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えっ光らないホタル？
小さな命に感動 ─ ホタルの上陸 ─

ホーホーホタル来い♪

「ふくいホタル物語」
ホーホーホタル来い♪

「ふくいホタル物語」
ホーホーホタル来い♪

「ふくいホタル物語」
ホーホーホタル来い♪

「ふくいホタル物語」

カッパ調査隊より

みんな、ホタルは知ってるよね？ 福井にもホタルのいる場所は、たくさんあるんだよ。

でも、どんな所で生まれて、どんな生活をしているのか、何を食べるのか知ってる？

きれいに光るだけじゃない！ いろんなホタルの秘密を探ってみよう！！

　　　写真　ホタルの乱舞　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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神秘の光に誘われて… ホタル特集神秘の光に誘われて… ホタル特集神秘の光に誘われて… ホタル特集

※ 協力：河和田自然に親しむ会 谷口氏/ 資料提供：かわだの自然と文化の会 大門氏

8月10日（日）
　場所 ： みやま木ごころ文化の郷「野外イベント広場」

みやま木ごころまつり

7月5日（土）～8月3日（日）
　場所 ： 花はす公園（南条町中小屋）

はすまつり

6月8日（日）～6月15日（日）
　場所 ： あわら北潟湖畔花菖蒲園（芦原町北潟）

あわら北潟湖畔花菖蒲まつり
8月13日（水）～8月15日（金）
　場所 ： 日野川河川緑地公園

たけふ夏まつり・花火大会

8月2日（土）
　場所 ： 文化の森広場

はるえまつり

8月2日（土）
　場所 ： レインボーパーク南条（南条町牧谷）

南条リバーフェスティバル・花火大会

6月9日（月）～6月11日（水）
　場所 ： 須波阿須疑神社（池田町稲荷）

池田大祭
8月13日（水）～8月16日（土）
　場所 ： 真名川憩いの島

第36回おおの城まつり・花火大会

8月13日（水）～8月16日（土）
　場所 ： 各会場

勝ち山夏物語

8月18日（土）
　場所 ： 坂井町勤労者グラウンド

2003坂井町ふるさと祭り

8月2日（土）
　場所 ： 河野村甲楽城海水浴場

こうの花火大会

8月7日（木）～8月9日（土）
　場所 ： 芦原温泉街

2003あわら温泉わくわく夏まつり

8月9日（土）
　場所 ： 駅広場（今庄町今庄）

今庄ふるさと夏祭り

8月11日（月）
　場所 ： 三国サンセットビーチ

三国花火大会

8月22日（金）～8月24日（日）
　場所 ： 北潟湖カヌーポロ競技場

第14回あわらカップカヌーポロ大会

8月23日（土）
　場所 ：オタイコ・ヒルズ（織田町下河原）

O・TA・I・KO響（ひびけ）2003

8月24日（日）
　場所 ： 九頭竜川河川敷広場

えいへいじ納涼まつり・大燈籠ながし

8月10日（日）予定
　場所 ： 中島河川公園

上志比夏まつり

8月上旬
　場所 ： 朝日町役場前広場とその周辺

第28回あさひまつり

7月19日（土）
　場所 ： 越廼海水浴場（越廼村蒲生）

トレジャーワールドインこしの

7月19日（土）～7月20日（日）
　場所 ： アクティブハウス越前グランド沖（越前町厨）

越前夏まつり2003　花火大会

7月26日（土）～7月27日（日）
　場所 ： 九頭龍川河川敷（森田小学校横）

森田まつり　九頭龍鮎の里フェア

8月2日（土）～8月4日（月）
　4日（月）花火大会（足羽川木田橋上流河川敷）

第50回福井フェニックスまつり

8月2日（土）～8月3日（日）予定
　場所 ： 霞ヶ城公園ふれあい広場（丸岡町霞町）

第15回古城グリーンロードレース

6月15日（日）
　場所 ： ラポーゼ農園駐車場

夏鳥観察会

6月15日（日）
　場所 ： 　谷寺（三国町　谷）

観音祭　火祭り

6月21日（土）～6月22日（日）
　場所 ： 上志比ショッピングプラザメイト駐車場

上志比にんにく収穫祭

6月22日（日）～7月7日（月）
