした。長者町 
今年もホタルコンサートに寄せてもらいました。今年の太鼓は素晴らしい感動でした。蛍もキレ

イに見られて嬉しい１日でした。上昭和町 
すーごく感動しました！！上源入 
とてもいやされました。春日山町 
わかりやすい説明でした。東京国立市 
とてもキレイでした。来年もまた来ます。頸城区 
とてもキレイでした。頸城区 
始めてきました。とてもキレイで感動しました。板倉区 
とてもキレイでした。案内ありがとうございました。東雲町 
キレイでした。ありがとうございました。頸城区 
とっても感動しました。おじさんに説明もしていただき、傘もお借りして・・・とっても幸せな

ときでした。ありがとうございました。大和 
スタッフコメント 
塩沢地区のホタルも最盛期を迎えて惜しい気もするがほたる 
公園のホタルはほぼ終わりになったので会場をほたる見台に 
移動する。 
９時半まで駐車場満タン、今年最高の人出。ほたる橋へ行く 
人も多かった。車の誘導で今日はホタルを見る機会がなかった。 
説明と案内もスタッフ不足でほとんど出来ない状態。 
雨も遅い時間でお客さんの多いときに降らなくてよかった。 
長岡の小川先生来られるも宿の都合で例年の講義が出来な 
かったのが残念。来年に期待する。 
ホタルライン沿線全域で見られるようになったとの情報有り 
（未確認だが納得） 
ほたる見台へ会場移動 
７月４日小雨曇	 １５０人 
とってもキレイでした。横曽根 
キレイでした。大貫 
始めてみました。こんなにいるとは思いませんでした。春日野 
今年は沢山いてきれいでした。年一回の楽しみです。土橋 
子供達も大喜びでたのしかったです。吉川区 
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家族できました。こんなにたくさんの蛍初めてです。板倉区 
驚きました。生まれて始めてみました、茨城古河市 
とてもキレイで驚きました。またぜひ来年戻ってきたいと思います。浦川原区 
今年はとても美しく思いました。皆様の努力に感謝します。春日新田 
去年は家族４人で今年は５人出来ました。やっぱり見に来てよかったです！！仲町 
去年も来ましたが今年も来られてよかったです。こっちに住んでいる間は毎年きます。子安 
初めてのホタルに感動しました。大潟区 
今年もこれてよかったです。いっぱいいてきれいでした。ありがとうございました。鴨島 
今年２回目です。さて今年は後何回これるかしら？中通町 
始めてきました。とても感動しました。五智 
初めてホタルを見ました。スッゴク幻想的で感動しました。また８時ころ来たいです。頸城区 
予想していたよりキレイでした。８時ころはもっとすごいということなのでまた来ます。頸城区 
今年もホタルのことをいっぱい教えていただきありがとうございました。また来年も来ます。妙

高市 
大変素晴らしい夜の祭典でした。大貫 
素晴らしいホタルの夕べでした。来年も楽しみにしています。大貫 
思った以上にたくさんのほたるに出会えて、嬉しかったです。黒井 
久しぶりにホタルの乱舞を見て感動しなした。静岡御殿場市 
大島区に住みながら始めてきました。素晴らしい美しさでした。 
今年はいっぱい見れました。妙高市 
来年も楽しみにしています。大潟区 
来年もまた来ます。南本町 
今年もキレイでした。浦川原区 
とてもキレイでした。長岡市 
初めて見ました。感動しました。五智 
とてもたのしかったです。また来たいです。鴨島	 	 	 	 	 	 	 	 	 交尾中のペットボタル 
キレイだったです。鴨島 
環境がとても素晴らしいのだと思いました。説明もとても丁寧でいやされました。来年も・・・・

これからずっと毎年このホタルが見られると嬉しいです。ありがとうございました。浦川原区 
スタッフコメント 
昨日はお客さんが多くホタル談義が長引き、今日はたのしいお客さんとの交流で連続の深夜とな

