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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。

ブログ発信中 http://oodakomuseum.shiga-saku.net/
毎月第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、ご家族でお越し下さい

＝体験教室のご案内＝

開催期間 １０月２８日（木）から
１１月２３日（火）まで
開館時間

午前９時から午後５時まで
（ただし、入館は午後４時３０分まで）

期間中の休館日 １１/４、１１/１０、１１/１７、１１/２２
入館料 一般：３００円 小・中学生：１５０円
大凧会館の収蔵している凧を北から順番に紹介する展示会
を毎年開催していますが、今年は関東の凧シリーズ第２弾で
東京都と神奈川県です。下記の凧を展示しますのでぜひお
越しください。

９月並の暖かい陽気から一転、急に寒気がやってきまし
たね。寒くなってくると、もうすぐ１年が終わるんだなぁ
と感じます。
さて、東近江大凧会館では、１１月５日（金）１０時
から１１月１１日（木）１６時まで、冬の体験教室の受付
をいたします。
まず１つ目は、毎年恒例の空を飛ぶサンタクロースの凧を作る親子凧
作り教室です。縦約９０センチ、横約６０センチのサンタクロースの形
をした和紙に、思い思いの好きな色を塗り、骨組みを取りつけ、糸をく
くりつけて完成します。サンタさんの服の色が赤色だけでなく、青色や
ピンク色など個性豊かなサンタクロースの凧が完成する、とても楽しい
凧作り教室です。世界に一つのオリジナルの凧を作ってみませんか。
２つ目は、新ガリ版ネットワークさんに講師をつとめていただき、な
つかしいガリ版印刷で寅の凧絵を描いた年賀状を作る体験教室です。ガ
リ版の正式名称は「謄写版（とうしゃばん）
」といい、東近江市蒲生岡本
町出身の堀井新治郎父子が開発した印刷器のことをいいます。ロウ原紙
とよばれる原紙をヤスリの上にのせ、
「鉄筆」という先端が鉄でできたペ
ンで文字や絵を描きます。この時の鉄筆がすれる音から「ガリ版」とよ
ばれるようになったそうです。普段体験する機会が少ないガリ版印刷で、
味のある年賀状を作ってみてはいかがでしょうか。
体験教室の詳細は下記をご覧ください。皆さまのご参加をお待ちして
おります！

寅の凧絵を描いた年賀状作り
～なつかしいガリ版印刷で年賀状を作ってみよう～
開催日時

１２月５日（日）
１３：３０～１５：３０
講師 新ガリ版ネットワーク
定員 １５名
参加費 ５００円
対象年齢 小学生以上
小学生は保護者同伴
（保護者は家庭で一名までとさせていただきます。）

親子凧作り教室～空を飛ぶサンタクロースの凧を作ろう
開催日時 １２月１９日（日）
１回目 ９：００～１２：００
２回目 １３：００～１６：００
定員 各回 １０人
参加費 凧 1 枚 ７００円
対象年齢 小学生 保護者同伴
（保護者は家庭で一名までとさ
せていただきます。）
江戸凧（東京）

八丈島為朝凧（東京）

火伏せの凧（東京）
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電話もしくは東近江大凧会館ホームページにある各教室のフォーム
から申込んでください。

六郷とんび（東京）

せみ凧（東京）

コマ凧（東京）

寅の凧絵を描いた
ガリ版年賀状作り
～なつかしいガリ版印刷で
年賀状を作ってみよう ～
電話番号

親子凧作り教室
～空を飛ぶサンタクロースの
凧を作ろう～

０７４８－２３－００８１

申込み受付期間について

秦野だるま凧（神奈川）

将棋凧（神奈川）

あぶ凧（神奈川

受付期間 １１月５日（金）10 時から１１月１１日（木）16 時まで
定員以上の申込みがあった場合は、抽選を行い１２日以降に連絡しま
す。申込期間中に定員に満たない時は随時募集します。

東近江市の 66 の体験プログラム
＝「ちいさなたびいち 2021」＝
～親子凧作り教室「寅の干支凧つくり」～
参加者募集中！
皆さんこんにちは。急に寒くなってきて体調など崩された
りしていませんか。街中にも人が少しづつ増えてきました
ね。これからお出かけするには良いシーズンになってきます
が、まだ遠く
へ出るのは不
安というかたは、
「ちいさな
たびいち」に参加してみま
せんか。
「ちいさなたびいち」と
は、東近江市の暮らしに息
づく小さな「幸せ」を集め
た期間限定の【旅の市場】
です。１０月３１日から１
２月２５日の５６日間にわ
たり、東近江市のあちこち
で 66 種類の様々な体験プ
ログラムが実施されます。東近江大凧会館も親子凧作り体験教室で参加
します。ただ今絶賛募集中です。是非ご参加ください。
～東近江大凧会館