　場所 ： 朝日町立福井総合植物園プラントピア

プラントピア「七夕祭」

● ゲンジボタルの生活史

羽化
（6月）

幼虫上陸
（4月）

（5月）

群飛・発光
交尾

産卵

化

カワニナを食べる幼虫カワニナを食べる老熟幼虫

老齢幼虫

コ
ケ

私たちが見ている飛び回る時期は大切な交
尾の季節。飛び回っているのはオスで、メス
は草むらにいることが多いようです。この飛
翔期間はおよそ３週間とは言われていますが、
平均では４，５日間とはかない命なのです。

化幼虫

水面上約1メ－トルで真下に水面のあるとこ
ろに、夜集団で産卵します。メスは1.8センチ
程の大きさで強く発光し、その卵も発光する
ためまぶしい程とか。1匹で500～1000個も
の卵を産むそうです。

4月19日、朝からの雨に恵まれ､夜本格的なホタルの上陸が始まりました。真っ暗な川の中に無数に
点在する光…光…。まるで、地上の天の川でした。
ホタルの幼虫は数メートル動くのにも数十分程かかり、上陸も体力勝負になります。あまり可愛い
とはいえない幼虫の姿ですが、小さな命の行進は、けなげで感動的でした。
一生懸命頑張ったのに、中には上陸に失敗するのもいるようです。今回上陸できなかった幼虫は、ふ
たたび川の中で来年を待つことになります。大変ですね。
今年から、「かわだの自然と文化の会」の方がホタルの上陸の手助けになるようにと、上陸用の歩道
橋を作りました。側溝にホタルが流れるのを防ぐためのものです。ホタルを見守る人達の気遣いが
うれしいですね。

松岡町吉野地区では、地元のホタルを守ろうと、保護したり増やしたりといっ
た活動を何年も前から行っていました。そこで町によって制定された「ほたる
の里づくり条例」。全国でもまだ珍しい条例です。昨年、制定された時にはホタ
ルの時期が終わっていたこともあって、今季が制定後はじめてのシーズン。町
に守られたホタル、今年はどんな乱舞を見せてくれるでしょうか？

各地域でホタル観察会やホタルを観賞する催しが行われ
ています。家族で参加してみてはいかがですか？

産卵後、約ひと月でわずか2パ－セントだけ
が孵化。そのまま水中に落下します。

湿気の多い夜に上陸し、土中に入り土繭を作
ってこもります。この上陸の際の幼虫の大き
さは3～3.5センチで、移動は40～50センチ、
時間は10分が限度だそうです。

土繭の中で脱皮して蛹（さなぎ）になります。
このさなぎの状態でも弱く発光しています。
そしてまた羽化の時期を迎えるのです。

適度な流れのある川底の小石の下にもぐり
こんで、主にカワニナを餌として生活します。
一生のほとんどを水中で暮らすのです。この
間6回程度の脱皮を繰り返します。

河和田地区天神川にて

A. 日中は葉の裏などで休ん
でいて、夜になると光ります。
ゲンジボタルの場合、日没後1
時間後あたりから約30分光っ
て、1時間ほど休んでまた

30分ほど光ります。

A. その年の気候によっても
変わりますが、ゲンジボタル
は6月の始めごろから出始めま
す。6月半ばごろにピークを迎
えて、その頃にヘイケボタ

ルが出てきます。

A. 葉っぱなどについた
露など、水しか飲みま

せん。

● ホタルの上陸

ホタルブクロ

松岡町「ほたるの里づくり条例」

誰もが一度は口ずさんだことがある「ホタル」の歌の「甘い水」「苦い水」とはい
ったいどんな水？かわらばん編集員が独自に調べてみました。

〈一般論〉最も多い説が、「甘い水＝きれいな水、おいしい水」「苦い水＝汚れた水、
まずい水」。甘い言葉に弱い人とホタルも同じということでしょうか？

〈化学論〉「甘い水＝水素系の水」「苦い水＝酸素系の水」。水素系の水というの
は生命を活性化させる水で、口に含むと甘味を感じるそうです。

〈生物学論〉甘い水を与えると長生きをしたとか、卵をたくさん産んだとか…。
ホタルが生息する周辺には、葉の広い植物が多く、針葉樹林よりもいくらか糖
分分泌が多いらしい。
この歌は古くからのわらべ歌で、作詞者・作曲者とも不明のため、真意は分か
らないものの様々な見解があって、なかなか面白いと思いませんか？　

