
 

 

 

 

大凧会館ＨＰ http://oodako.net/ 

ブログ発信中 http://oodakomuseum.shiga-saku.net/ 

編集・発行 世界凧博物館東近江大凧会館 令和２年９月２１日発行 

 〒527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町 3-5 

TEL：0748-23-0081 FAX：0748-23-1860 

ＩＰ：０５０－５８０１－１１４０ 

開館時間：９時～１７時 休館日：水曜日、第４火曜日、祝日の翌日 

平成１８年度から指定管理者制度により（公財）東近江市地域振興事業団が管理しています。 

毎週第３日曜日は「家族ふれあいサンデー」 東近江市民の方は、「ふれあいカード」をお持ちの上、家族でお越し下さい 

２０２０年特別企画 

＝関東の凧シリーズⅠ＝ 

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 

 
開催期間 １０月２９日（木）～１１月２３日（月） 

期間中の休館日 水曜日 

入館料 一般：３００円 小・中学生：１５０円 
 大凧会館に収蔵している日本の凧を地域に分けて毎年紹介しています

が、今年度は関東の凧シリーズⅠとして茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・

千葉県の凧を紹介します。現在、レイアウトや展示する凧を選んでいます

が、約 30 点の展示になる予定です。形もユニークな凧もありますのでご

期待ください。 

＝東近江ちいさなたびいち２０２０＝ 
『東近江市の暮らしに息づくちいさ

な「幸せ」を集めた５１の体験プログ

ラム』に参加できる『東近江ちいさなたびいち

２０２０』が１１月１日（日）から１２月２５

日（金）まで、東近江市の各所で開催されます。

今回、大凧会館は、『親子凧作り教室～空を飛ぶ

サンタクロースの凧を作ろう～』で参加させて

いただきます。毎年とても人気のある凧作り教

室で、親子１組で、縦９０㎝・横６０㎝のサン

タクロースの凧を作っていただきます。サンタ

クロースの形に切り抜かれた和紙に、思い思い

の好きな色を塗り、親子で協力して竹の骨組み、糸くくり、揚げ糸を

取り付けて完成となります。世界に一つしかない、オリジナルの凧を

作り、親子で楽しいひと時をすごしませんか？ 『ちいさなたびいち

２０２０』は、１０月１日（木）の正午から申込受付開始予定です。

大凧会館も、みなさんのご参加を心よりお待ちしております♪ 

東近江ちいさなたびいち 2020 https://chiisanatabiichi.jp/ 

動画 https://youtu.be/OQD4tmIz9rM  
 

大空高くみんなの願いを！２０２０ 

～新型コロナウイルス終息を願う～ 

＝全国一斉凧揚げイベント＝ 

 
 安全安心と健康を守

る場でもある全国の公

園や公共オープンスペ

ースが連帯し、世界中

で拡がる新型コロナウイルス感

染症の終息を願って同日・同時刻

に一斉に凧揚げを行い、日本中の

大空をみんなの願いでつなぐイ

ベント、全国一斉の凧揚げイベン

トが行われます。 

上のポスターは奈良県の平城

宮跡歴史公園で行われる凧揚げ

のものです。午前中は願凧作り教

室が行われます。 

北海道から沖縄まで、全国 19

カ所で開催予定、近畿では、大阪、

兵庫でも行われます。 

一斉凧揚げ開催日時  

１０月１７日（土） １４：００から 
平城宮跡歴史公園の凧揚げについては下記のｱﾄﾞﾚｽをご覧ください。 

https://www.heijo-park.go.jp/event/minasora2020/ 

ホームページで開催の詳細が掲載されている公園もありますので、

「全国一斉凧揚げイベント」で検索してください。 
 

 

https://chiisanatabiichi.jp/
https://youtu.be/OQD4tmIz9rM


＝妖怪アマビエ「60 連凧」・ヨゲンノトリ八咫烏「53 連凧」＝ 
大凧会館で、新型

コロナ疫病退散の願

いを込めて展示した

妖怪アマビエの 10

連凧とヨゲンノトリ

八咫烏の 3 連凧をお

借りした方に返却し

ましたが、連凧に連

結され、YouTube

で飛揚の様子が公開

されています。 

 