る。まつりも２週目を過ぎるとスタッフも疲れ気味体調に気をつけて最後まで楽しみたいと思っ

ています。 
ホタルは例年より多い感じで順調です。天候も梅雨空続きで一番飛ぶ時間に雨もなくお客さんも

大喜びされています。 
お客さんもピークを過ぎないうちに来てもらいたい思いです。 
コメントに絵文字が多くなってきたが私のパソコンには使われている絵文字のほとんど無いのが

残念です。 
成虫ホタルの天敵，蜘蛛退治に連日スタッフの樋口さんが頑張ってくれています。「蜘蛛の巣は払

えても蜘蛛を殺さないとすぐまた巣を作るので蜘蛛と根比べだ」と樋口さんの弁 
 
７月５日曇時々雨	 ８０人 
初めてたくさん飛んでいる沢山のほたる達が見られてとてもキレイで印象的でした。妙高市 
とてもキレイでした。また来たいです。妙高市 
今まで見たホタルの中で最高のホタルでした。時間によってはこの何倍もいるとのことなのでま

た訪問したくなりました。妙高市 
高田公園のほたる祭り以来でしたのでいやされました。また来たいです。鴨島 
右を見ても左を見てもたくさんのほたるで驚きました。すごくきれいでした。南本町 
ホタルがたくさん飛んでいてとてもキレイでした。また見に来たいです。新潟江南区 
とってもキレイでした。また来年来ます。中田原 
最近家の周りでも少し見られるようになりました。来年もハガキよろしくお願いします。浦川原
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区 
こんなにキレイだとは思っていませんでした。ホントにホントにすごかった。ありがとうござい

ます。また来年も楽しみにしています。飯田	  
感動しました。子供達もよろこんでいました。来年もまた来ます。板倉区 
とてもキレイでした。今日は誕生日でよい思い出になりました。大豆 
とてもラッキーでした。思いがけなくゲンジホタルを見れました。横浜戸塚区 
思いがけず姪から案内してもらい、今までに見たことのない数のホタルを見ることが出来感動し

ました。ボランティアの方のお話も聞かれて良かったです。北本町 
毎年楽しみにしています。来年もよろしくお願いいたします。大貫 
こんなにたくさんいるとは思わず。良かったです大島区 
大島にいるのにこんなにホタルを見たのは初めてです。チョーキレイでした。また来ます。大島

区 
ホタルが思っていたより沢山いてとってもキレイでした。ホタルを守活動頑張ってください。春

日野 
生まれて初めてホタル見学させていただき感動しました。ありがとうございました。東京葛飾区 
こんなにたくさんのほたるをみたのは初めてで、子供達以上に親の方が喜んでいました。 
新町素晴らしかったです。明日かあさっての８時に来ます。戸野目 
こんなにいっぱいいるとは思いませんでした。すごくキレイで感動しました。ありがとうござい