「ちいさなたびいち 2021」参加プログラム～

揚げてよし、飾ってよし！
来年の干支「寅」の親子凧作り体験

日時：１２月２５日（土）
1 回目 9：３0～12：00
2 回目 13：３0～16：00
定員：各回 10 人
参加費：凧 1 枚につき 700 円
対象年齢：小学生 保護者同伴
（保護者はお子様お一人につき 1 名までとさせていただきます。
）
申込受付開始日
ちいたび HP で申込み専用フォームからお申し込みください。
https//chiisanatabiichi.jp

聖徳太子ゆかりの 11 社寺
＝特別な御朱印紙の授与を開始＝
東近江市、近江八幡市、竜王町、
日野町の東近江地域では、聖徳太
子にゆかりのある 11 社寺で近
江聖徳太子霊跡御朱印紙の授与
が始まっています。実施期間は令
和 3 年 10 月 1 日（金）から令
和 5 年 12 月までです。
聖徳太子ゆかりの 11 社寺
東近江市
石馬寺 市神神社 瓦屋禅寺 太郎坊宮 百済寺東
近江八幡市
観音正寺、願成就寺、長光寺、長命寺
日野町
竜王町
正明寺
竜王観音禅寺
詳しくは↓↓↓
https://shiga-eastomi.amebaownd.com/posts/21271981

＝ビワアートコレクション＝
（BIWART COLLECTION）
２０２１
紅葉の季節となってきました。秋は「芸術の秋」と
もいまれます。東近江大凧会館も芸術に関するイベン
トであるビワアートコレクション（BIWART
COLLECTION）に参加させていただきました。
10 月 2 日（土）から 10
月 10 日（日）まで、イオン
モール草津 2 階のイオンホ
ールにて「BIWART ミュー
ジアム」が行われ、20 畳大
凧、２畳大凧、十二支のミニ
チュア、写真パネルなどを展
示しました。「大凧をテレビ
で見て滋賀に住んでいるか
ら一度は見たいと思ってい
たけど東近江市までは遠い
からいけなかったから、今回
見ることができて良かった」
といってもらえました。
愛知川びんてまりの館や
草津宿街道交流館も参加し
ておられ、
「びんてまり」は
「瓶の中にどのように毬を
つめてるのかなぁ」とか「き
れいでほしいなぁ。」といっ
ているお客様もおられまし
た。草津宿街道交流館の浮世絵は
絵葉書あったら買いたいくらい
素敵でした。滋賀県の伝統的な文
化にふれることができる場所で
とても貴重な体験ができて良か
ったです。
また、10 月 2 日（土）と 3
日（日）は、イオンモール草津の
セントラルコートで『アート凧、
つくろう！』は星の形で絵を描い
て凧を作るワークショップと、
『ウォーキングカイト、つくろ
う！』という歩行凧作りを開催し
ました。
最近は凧揚げをするお子さん
が減っているといわれる中、たく
さんのお子さんに参加していた
だきました。昨日からどんな絵を
描こうか楽しみにしてくれた子や、好きなアニメのキャラクターを
描いてくれたり、凧に蛸を描いてくれたり、その他とても発想が豊
かな素敵な作品の凧がたくさんできあがりました。大人の方にも凧
作りは懐かしく、時間もあるからと参加していただきました。あり
がとうございました。

＝２０２１年１１月の予定＝
１日（月）
２日（火）

葉山小学校１年生 見学と凧作り
武佐小学校 1 年生 凧作り指導
治田小学校２年生 見学と凧作り
３日（水） 二五八ウィーク 大凧揚げ
５日（金） 立入が丘小学校１年生 見学
６日（土） ２０２２年祝新成人２０畳敷大凧「のりつけ式」
２１日（日） 家族ふれあいサンデー
「毎月第３日曜日は東近江市民で、高校生以下の子どもを含む
親子または家族で、 「ふれあいカード」を提示いただくと東近
江大凧会館が無料となります。
詳しくは、東近江市のホームページをご覧ください。↓↓↓↓
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000012931.html
１１月の休館日
１１/４・１１/１０・１１/１７・１１/２２・１１/２４

