
 

 

 

 

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４年６月 27日発行 
 〒527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町３番５号 

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 

＝聖徳太子が浮かび上がる竹灯籠２６作品を展示＝   

 
開催期間 ７月１０日（日）まで 開館時間 9:00～17:00（最終入館は 16:30 まで） 

期間中の休館日 水曜日、第４火曜日 入館料 一般 300 円 小中学生 150 円 

 令和 4 年に聖徳太子薨去

（こうきょ）1400 年を迎え

るのにあたり、東近江大凧

会館では 6 月 9 日から聖徳

太子が浮かび上がる灯籠 26 点（工房

SHIN のみなさんが制作）を展示いた

しました。 

手彫りによる竹の透かし彫りで、中

の灯をともすと、幻想的な光があらわ

れます。細かい細工、もれる光、「和」

を感じさせられます。部屋などに設置

すると、部屋全体が落ち着いた雰囲気

となりそうです。是非一度ご覧くださ

い。感動ものです！その他、凧の愛好

家や職人が描いた聖徳太子の絵柄凧

（10 点）、聖徳太子ゆかりの 11 社

寺の御朱印が描かれた 11 連凧、近江

の聖徳太子魅力発信事業のロゴマーク「近江たいしくん」が描かれた 2

畳サイズの大凧、近江聖徳太子絵伝のパネルなども展示しております。 

期間中、小学校以下の子どもを対象に聖徳太子ユニークな絵柄のミニ

凧作りもできます。（無料）お子様とふれあう一日をお過ごしになっては

いかがでしょうか！！ 

＝祝「第７２回全国植樹祭しが 2022」大凧飛揚＝ 
 ６月４日（土）、

第７２回全国植

樹祭しが２０２

２」を祝って東近

江市内の蒲生運動公園グラウ

ンドで２０畳敷大凧を舞い揚

げました。絵柄は、第７２回

全国植樹祭のシンボルマーク

が大凧一面に描かれていま

す。凧揚げ当日の天候は晴れ、

風も時よりいい風が吹いてい

ます。何度か挑戦を行い、高

さ 50m ほど、滞空時間約３

分大空を舞いました。東近江

大凧は国や地方の大きな出来

事があるときに大凧を飛揚し

ており、昭和 50 年の第 26

回全国植樹祭で 8 畳大凧飛

揚、平成 7 年の第 19 回全国

育樹祭のメインアトラクションで 20 畳大凧登場しています。 

 



 

