かわにしの初夏をホタルが舞う

息をのむ光景
豊かな自然の象徴、ホタル。６月を迎えると川西各所の小川で乱舞します

人里を好むといわれるゲンジボタル
その生育環境を保つことは難しく、壊すことはとても簡単です

ホタルスポットを訪れるその前に
奇跡の光景の理由を考えてみませんか

する小川はありますが、当時
とは比べものになりません

今年見られても来年いるとは限らない
ある瞬間、小川全体が呼吸
をするように光を帯びるんで

ナは藻などを必要としますか
ら、いわゆる〝清流〟にすむ
というわけではなく、農業用
水路や、穏やかな流れの河川

ルはすめなくなります。その
一方で、餌となる貝、カワニ

してみてください、灯が一つ
一つ消えていくようなもので

私たちは定期的にホタルの
数を調査していますが、次第
に姿を消し、全くいなくなっ
たポイントもあります。想像

が一度だけありました。あの
場所もすっかり変わってしま
いました。

ヘイケボタルが、まるでダ
イヤモンドダストのトンネル
のように輝く中を歩いた経験

にすみ付くものです。その特
徴に当てはまる環境なんで

す。今いるホタルが来年もい
るとは限らないんですよ。

かありました。
程よい人里ということもあ
るんでしょうね。過度に河川
の整備が進むと、ゲンジボタ

し、水田や池にすむヘイケボ
タルも、かつてほど姿を見せ
なくなりました。

リーダー 平田信活さん

す。あれは言葉を失う瞬間で
した。つい数年前まで、そう
いったホタルのすみかが幾つ

川西自然教室・自然ふれあい講座

しょう。
今でもゲンジボタルが乱舞

一庫大路次川や猪名川の上流・支流で
は毎年５月下旬〜７月にかけてゲンジ
ボタルの乱舞が見られます。生育する

2
2019.06
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Interview

小川付近には専用の駐車場はありませ
んので、公共交通機関を利用し、近隣
住民に配慮するなど、マナーを守って

観察してください

人の生活が作る
恵まれた生育環境
ゲンジボタルの分布する中部・北部地区

一般的な見学の仕方

□

持ち物と服装

長袖・長ズボンは必須

N

懐中電灯で安全確保

暗い足元を照らすのに必要です

173

多いといわれます

明るいうちに現地へ

ホタルのすみやすい環境を残しているた

め、整備していない場所が多くあります。
暗くなる前に歩く場所を確認しておくと安
心です

副所長 大西蘭子さん

ヒメボタル観賞会
6 月 29 日土曜日開催

申し込み締切は６月 22 日㈯
ホタルの見分け方や観察のマナーを学び、ヒメボタルを観
察します。敷地内で階段のある道を約 200㍍歩くため、履
きなれた靴と長袖・長ズボンを身に着け、懐中電灯を持参
してください
主催
日時
場所
費用
定員

申し込み

問い合わせ

5

2019.06

国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたる

６月 29 日㈯午後 10 時―午前０時
（荒天中止）
国崎クリーンセンター
500 円

40 人（先着順）

６月 22 日㈯までに電話でゆめほたるへ
（735）
7282

私たちが知っておくべきことを紹介します

ホタルの種類

兵庫県のホタル

県内で見られるホタルは 10 種類。その中でも、成虫になっ
てからも光るのは、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボ
タルの３種類のみです