ました。糸魚川市 
スタッフコメント 
上越～仁上へ。カーナビ最短距離は虫川大杉経由坊金、細野周りになるらしく大変な思いをして

こられるお客さんがかなり居るようです。昨年も何組か話を聞きました。０２５‐５９４‐２０

２７（金沢屋商店）で入力すると大平経由で来ることが出来ます。 
ほたる見台入り口から奥までホタルでいっぱい。来年のホタルは大丈夫かと心配するくらいにな

っている。月も出ず、雨も全然関係なくスタッフも興奮気味です。今日がピークでないことを祈

っています。 
７月６日曇一時雨	 	 50人 
とてもキレイで感動しました。下門前 
この自然にカンゲキです。いつまでも残っていてください。ね。ほたるさん。浦川原区 
とてもきれいでした！！稲田 
ひかりがでっかくてほたるがでっかくみえてきれいだった。子安 
とてもきれいでした。吉川区 
最高ですね。長野中野市 
すごいキレイでした。また来年も絶対来ます。長野中野市 
また来年来ます。長野中野市 
この世のものとは思えない幻想的な世界でした！！！！名古屋北区 
トトロの世界のようですごく感動しました。妙高市 
ここは初めてで、又違った世界を見せていただきました。朝日 
すごくきれいでした。また来年も来ます。柿崎区 
キレイなほたるでした。牧区 
とてもキレイでした。柿崎区 
スタッフコメント 
夕方のどしゃ降りのせいかお客さんが少なかったがほたるは順調 
７月６日曇	 	 50人 
良い時間にこれて良かったです。キレイでした。また来年来たいです。糸魚川市 
幻想的で楽しめました。藤塚 
大変良かった。十日町市 
キレイでした。大潟区 
毎年とてもとてもキレイでうれしかったです。妙高市 
来年も来ます。大潟区 
たいへんきれいでした。ロケーションが良い。長岡市 
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また来ます。絶対。青野 
今年は非常に数も多くてキレイでした。南本町 
とても感動しました。また来ます。藤新田 
いっぱいいてほたるのあまの川みたいだった。国府 
今まで３回来ていますが今日が一番沢山ホタルに会えました。戸野目 
遅くなってしまったけど、まだほたるたちが起きていてくれてキレイにみえて嬉しかったです。

大島区 
初めてホタルを見ました。たくさんいてとてもビックリしました。キレイでした。また来たいで

す。頸城区 
始めてきました。最高の七夕でした。初めてこんなに大きな光を見ました。感動！！今度はピー

クの時に来ます！！国府 
今年で 2 回目です。時間が遅くほたるは少なかったけど、すごくキレイでした。また来年も来ま
す。新町 
今年始めてきたけどホタルがいっぱいいてすごかったです。また来たいと思います。小猿屋 
始めてきました。とてもキレイで良かったです。大潟区 
すごくキレイでした。大潟区 
スタッフコメント 
市長さんがお出でになりました。 
ほたるも大歓迎、スタッフの皆さんの努力を褒めていただき 
ました。サワナとジャガイモも。スタッフのトーク乗せられて 
こんなお客さんも。初めて会ったカップル 2組の偶然の一致	  
職業（車関係）彼女の名前、彼女の強気、彼氏は結婚を意識 
彼女は友達と	 	  
おじさん達は今時のカップルの関係を知る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市長さんを囲んで	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ほたる談義が続く 
７月８日	 	 ７０人 
ゆっくり見れる感じでとてもキレイで来て良かったです。三和区 
上越でほたるがこんなに見られる場所があったとは感動しました。また来年も来ます。清里区 
今年で 3年目ですが一番たくさんいてきれいでした。大潟区 
始めてきましたがきれいすぎて言葉になりませんでした。来年からは絶対に来ようと思いました。

石橋 
すごくキレイなので 2回も回っちゃいました。また来年来ます。頸城区 
すごくキレイでした。来年も来ます。妙高市 
子供二人がとても喜んでいました。いつまでも自然が続きますように。感動しました。三和区 
初めてホタルのスポットに来て面白かったです。今度は 8時頃に来ます。春日野 
始めてきましたがたくさんいて驚きと感動でいっぱいです。自然はすごい。浦川原区 
天然のホタルは初めて見て感動しました。また今年中に来たいです。鴨島 
もっと飛んでいるのが見たい。もう一回来ちゃおうかな。春日野 
子供も喜んでいました。四ヶ所 
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ゲンジは大きかった。大阪東大阪市 
次はぜひダーリンと。福岡市東区 
とてもキレイでした。ありがとう。山形新庄市 
キレイでした。岩木 
キレイでした。柿崎区 
とても幻想的でした。千葉八千代市 
久しぶりに見ました。キレイでした。柿崎区 
ほたる最高。浦川原区 
とてもキレイでした。来年も来ます。島田 
とてもキレイで感動しました。寺 
遅い時間に来たけれどバッチシ沢山見られたので良かったです。五智国分 
スタッフコメント 
ほたる見台今年一番のホタルか？	 同時明滅もあり壮観の感あり。スタッフも感動。 
地区内各地の至る所で飛んでいるのを確認。道寺地区も一時期より少なくなった。向田地区は少

