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ホ タル観 察会
７ 月９日 に「ホ タルが 描く光 のペー ジェン ト」を テーマ に自然 観察 会を 行いま した。 盛
岡市 の日の 入りが 1 9:0 6 な ので、 集合を １９時 としま した。 何人ぐ らい集 まるの かちょ っ
と心 配でし たが、「雫 石ジャ ーナル 」での 案内記 事やじ ゃらん net での 「岩手 /蛍 鑑賞・ ホ
タル 狩りス ポット 情報 2 011」 での紹 介もあ り、集 合時間 には２ ９名も 集まっ ていま した。
最初 にホタ ルに関 する豆 知識と して、 ホ タルの 語源は ？
の違 い

幼虫 は何を 食べる の？

な ぜ光る の？

ゲン ジボ タル とヘイ ケボタ ル

などの 簡単な 説明 を行 い、明 るいう ち

に植 物園に 向かい ました 。案内 をする 私も、 まだ明 るいう ちから ホタ ルの 出現を 待つと い
う経 験はあ りませ んでし たので 、どの ように ホタル が光り 出すの か興 味津 々でし た。
湿 度が高 く、風 もほと んどな く、ホ タル鑑 賞には 絶好の 条件で す。た だ 一つ、 月が出 て
いる のが難 点でし たが… 。多少 気温が 下がっ てきた のでし ょうか 、ヒ グラ シの声 が聞こ え
ます 。そし て、ミ ズバシ ョウの 大きな 葉や花 の終わ ったカ キツバ タの 陰か らカエ ルの鳴 き
声が 次第に 大きく なって きまし た。待 ってい るせい でしょ うか、 ホタ ルは なかな か出て き
ませ ん。し ばらく して参 加者の 一人が 橋のた もとで 光って いるよ うだ と声 をあげ ました 。
19: 23、 本日最 初 のホタ ルの 輝 きです 。 参加 者の 中 には写 真 に収 めたい と今か 今か と出 現
を待 ってい ますが 、まだ 多くは ありま せん。 月の明 かりが 邪魔を して いる のかも しれま せ
ん。 しばら く目を 凝らし ている と、か すかな ホタル の光り でしょ うか 、点 滅して いるよ う
です 。沢沿 いに茂 ってい る木々 の中や 、カキ ツバタ 園の周 りの草 むら で、 点々と 光り始 め
まし た。や がて 、あ ちこ ち でホタ ル がい たとの 歓声が あが り ます。 19 : 42 、ホタ ルが飛 び
始め ました 。ゲン ジボタ ルは沢 側で長 い光の 軌跡を 描きな がら、 また 、ヘ イケボ タルは 反
対側 の草む らでち ょっと せっか ちに点 滅して います 。2 種 類のホ タルが 同時に 見られ ます。
気が 付けば 、数十 という ホタル が愛の シグナ ルを交 わして います 。ホ タル を手に 取り、 ホ
タル の点滅 を肌で 感じ取 ってい る人も います 。水田 でもヘ イケボ タル が飛 んでい るのを 見
たが 、
こ んなに 多くの ホタル を見る ことが 出来て 本当に よかっ たとい う 声が聞 かれま した。
20 時前 後がホ タル出 現のピ ークで す。こ の時分 に は総 勢 70 名あま りの人 が、ホ タルを 見
に集 まって きてい ました 。時折 橋を通 過する 車のヘ ッドラ イトが 気に はな ります が、人 工
光が ほとん どな く、 おあ つ らえ向 き のホ タル観 賞スポ ット だ と思い ま す。 20 :30 、今回 の
観察 会は無 事終了 となり ました 。なお 、７月 下旬ま ではヘ イケボ タル が見 られま す。足 元
に気 をつけ てお越 しくだ さい。 また、 ここに はクロ マドボ タルと いう 幼虫 が光る 種類（ こ
れは 陸生ホ タルで す。）もお ります 。
今 回は初 めての 夜の観 察会で したが 、多く の方の 参加が ありま した。 来 年は複 数日開 催
を予 定した いと思 います 。その 時期に なりま したら ご案内 いたし ます ので 、家族 や友人 を
お誘 いの上 、お越 しくだ さい。 残念な がら今 回の観 察会の 様子は 画像 に収 めるこ とが出 来
ませ んでし た。心 残り… ……！ 来年に 期待し てくだ さい。