ホタルの歌「甘い水、苦い水」あれこれ

“かっぱからのお願い”

A. イモリや蜘蛛などですが
、これは自然の生態系。一番の
敵は自然分解しないゴミを出
したり、ホタルにとって良く
ない自然開発をしたりなど

人間の行動かもしれま
せん。

A. 冷光と呼ばれる色で、単
位で示すと560nm（ナノメー
ター）です。この光は竹を透か
すので、竹の中にホタルを入
れると竹が光っているよう

に見えます。

日本各地の山や野原に生える多年草で、砂礫の
土手や路端などにもよく見られます。日当りを
好み、見かけより強健な性質の持ち主。４～５cm
の白色または淡紫色の花を下方から順次咲かせ
ます。花期は６月から７月で、ゲンジボタルの出
現と同時期。ひょっとすると、花の中で、夜の活動
を待つホタルが昼寝をしているかもしれませんね。

■6月7日（土）　�江市河和田地区
　　　　　河和田自然に親しむ会　0778-65-0308
　　　　　河和田公民館（コミセン）0778-65-0001

■6月7日（土）　武生市
　　　　　　武生市浄化センター　0778-24-2910

■6月7日（土）・8日（日）・9日（月）　松岡町吉野地区
　　　　　　　　　　吉野公民館　0776-61-6900
車は吉野公民館前、JA吉野支所、吉野小学校の各駐車場へ。