ゲンジボタル

光り方

日本固有の川のホタル。黄緑色に発光します。点滅間隔は
長く、１～２秒。成虫は５月下旬～７月下旬に見られます

ヘイケボタル

光り方

田んぼなど止水のホタル。黄緑色に発光します。点滅間隔
はゲンジボタルより短く、５月～７月下旬に見られます

ヒメボタル

成虫が光らないホタル

ゲンジボタル

カタモンミナミボタル

ヘイケボタル

スジグロボタル

水生のホタル
成虫が
光るホタル

ゲンジボタル
ヘイケボタル

２種
１種

10 種

ヒメボタル

光り方

日本固有の森や草地のホタル。金色に発光します。点滅間
隔は短く、フラッシュのように輝きます

環境と地域へのマナー

観察

ホタルを見るその前に

国崎クリーンセンター
啓発施設ゆめほたる

多くの人に幻想的な景色を
見てもらいたい反面、できる
だけホタルに影響のないよう
にしなければなりません。

私有地に勝手に入ることは違法です

また、知らず知らずのうちに生態系を壊してしまうかもしれません

ホタルを見るのは夜。安全
確保のためライトは欠かせま
せんが、あたりが明るいと見
にくくなります。最低限の明
かりで足元を照らし、目が慣

ん。騒がず大声を出さず観賞します。また、

Interview

れたら消して観賞します。
「草むらの奥に行けばもっ

山林の中でも近隣に家があるかもしれませ

何も知らずに探しても

簡単に見つけられるものではありません

とたくさんいるんじゃない
か」と、探したくなる人もい
ます。草むらや河原を踏み荒
ら す と、 す み か を 壊 し て し

静かに見る

それぞれ異なる特徴と生育する場所

まったり、地面や河原にいる
ホタルの幼虫を踏んでしまっ

ルや付近の民家には向けません

県内ではゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルが見られます

た り す る こ と も あ り ま す。
そっとのぞかせてもらうよう
に楽しむことが大切です。
優雅な舞を見せてくれるホ

懐中電灯を使うのは移動する時だけ。ホタ

鮮やかに発光し夜空を舞うホタル

そっとすみかを
のぞかせてもらう

タルの成虫の命は１、２週間。
水分しか取らないため、寿命

明かりは最低限

貴重な景色を残すため
環境を変えない

が短いのです。生態系を守る
ためにも、捕まえても必ずそ
の場に返してあげてくださ
い。ホタルのすむ環境でしか

します。公共交通機関の利用が基本です

通常午後５時以降は入場できません

Manners to Protect Fireflies

美しい景色は見られないんで
すよ。

歩いて観察をするため、車は駐車場に駐車

ペースあり

至川西能勢口駅方面

見る前に学ぶ

ホタルへのマナーだけでな
く、地域へのマナーも必要で

車は駐車場に駐車

で 来 場 を。 敷 地 内
に 41 台分の駐車ス

604
173

トを行っています。マナーの

観察するとき

173 号 を 北 上。 車

話はもちろん、ホタルの生態
や特徴などの説明もあります
よ。初めてホタルを見る場合
は、こういったイベントに参
加してみるのもいいかもしれ
ませんね。
観賞場所へは、明るいうち
に行くのがおすすめなんです
よ。あらかじめ足元を確認で
きるのはもちろん、生い茂る
草やカエルの鳴き声、初夏の
夕方の匂い、少しずつ薄暗く
なっていく景色、そして暗闇
に舞うホタルの姿、その全て
を体感できます。子どもたち
にとって、その経験がおとな
になっても記憶に残るんだと
思います。

□

川西市街から国道

す。ホタルは人里に生息する
身近な生き物。すぐ近くには

風がなく蒸し暑い日に、活発になることが

477

民家や田畑があり、誰かの生
活があることを忘れないでく
ださい。

気温や湿度を確認

妙見口駅

初心者のための
イベントを開催

観察の前に

県立
一庫公園

ヒメボタルやゲンジボタル
が見られる国崎クリーンセン
ターでは、啓発施設ゆめほた
るが毎年ホタルの観賞イベン

□

国崎小路 13

605

草むらを歩くため、木の枝や鋭い葉などか
ら手足を守ります

Address

知明湖
キャンプ場

ホタルの観察は
おとなになっても残る記憶

ホタル観察の作法

国崎クリーンセンター
啓発施設ゆめほたる

出典 未来につなげる国崎の自然ヒメボタル飛翔林
（猪名川上流広域ごみ処理施設組合発行）

ムネクリイロボタル

オバボタル

オオオバボタル
クロマドボタル
オオマドボタル

陸生のホタル
上記 + ヒメボタル
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Knowledge to Protect Fireflies

貴重な景色を残すため
活動をする人たちがいる
北小付近にいるホタル

車の多い県道のすぐ脇でゲ
ンジボタルが生き残っている

にあるかを調査してきまし
た。生き延びたホタルが上流

からうまく移り住めば、可能
性はあります。キセラ川西で
もホタルが見られる日が必ず

来ると信じています。

身近にいるかも知れない

らしいことだと思います。
今回、川西北小学校付近で
見つかったように、気付かな

なんて、思ってもみませんで
した。そこは川西北小学校付
近の水路。わずか 頭程です

の中で生き延びてきたのは奇
跡ですね。

いところで身近にホタルが生
き延びている場所があるかも
しれません。昔のように、近
所で見られるようになれば良

10

開発された新しいまちに水
路が残されているのは、すば

水路の先にはキセラ川西地
区のせせらぎ遊歩道がありま
す。ホタル復活プロジェクト
のメンバーと一緒に水生生物

いと思います。

が、毎年６月になるとホタル
の姿が見られます。
市街地の中にあり、夜でも
明るい場所です。厳しい環境

を調べ、ホタルの住める環境

いつか見られると信じている

かつてのホタルの姿

この景色はもうありません

人と自然のバランスから生まれる奇跡

私たちの行動一つで変わることがあるはずです

動きを知る

ホタル復活プロジェクト
前田誠通さん
Interview
宝塚医療大学勤務。
「身近な自然とまち

を考える会」の常任理事であり、キセラ
川西せせらぎ公園で活動する市民グループ

「ホタル復活プロジェクト」のアドバイザー

ふるさと川西の
自然や生物と共生する
生物多様性ふるさと川西戦略
自然と文化を次代へ
引き継ぐための計画
ホタルのすめる環境を守るため、私たち一人一人にでき
ることがあります

身近なエコアップ
１

水路や川の清掃時に最低限の草木や砂利を残すことで、
ホタルの好む環境を守ることができます

遺伝子の多様性の保全

地域ごとに異なるホタルの遺伝子の多様性が壊されるた
め、市から離れた地域からホタルを持ち込まない
１_ 川西北小学校の東

門 付 近 を 流 れ る 水 路。

この他、市が定める「生物多様性ふるさと川西戦略」では、

２_ キセラ川西せせら

います。市ホームページまたは市役所３階の環境衛生課

キセラ川西まで続く

市内の生息地や特徴、日常にできる行動などを紹介して

ぎ遊歩道でホタル復活

で閲覧できます

プロジェクトのメン
バーが水生生物を調査

２

問い合わせ

環境衛生課

（740）
1202
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