ないが全域で確認、耕地整理前に近づきつつあり来年以降に期待したい。 
7 月 9 日小雨	 	 50 人	 

雨でどうかと思いながら来ましたが最高でした。説明をいただきありがとうございました。寺町	 

沢山見ることが出来感動です。ありがとうございました。大貫	 

初めて見たホタルに感動しました。また来年も来たいです。安江	 

感動しました。この風景をいつまでも残して欲しいです。上昭和町	 

雨にも負けず、我が身を励まされます。光の大きさにビックリしました。来年も来ます。安塚区

スタッフコメント 
雨でお客さんは少ないがホタルは頑張って飛んでくれている。昨日までがピークか？	 

遅くなってのお客さんもいて最終午前様のスタッフも。ご苦労様でした。	 

7 月１０日曇	 	 550 人	 

始めてみます。北海道から来て 7 年目。すごくキレイでした。市内	 

来年も楽しみにしています。頸城区	 

とってもキレイでした。らいねんもみたいです。北本町	 

この自然をいつまでも。稲田	 

また来年も来たいです。東雲町	 

初めてホタルを見ましたが、美しくその数の多さにも感動しました。来年また来たいです。春日

山町	 

毎年楽しみにしています。役員の方々のお陰で自然の美を楽しませていただいています。ありが

とうございます。稲田	 

今年は本当にたくさん飛んでいて感動しました。今までで一番キレイでした。この自然がいつま

でも続きますように。港町	 

今年で 4 回目です。また来ます。中央	 

とてもキレイでした。来年も必ず来ます。西ヶ窪浜	 

とてもキレイでした。群馬太田市	 

こんなにたくさん飛んでいるのを見たのは長年来ていて初めてでした。とてもキレイでした。埼

玉鴻巣市	 

すごい幻想的でした。初めてあんなに沢山のホタルを見ました。また来たいです。神奈川藤沢市	 

たくさん飛んでいてうれしかったです。道のライトもう少し欲しかったです。仲町	 

始めてきましたが、あまりキレイでビックリしました。来年も来ます。浦川原区	 

キレイでした。中央	 

とてもキレイでした。スタッフの皆様が親切にしてくださり心地よく見させていただきました。

ありがとうございました。春日野	 

毎年見に来ていますが年々ホタルの数が増えているようでキレイです。大潟区	 

始めてきました。キレイですごかったです。来年もまた来たいです。十日町市	 

始めてきました。星空の中にほたるが舞っていて感動。また来ます。下源入	 

昨年始めてきてとてもキレイだったので今年も楽しみにしていました。空気が澄んでいて星空と 
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ホタルの輝きがとてもキレイでした。来年も楽しみにしています。木田	 

とても楽しかったです。また来年来ます。新町	 

ホタルをこんなに見たのは初めてだったので、とても良かったです。北本町	 

いっぱいいてきれいでした。案内していただいてありがとうございます。上源入	 

とてもキレイで感動しました！！オスボタル頑張れ！！黒田	 

とっても感動しました。今日観に来られて良かったです。五智	 

とてもキレイでした！！！！また来ます！！五智	 

とってもキレイで感動しました。また来ますよね～	 大和	 

初めてホタルを見ました。とってもキレイで儚い感じでした。またきまーす。昭和町	 

良いものが見れました。ありがとうございます。大町	 

たくさんいてきれいでした。頸城区	 

とても沢山いてびっくりしました。とってもキレイでした。来年も来たいと思います。岩木	 

始めてきましたが、とっても感動しました。来年も是非来たいです。糸魚川市	 

こんなに沢山のホタルが見られるとは思いませんでした。感動しました。大潟区	 

感動的でした。毎年みたいです。昭和町	 

同級会で参加しました。なつかしいホタルの情景でした。柿崎区	 

何十年ぶりにホタルに出会い感動しました。宮城石巻市	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 ほたる観音	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 売店	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 駐車場で	 	 