■6月21日（土）予定　勝山市浄土寺川近辺
　　　　　　　　　　　　　　　ホタルを守る会

■6月14日（土）・15（日）　一乗谷ほたるまつり

こぼれ話 ホタルを見に行こう

ホタルにとって光は大切な会話の手段、ネオンやラ

イトや満月などの強い光は嫌いなんだって・・・。

だからホタルを見るために懐中電灯を持っていく時

には、自分の足下だけを照らすようにしようね。

それからもうひとつ、ホタルは捕まえても長くは生

きられないんだ。手に取って観察したら放してあげ

ようね。ホタル
QあんどA
ホタル
QあんどA

Q. 一日中光っているの？

Q.飛ぶ時期は？

Q.天敵はなに？

A. 昔からホタルは人の近く
が好きです。人が住む近くに流
れる川は水量が一定で、人が出
す自然分解するゴミは微生物の
餌となり、それがカワニナの

餌になっていくので、幼虫
が育ちやすいのです。

Q.どんなところに多いの？

A. 現在分かっているもので、約
40種類と言われています。中には

陸生のホタルで光らずに匂いでコミ
ュニケーションをとるものや、両性
のホタルも。福井に生息するホタル
には、ゲンジボタルやヘイケボタ

ルの他に、ヒメホタル、クロマ
ドボタルなどです。

Q.日本にはどの位の種類の
ホタルが生息するの？

A. 西日本に住むゲンジボ
タルの場合、オスは2秒に一
回、メスは4秒に一回光りま
す。また、ヘイケボタルは

チカチカと早い点滅で
光ります。

Q.光り方の
パターンってある？

Q.光はどんな色？

Q.成虫は何を
　　　食べているの？

1.羽化、交尾　（５月下旬～６月中旬） 3.孵化　（７月中旬～８月上旬）

5.土繭づくり　（４月中旬～５月上旬） 6.蛹化　（５月中旬～６月上旬）4.幼虫期間　（８月～翌年４月）

2.産卵　（６月中旬～７月上旬）

産卵

※日程・内容等が変更になる場合がありますので御確認の上お出かけ下さい。

上陸用の歩道橋

ホタルの懸命の上陸

通りに車を停めると通行やホタルの観賞の妨げになります。
注意して下さい。



いっぽ　にほ　散歩　こちらの学校では平成12年当時の六年生
が、総合学習の一環としてホタルについて学び、ホタルが住める環境作
りに取り組みました。その計画を次の年の六年生が、また次の年の六年
生が、というように引き継ぎ活動しています。
　実際に荒川を見学し、ホタルが住める環境にはコケややわらかい土、石、
木や草が必要なことを知りそれらをいかしたミニ荒川作りに成功。去年
の夏にはおよそ10匹のホタルが見ら
れたそうです。今年はもっと多くの
ホタルが見られることを期待してい
るそうで、人工的なホタルの飼育を
通して自然の大切さなどを学んでい
るようです。

いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩
…蛍を聴く展示会…

　ホタルの光は、短い期
間だけ見られる、特別な
もの。その神秘的な時間を、
伝統の息吹とともに過ご
しませんか？
　　江市河和田は、ホタ
ルが見られるポイントである以上に、漆器の産地として
有名な場所。その漆器をはじめとする、県内の伝統工芸
に携わる人達の手で、去年から始められたのが、「蛍を聴
く展示会」です。ホタルをきっかけに、河和田の自然と伝
統を、たくさんの人に知って欲しい！ という願いを込
めて、ホタル観賞だけでなく、漆器や畳、和紙、織物、メガ

ネといった作品の展示＆販
売を実施。また、漆器につい
てのレクチャーも催されます。
お茶とお菓子のもてなしの
中で、地元の人たちの、暖か
い気持ちが伝わってくるの
では？

日　　時：6月13日（金）・14日（土）
　　　　　18：00～ホタル消灯まで。参加は無料。
場　　所：　江市西袋町37－6－1　越前漆器伝統産業会館
　　　　　（　江インターから東へ約15分）
問合せ先：越前伝統開発研究会　OPEN DOOR
　　　　　担当・宮下　090-4326-2797

松岡町吉野小学校がんばれ！エコ活動
vol.3
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思い出のモノローグ 流域の皆さんの川への様々な想いを
まとめてみました。

　私は、数年前まで蛍を見に行く、なんて事をした事がありませんでした。その
事を友人に話したら「こんなに、山も川もたくさんある福井にいて、どうして？」
とひどく驚ろかれて、その年初めて蛍を見に連れて行ってもらいました。ただ、
ただ案内されるがままに竹田川の上流へ…。すると、そこには真っ暗な茂みの中
に、まるで季節はずれのクリスマスツリーが飾られているように、たくさんの蛍
が光を放っていました。その時の感激は､言うまでもありません。なんだか、見
た事がなかったそれまでの自分が、ひどく損をしていた様に感じました。それ以
来､毎年時期が来ると､県内のどこかに一度は足を運ぶようにしています。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三国町　30代　女性）

　子供の頃家族でホタルを見に行くと、必ず親から飛んでいるホタルはいいけど
止まっているのは手をだしちゃだめと言われました。へびだと危ないから、とい
うのと同時に、草陰で産卵を待つメスを大切に、という思いもあったんでしょう
ね。なくしたくない心の中の風景です。　　　　　　　　（　江市　3児のママ）

　今では、見に行かなければお目にかかれないホタルですが、かつては身近な存
在でした。近所の子ども達で「火の用心」と町内を回るのが毎夜の日課だった子
ども時代、ホタルの季節になると、たびたび乱舞に出会うことがありました。歩
きながら､近くに来たホタルをひょいと捕まえて、手の中で光るのを見せあった
りしたものです。誰に教わったわけでもなく、捕まえたホタルはみんなその場で
逃がしていたのも、古き良き時代だったからなのかなぁと思うと少し切ないです
ね。　　　　　　　　　　　　　　　　　（美山町　ペンネーム　おぶじいじ）