＝夏休み特別企画「妖怪が描かれた凧」＝ 
 梅雨のうっとうしいお天気が続いています。 

このムシムシとした梅雨が明けると一気に暑い夏がやっ

てきます。「夏」といえば、ひんやり冷たい「かき氷」です

ね。そして、涼しさを感じるもう 1 つのアイテムといえば、

「おばけ」です。夏の夜

に妖怪たちが練り歩く

百鬼夜行。東近江大凧会

館では、7 月 14 日（木）

から 8 月 28 日（日）ま

で、夏休み特別企画「妖

怪が描かれた凧」の展示

を開催いたします。おど

ろおどろしい妖怪の凧

の展示のほか、一休さん

ゆかりの京都大徳寺真

珠庵所蔵の「百鬼夜行絵

巻」を染織デザイナーで

あり日本の凧の会会員

の小野喜象さんが模写

した作品も展示いたし

ます。百鬼夜行絵巻では

付喪神（つくもがみ）と

言って、室町時代「長年

使われずに放っておか

れた日常品は 100 年経

つと妖の心を持ち化け

て出る」と信じられてい

た、そんな茶碗や提灯、傘などが妖怪になって描かれています。ひんや

り、ぞくぞくというよりは「クスッ」と笑える妖怪の絵や凧を見に大凧

会館へ是非お越しください。 

当会館では凧作り体験コーナーもありますので、オリジナルの妖怪の

絵を描いた凧を作ってみてはいかがですか。 

＝疫病退散 「赤べこ絵付け教室」＝ 
日差しが強くなり、蒸し暑くなってきましたね。ようやく

コロナが少し落ち着いてきたような感じですが、熱中症が心

配されます。皆さん、

十分に気を付けてお

過ごしくださいね。 

６月 26 日（日）、大凧会館では

昨年大変好評だった「赤べこ絵付

け体験教室」を開催しました。 

赤べこは福島県会津地方にある

伝統張子玩具で、その赤い色には

魔除け・厄除けと言った意味が込

められ、病を防ぐお守りとしても

大切にされてきました。今ではお

土産品としても人気の高い赤べこ

に思い思いの柄やメッセージを描

いていく体験教室に、小学生から

高齢者の方まで幅広い参加があり

ました。はじめにスタッフから赤

べこの由来などの話を聞き、赤べ

この塗り方や注意点の説明があり

ました。作業がスタートしてから

は、大胆に大きい柄を描く方や細

筆で細く細かい柄を描く方など

様々で、丸い柄やお花、金色で名

前やメッセージを入れるなど、そ

れぞれが個性ある赤べこに仕上が

りました。合計３０個の赤べこが

完成し、自分の作品を見てみなさ

んとても満足そうでした。終了後のアンケートでは、「とても楽しい時間

でした。」「赤べこについても色々知ることができて良かった。」「子ども

が郷土玩具を知る良いきっかけになりました。」「オリジナルの赤べこが

作れてうれしい。」などの感想をいただきました。皆さん、ご参加ありが

とうございました。是非おうちで飾ってくださいね。 

＝２０２２年７月の予定＝ 
１０日（日）まで 聖徳太子の凧など展示 

 ８日（金） 夏休み工作教室申込受付開始 １４日（木）まで 

        定員以上の申込があった時は抽選とします。 

１４日（木）から 夏休み特別企画 「妖怪が描かれた凧」 

         ８月２８日（日）まで 

１７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、↓↓↓↓ 

  http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000014291.html 

２４日（日） 夏休み工作教室 バランストンボ作り 

３０日（土） 夏休み工作教室 コマ作り 

       夏休み工作教室 けん玉作り 

３１日（日） 夏休み親子凧作り教室～カブトムシの凧を作ろう～ 

７月の休館日：７/６・７/１3・７/１９・７/２０・７/２６・７/２７ 

＝夏休み工作教室＝ 
東近江大凧会館では、夏休み工作教室を行います。申込期間は７

月８日（金）午前９時から７月１４日（木）午後４時までです。 

東近江大凧会館申込フォーム及び電話（０７４８－２３－００８

１）から申込みを受付けます。ご参加ください。 

（定員以上の申込みがあったときは抽選とします。） 

親子凧作り教室～カブトムシの凧を作ろう～ 

開催日時 ７月３１日（日） ９：００～１２：００ 

     ８月２１日（日） ９：００～１２：００ 

定員 各回 １０名  

参加費 凧 1 枚 ８００円 

対象年齢 ５歳以上から小学生まで 

保護者同伴 

申込フォームアドレス

https://forms.gle/9PjSb1QvMQEoWPxQ9 

バランスとんぼ作り 

開催日時 ７月２４日（日） 

１回目 １０：００～１２：００ 

     ２回目 １３：３０～１５：３０ 

定員 １０名 

参加費 ６００円 

対象年齢 小学生 保護者同伴 

申込フォームアドレス 

 https://forms.gle/F6gxMnCCPHwQjPJbA 

コマ作り 

開催日時 ７月３０日（土） 

１回目 ９：３０～１０：３０ 

２回目 １１：００～１２：００  

定員 各回 １０名 

参加費 ２００円 

対象年齢 ５歳以上から小学生まで 保護者同伴 

申込フォームアドレス 

 https://forms.gle/cGdHBWH6hoqt5QfY7 

けん玉作り 

開催日時 ７月３０日（土） 

１回目 １３：３０～１４：３０ 

２回目 １５：００～１６：００ 

定員 各回 １０名 

参加費 ５００円  

対象年齢 ５歳以上から小学生まで 保護者同伴 

申込フォームアドレス 

https://forms.gle/4zNFBE7z9V74SKNi8 

ペットボトルでボルト＆ナット 

開催日時 ８月６日（土） 

１回目 ９：３０～１０：３０ 

２回目 １１：００～１２：００  

定員 各回 １０名 

参加費 ５００円  

対象年齢 小学生 保護者同伴 

申込フォームアドレス 

 https://forms.gle/sJ2rn38i9mh3FmcA7 
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