下記のアドレスです。ご覧ください。 

https://youtu.be/eN5bqZylOQo 

＝コロナ収束願いアマビエの連凧＝ 
 徳島県阿波市の矢部さんご

夫妻が、疫病退散に御利益があ

る「アマビエ」の連凧を揚げら

れ、写真が送られてきましたの

で紹介します。 

 徳島らしく、阿波踊りの傘に

「阿波」の文字が書かれていま

す。連ねられたアマビエの凧の

両端には、大凧会館でも展示し

ている阿波踊りの踊り手を形

取った凧が取付けられています。連凧をアーチ状にして揚げられました。 

＝【ﾜﾝｺｲﾝで 1 日乗り放題！】近江鉄道全線乗車キャンペーン＝ 
 ９月４日（金）から１１月３日（火・祝）までの毎週金・

土・日曜日・祝日限定で、近江鉄道全線１日乗り放題の「ワ

ンコインスマイルきっぷ」を販売(数量限定)されているのはご

存知ですか？これからの行楽シーズン、ぜひこの機会にガチ

ャコンでぶらりとお出かけプランを立ててみてはいかがでしょうか♪近

江鉄道沿線の観光スポットを巡ってみたり、電車からの風景をゆっくり

眺めたり、きっと充

実した時間を過ごせ

ると思います。東近

江市にお越しの際

は、八日市駅で下車

いただき、ぜひ、東

近江大凧会館へお立

ち寄りください。日

本一の大きさを誇る

百畳敷大凧がみなさ

んをお出迎えしま

す。キャンペーンの

詳細については、東

近江市または近江鉄道のホームページをご覧ください。 

さあ！ワンコインで電車の旅を満喫しましょう！ 

実施期間 

令和 2 年 11 月 3 日（火・祝）までの毎週金・土・日曜日、祝日限定 

※数量限定につきなくなり次第終了します。 

販売価格 大人 ５００円  小児 １００円 （小学生） 

販売場所 近江鉄道有人駅窓口および電車内で販売 

＝「出張！お城 EXPO in 滋賀・びわ湖」の 

チケット提示で、入館料を割引きます。＝ 
毎年、横浜で行なわれているイベント「お城 EXPO」が、

滋賀県に出張し、「出張！お城 EXPO in 滋賀・びわ湖」とし

て９月２０日（日）・９月２１日（月）の２日間行われました。

滋賀県には１３００余りの城がありました。市内にも多くの

城跡がありそれぞれのお城に歴史があります。近隣にも世界遺産登録を

目指す彦根城や、佐和山城跡、安土城跡などがあります。今、放映中の

大河ドラマ「麒麟がくる」も滋賀県や岐阜県などを中心にその時代を描

いています。コロナ禍の今日、近くのお城めぐりに出かけるのもいかが

ですか。大凧会館では、チケットの半券で大凧会館の入館料を 50 円割

引します。現在、東近江大凧会館では、「麒麟がくる」に登場の戦国の武

将、明智光秀や織田信長などの人物凧を展示していますので、お近くに

お越しの際には、ぜひお立ち寄りください。 

大人３００円→２５０円 小中学生１５０円→１００円。 

１０月２５日（日）までです。 
 

＝東近江江州音頭会館ｵｰﾌﾟﾝ＝ 
江州音頭発祥の地のひとつである八日市

に「東近江江州音頭会館」が開館しました。

江州音頭館内には、やぐらがあり、江州音頭

の資料や映像などを見ることができます。 

 

開館日時 土・日・祝日 午前１０時から午後４時まで 

入場無料 

場所 東近江市八日市金屋 2 丁目 6－25 （八日市図書館前） 

東近江大凧会館から東近江江州音頭会館まで歩いて約８分です。 

＝中島陽子の書の世界＝ 
 西堀榮三郎記念探検の殿堂で、市

内外の作家６８人の洋画、日本画、

写真、書、陶などの作品が並ぶ「追

求の先に…美を拓くものたち展

Part8」が開催中です。また、「中

島陽子の書の世界」が同時開催中で

す。中島陽子さんは、新成人を祝っ

て揚げる大凧の 2000 年「ドリー

ムカムトゥルー」、2005 年「とも

に手を取りあって」、2007 年「造ろういい国」、そして 2008～

2010 年の100 畳敷大凧「共生」の文字を書いていただきました。 

展示会期 ９月12 日(土)～12 月20 日(日) 

※最終日は午後３時まで 

会期中の休館日 月・火曜日、９月23 日(水)、11 月４日(水) 

開館時間 午前10 時～午後６時(入館は午後５時30 分まで) 

場所 西堀榮三郎記念探検の殿堂 ２階展示室 

入館料 大人300 円 小中学生150 円 

    ※東近江市民・障害者及びその引率者は無料です。 

https://e-omi-muse.com/tanken-n/index.html 

＝滋賀近美ｱｰﾄｽﾎﾟｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Vol.3 ｴﾝﾄﾞﾚｽ・ﾐﾄｽ＝ 
滋賀県立近代美術館の期間を利用し、滋賀

県にゆかりある若手作家を中心に紹介する

「アートスポットプロジェクト」を開催され

ており、滋賀近美アートスポットプロジェク

トVol.3 エンドレス・ミトスが東近江市で開

催されます。 

今回は、滋賀にゆかりある小宮太郎さん、

武田梨沙さん、そして大凧をデザインしたこ

とのある藤野裕美子さんの新作を中心とし

た展覧会です。 

 会期 令和２年９月１９日（土）～１０月１８日（日） 

 会場滋賀県東近江市垣見町776 

開館時間10:00—17:00 

休館日 会期中無休 観覧料 無料 

詳しくは https://www.shiga-kinbi.jp/?p=23730 

＝２０２０年１０月の予定＝ 
 １日（木）希望が丘小学校１年生 見学 

 ６日（火）武佐こども園 見学と凧作り体験（雨天時） 

 ６日（火）武佐小学校１年生 凧作り体験 

８日（木）蒲生北小学校３年生 見学と凧作り体験 

８日（木）竜王小学校 見学と凧作り体験 

９日（金）水戸小学校１年生 見学 

１３日（火）野洲第３保育園 見学と凧作り体験（雨天時） 

１５日（木）桐原小学校 2 年生 見学と凧作り体験 

１６日（金）下田小学校１年生 見学 

１７日（土）全国一斉凧揚げイベント 

１８日（日）家族ふれあいサンデー 

１９日（月）三雲小学校１年生 見学 

２０日（火）甲南第１小学校１年生 見学 

２２日（木）葉山小学校 1 年生 見学と凧作り体験 

２２日（木）湖東第３小学校３年生 見学と凧作り体験 

２３日（金）布引小学校６年生 見学 

２３日（金）大原小学校２年生 見学 

２９日（木）2020 年特別企画関東の凧シリーズⅠ 

      茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉１１月２３日（月）まで 

２９日（木）大野小学校３年生 見学と凧作り体験 

３０日（金）立入が丘小学校１年生 見学と凧作り体験（雨天時） 

３０日（金）大凧会館運営委員会 

１０月の休館日 １０/７・１０/１４・１０/２１・１０/２７・１０/2８ 
 

 

https://e-omi-muse.com/tanken-n/index.html