　蛍が乱舞し、庭木が「蛍のイルミネーション」でとても綺麗な一乗谷川流域に
暮らし始めてもう3回目の蛍の季節が巡ってきます。子どもの頃には虫かごと網
を持って出かけ､蛍の光を見つけては大はしゃぎしていたことを思い出します。
もうそんな体験はできないと思っていたのに、また、こんなステキな蛍との出会
いがあるなんて、夢のようです。子ども達にも同じ体験をさせてやることができ、
自然豊かなこの土地に暮らせて良かったなと思うと同時に、この自然を大切にし
なきゃ！と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　（福井市　春鈴さん）

２００３.６　P４九頭竜川水系情報誌

本誌は、古紙配合率100％再生紙を使用しています。

編 集 後 記

私は「水」を大事にしているだろうか。
NPO法人 ドラゴンリバー交流会理事 米村　輝子

　私が生まれ育ったのは、福井県大野市。一級河川「九頭竜川」の最上流に位置する人口4万人足ら
ずの小さな町です。支流の「真名川」を流れる水は大野盆地の田畑を潤し、土壌中で浄化され、おい
しい地下水となって、市民の生活を豊かにしてくれています。
　昭和30年代、私が小学生のころの九頭竜川は、時には恐ろしいほどの水量を誇り、堂々と流れ
ていました。市内の至る所に湧水があり、庭の池で冷やされたスイカの味は格別だったように思い
ます。昭和40年ごろ、市内のほとんどの湧水が姿を消し、冬に井戸枯れが起きるようになっても、
私たちはその原因を探りませんでした。水の出が悪くなると、さらに深い井戸を掘り、より多くの
地下水を汲みあげて浪費し続けました。昭和52年、大野市は「地下水保全条例」をつくり節水を促
しましたが、水位観測井の地下水位は毎年少しずつ下がり続けていきました。
　そして、気がつくと、九頭竜川から水が消えていたのです。上流にいくつものダムが作られ、水は
人間の意のままに導水管で下流に運ばれるようになっていました。水がなくなった川底からは大
量の砂利が採取され、川は醜く姿を変えさせられました。大人たちは川から遠ざかり、子ども達も
川遊びさえ知らずに大人になっていきました。
　今の子ども達は、命を育んでくれる「川の姿」、自然のやさしさや厳しさを教えてくれる「本物の
川」を知りません。川の水が命の水をつくることも知らないのです。
　最近、九頭竜川中流域のゆったりした流れを見るにつけ、上流域にある大野市の惨状を思います。
恐ろしいほどに豊かな水を取り戻すために、現状を伝えることが必要だと気付きました。みんなが
問題を共有しなければ「川を蘇らせる」ことはできません。
　「100年後に生まれるすべての命を考え、大事なことをみんなで決める」
　命の水を蘇らせ、美しい川を取り戻すために。私は、それが必要だと思うのです。

ホタルの世界では、一匹のメスに何匹ものオスが求愛し、メスはそ
の中から気に入った相手を選ぶんだそうで、とってもうらやましい！

　ホタルになってたくさんの男性からの求愛を受けたいと思ったカッパです。あつかましいか
な…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カ
ッパ／坂口　よし子）

一時期減ったといわれていたホタルが戻ってきているとか。夏のほんのひとときしか会わない
ホタルについて今回いろんなことを知りました。ホタルは環境のバロメ－タ－、改めて私たち
人間とホタルが共存していけるよう私たちが努力しなければと考えさせられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鍋屋　祥代）
特集がホタルと聞いて、背中がゾワゾワしていた虫嫌いの私。しかし、いろいろ調べていくに
つれて、次第に引き込まれていきました。はかない命を次につないでいくために、懸命に光る
その姿から教えられることはたくさんある気がします。今、ホタルと共存できる環境作りがあ
ちこちで行われていますが、人がホタルのためにしてあげるのではなく、ホタルが人にとって
住みよい環境を示してくれるのだということを忘れてはならないと思いました。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷川　みどり）

ホタルは、こんな虫だったんだぁ～って、感心する事がたくさんありました。私たち人間と、
川との関係がうまくいかなければ、ホタルも生活できない…短い命の中で、私たちに何かを知
らせようとしているのかも知れませんね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村外　恭子）

「ミニ荒川」の石を積んでいます

昨年の展示風景

ちょっといっぷく


