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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～こども遊彩画展＝ 
開催期間 ９月 29 日（木）から 10 月 23 日（日）まで 
開館時間 午前９時から午後５時まで（最終入館は午後４時 30 分まで）  

期間中の休館日 水曜日、10 月 11 日（火） 

入館料 一般 300 円 小中学生 150 円 

 
 

 
 令和４年に薨去（こうきょ）1400 年を迎えるにあたり、聖徳

太子 1400 年悠久の近江魅力再発見委員会では、令和３年 10

月から令和５年にかけて、大人から子どもまで楽しめる様々な

イベントが行われています。（詳しいイベント情報は、

https://omi-st1400.com/のサイトをご覧ください。）当館もサポータ

ー登録を行い、聖徳太子が描かれた凧の展示、聖徳太子が透かし彫りさ

れた竹灯籠の展示などを開催し、イベントを盛り上げています。現在も、 

近江聖徳太子霊跡御朱印の 11 連凧を展示しています。 

今回の展示会は、東近江市内の聖徳太子ゆかりの社寺など（安楽寺、

善勝寺、石馬寺、善住寺、花沢のハナノキ、百済寺、藤切神社、願成寺、

石塔寺、御沢神社、瓦屋禅寺、市神神社ほか）を日本画家垣見真由美さ

んが日本画と絵手紙から生まれた遊彩画で描かれた作品を展示します。  

「ひげ」がチャームポイントでフワフワ飛んでいる聖徳太子のオバケ

「ヒーくん」、聖徳太子の子どもの

ときの姿をしている「ともちゃ

ん」、神様のお告げを伝える仕事を

している「とくべぇさん」が遊彩

画に登場して社寺を紹介していま

す。 

小学生以下のみなさんには、可

愛らしい「ヒーくん」「ともちゃん」

「とくべぇさん」のウォーキング

カイト作り体験もできます。ぜひ、

みなさんお越しください。 

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， 

＝「東近江ちいさなたびいち 2022」＝ 
台風が去って急に肌寒くなってきま

したね。朝方半袖で外へ出ると思わず

「寒っ。」と言ってしまいます。あれだ

け暑い日が続いていたのに、ちゃんと

秋は訪れてくるものですね。昨年も大

変好評だった「東近江ちいさなたびいち」2022 年

バージョンの冊子が出来上がりました。「食べる」「遊

ぶ」「作る」「癒す」「となりまち」のカテゴリごとに

今年は市内外の 47 種類の体験が集まりました。昨

年参加できなかった方も、是非この機会に冊子を手に取って興味のある

「ちいさなたび」を探してください。もちろん大凧会館も「作る」部門

で参加しています。 

～揚げてよし、飾ってよし！ 

＝来年の干支「兎（うさぎ）」の親子凧作り体験～＝ 
開催日時：令和４年 12 月 25 日（日） 

①9：30～12：00  ②13：30～16：00  

定 員：15 名 

対 象：５才から小学生の親子  

参加費：凧製作１枚 800 円 

申し込み開始日：10 月 11 日（火）お昼 12：００からスタート 

「東近江ちいさなたびいち 2022」ＨＰからご応募ください。 

https://chiisanatabiichi.jp/ 

＝ショッピングプラザ アピア リフレッシュオープン＝ 
９月９日（金）ショッピン

グプラザ アピアのリフレッ

シュオープンに伴い、セ

ントラルコートで9月10

日（土）と 11 日（日）にハトッピー

のウォーキングカイト作り教室を開催

しました。1 日 100 名様限定で両日

200 名を超える方が参加いただきあ

りがとうございました。大凧のまち東

近江市にちなんだ凧作り教室とあっ

て、大盛況の内に終わらせていただき

ました。凧（ハトッピーの絵柄）に色

鉛筆で色付けし、竹ひごに赤い糸で凧

を結び、高く上げ、ゆっくり歩くこと

で、凧がひらひらと揚がります。それ

ぞれの色付けで、オリジナルな凧が舞

い揚がりました。他のお客様も多数お

られたので、凧を揚げるのは一瞬でしたが、お子様の嬉しそうな顔がい

っぱい見られて良かったと思っています。 

 現在、セントラルコートには 20 畳大凧が展示しています。（10 月

25 日まで）展示した凧は、今年 1 月の成人式に新成人を祝して飛揚し

た大凧で、今年の干支である寅が左右に描かれ、文字は「幸」、虎は個と

読みますので、「個々に幸あれ」と読ませます。ご覧ください。 

＝風景や名産を映したショーウィンドウ＝ 
アピアの壁面をご覧いただきましたか？地元にゆかりのある風景や名

産を映したショーウィンドウとなっています。その中に大凧を映し出し

た写真が 3 カ所あります。夜はＬＥＤの照明でとても綺麗です。

   