子供会出来ました。小泉	 

３０年ぶりくらいにホタルを見て感動しました。ここまで来て良かったです。子供にも見せるこ

とができて良かったです。高崎新田	 

久しぶりのほたるまつり、楽しく見させて頂きました。大和	 

始めてみさせて頂きましたがこれほどきれいなものとは思わずビックリしました。子供達もよろ

こんでいました。また来てみたいです。埼玉鴻巣市	 

こんなに沢山飛んでいるとは思いませんでした。期待以上。幻想的で、素敵。神奈川藤沢市	 

高いところまで飛んでいるのを初めて知りました。すごく多くてキレイだった。石橋	 

２年ぶりに伺いました。沢山のホタルに感動しました。西城町	 

初めて来ました。また来年も来たいと思います。関係者の皆さんご苦労様です。下門前	 

来年も来たいです。浦川原区	 

初めて来てみました。とても沢山のホタルが見られて感動しました。管理して頂きありがとうご

ざいます。上真砂	 

初めて美しい蛍の光を見せて頂きました。感動しました。ありがとうございます。柏崎市	 

今年２回目です。とってもキレイでした。また来年来ます。上源入	 

初めてこんなに沢山のホタルを見ました。すごくキレイで、連れてきてもらえて本当に良かった

です。群馬太田市	 

こんなに沢山のホタルを初めて見ました。感動して来年も必ず来ようと思いました。。ありがとう

ございました。昭和町	 

子供達に初めてホタルを見せてやることが出来ました。子供はすごく興奮していました。今日は

少し時間が遅かったのが残念です。来年はちょうど良い時間に来てみたいと思います。北城町	 

きれいだったです。北城町	 

初めてホタルを目の前で見ました。ゲンジホタル、ヘイケホタルの光方の違い、なんと幻想的で

しょう。素晴らしかったです。ひとときの夢をありがとうございました。東雲町	 

子供会の旅行できました。とても感動しました。小泉	 
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とっても感動しました。もっともっと多く増えて欲しいです。小泉	 

ずっとほたるが住める土地であって欲しいです。南本町	 

今回で３回目です。熊谷ではあまり見れませんが今回はとっても楽しませて頂きました。ありが

とうございました。埼玉熊谷市	 

とても沢山にてビックリしました。キレイでした。来年も来たいです。中通町	 

とてもキレイでした。また来年来ます。大島区	 

すごくキレイでした。東雲町	 

とてもキレイでした。大抜く	 

感動。三和区	 

すごくキレイでした。浦川原区	 

スタッフコメント 
今年も沢山のコメントありがとうございました。	 

皆さんのコメントに励まされ無事「仁上ほたるまつり」を	 

終わることが出来ました。	 

お客さんの出足早く８時前に駐車場満タンでパニック状態	 

になる。案内係からはピークを過ぎたとの連絡有るも帰りの	 

お客さんはほぼ満足状態で安心する。	 

会場内は団子状態で止まってみることが出来ないほどで何回	 

も回って見たとお客さんの声もありました。	 

月もなく天の川も見える最高のホタル日和だったがホタルに	 

感動、星まで見る余裕がなかったかな？案内のスタッフもお	 

客さんが多くてホタルの案内で手一杯の状態で無理もないか。	 

大きな事故もなく良かったと最後のホタル談義は久しぶりの	 

星とホタルの競演の中で盛り上がり２日連続の午前様になり	 	 	 	 最後のほたる談義	 

ました。付き合って頂いたお客さんもご苦労さんでした。	 

一番ホタルの飛ぶ時間を連日駐車場係で頑張ってくれた本山さん「明日からは俺がホタルを見る

日になる」との弁、	 

それぞれの持ち場で頑張ってくれたスタッフに感謝。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 伊作さんで打ち上げ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 最後はほたる見台で２次会 
 
 