https://omi-st1400.com/


＝令和 4 年度チャレンジ「大凧」参加者募集＝ 

 
 9 月になっても残暑の厳しい毎日が続いています。今年 3

年のブランクを経て東近江大凧後継者養成プロジェクト「チ

ャレンジ“大凧”」が再開されます。このプロジェクトは東

近江市の地域文化であり、国の無形民俗文化財に選択されて

いる「東近江大凧」の製作・飛揚技術を子どもたちが学び、

それを伝承するものです。古式に則った「のり付式」から始まって、計 8

回の製作作業を行い大凧完成に至ります。完成した大凧は 12 月 10 日

（土）に市内の蒲生第 1 グランドで飛揚する予定です。その後、成人の

日の凧揚げ大会にも参加し大凧を披露することになっています。平成１

９年から始まったこのプロジェクトで多くの小学生が「東近江大凧」の

製作に関わってきました。この大凧作りの技術や飛揚する高揚感が少し

でもみんなに伝わっていくことを願っています。大凧会館に来られて

100 畳敷大凧を見上げた人は「すごいなぁ」「こんな大きなものが揚が

るの？」と言われます。そして、「いつか、この大凧が大空に揚がるとこ

ろを見てみたい。多くの人の時間と手間をかけて作り上げた大凧をずっ

と伝えて下さい」と感想を述べられるのです。小学生のみなさん、この

「チャレンジ“大凧”」に参加して、作る楽しみ、揚げる喜びを体験して

ください。参加申し込みや日程は以下のとおりです。 

みなさんのチャレンジをお待ちしております。 

製作日程 

 10 月 22 日（土）9:30～11:30 説明・のりつけ式 紙継ぎ 

 10 月 29 日（土）9:30～11:30 墨打ち・紙巻き 

 11 月 ５日（土）9:30～11:30 下絵 

 11 月 12 日（土）9:30～11:30 色付け 

 11 月 19 日（土）9:30～11:30 骨組 

 11 月 23 日（水）9:30～11:30 骨組（絵骨） 

 11 月 26 日（土）9:30～11:30 合体・願い札貼り 

 12 月 ３日（土）9:30～11:30 糸調整（蒲生体育館） 

飛揚日程 

  12 月 10 日（土）9:30～11:30 大凧揚げ 

行事への参加 

１月８日（日）11:30～14:00  祝新成人大凧飛揚に参加 

まとめ 

 １月 14 日（土）9:30～11:30 まとめ、今後の大凧との関わり方 

申込締切り 10 月２日（日）まで 
 

＝2022 年 10 月の予定＝ 
10 月 23 日（日）まで 聖徳太子～こども遊彩画展～ 

３日（月） 五個荘小学校３年生 見学 

４日（火） 石部小学校１年生 見学 

６日（木） 大原小学校１年生 見学 

７日（金） 布引小学校６年生 見学 

13 日（木） 桐原小学校２年生 見学と凧作り体験 

14 日（金） 山東小学校１、２年生 見学と凧作り体験 

16 日（日） 家族ふれあいサンデー 

18 日（火） 八日市南小学校６年生 大凧作り指導 

20 日（木） 葉山小学校１年生 見学と凧作り体験 

21 日（金） 下田小学校１年生 見学 

21 日（金） 三雲小学校 1 年生 見学 

22 日（土） チャレンジ“大凧” のりつけ式 作業：紙継ぎ 

25 日（火） 箕作小学校６年生 大凧作り指導 

27 日（木） 野洲第 3 保育園 見学 

28 日（金） 伴谷小学校１年生 見学 

29 日（土） チャレンジ”大凧“ 作業：墨打ち、紙巻き 

31 日（月） 立入ケ丘小学校１年生 見学と凧作り体験 

31 日（月） 大凧会館運営委員会 

10 月休館日：９/７・９/14・９/20・９/21・９/27・９/28 

近江聖徳太子霊跡御朱印持参で 

＝聖徳太子記念グッズプレゼント！！＝ 
 近江の聖徳太子ゆかりの１１社

寺で近江聖徳太子霊跡御朱印の授

与を行われており、東近江大凧会

館に御朱印を持参して入館した方

に、下記のいずれかをプレゼントします。（入

館料必要） 

プレゼント品 

 ・近江聖徳太子霊跡御朱印のｳｫｰｷﾝｸﾞｶｲﾄ 

 ・近江聖徳太子公式マスコットキャラクターのｳｫｰｷﾝｸﾞｶｲﾄ   

・近江聖徳太子公式マスコットキャラクターの缶バッチ  

ご入館時（大人 300 円・小中学生 150 円）一回につき、近江聖

徳太子霊跡御朱印をお見せください。上記のいずれかのグッズをお

ひとつプレゼントします。期間 令和５年 12 月３日（日）まで 

＝ＮＨＫあさイチ＝ 
９月 22 日放

送のＮＨＫ「あさ

イチは」ご覧いた

だけましたか? 

「愛(め)でたい

nippon 滋賀 見

たことのない!? 

琵琶湖の知られざる魅力」がタイトルでしたが、東近江市発祥の「飛

び出し坊や」がたくさん紹介されました。その中の一つが大凧会館

オリジナルの飛び出し坊やでした。そして、凧の博物館らしく「飛

び出し坊やの凧」も登場しました。現在、受付前に飛び出し坊やと

凧を置いています。ぜひ、記念撮影してください。 

＝47 都道府県の郷土玩具＝ 
47 都道府県の郷土玩具の近畿地方・中国

地方が発行されました。 

東近江大凧は「全国のいろいろなたこ」のと

ころで紹介されています。また、滋賀県の郷

土玩具として、東近江市の小幡人形、近江だ

るまが紹介されています。 

＝京都ノートルダム女子大学 インターンシップ＝ 
 ８月 18 日（木）から

22 日（月）、９月８日

（木）から 13 日（火）

まで２回に分け、合計

10 日間、京都ノートルダム女子大

学の学生１名をインターンシップ

で受入れを行いました。期間中、

来館者の応対、企画展の準備、カ

ブトムシの凧作り教室、地元商業

施設でのイベントなどの実習を行いました。ぜひ、学んだことをさ

らに博物館の仕事の理解や就職意欲を高めていただきたいと思いま

す。ご苦労様でした。 

 

 


