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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 

＝チャレンジ“大凧”始まる！！＝ 
  東近江大凧保存会では、３年ぶりに「チャレンジ”大凧”」

が 10 月 22 日（土）から始まりました。「チャレンジ”大凧”」

は、「東近江大凧」の将来の担い手となる子ども達に、その製

作及び飛揚技術を伝授するプロジェクトとして平成１９年度

より行っています。 

 初日は、「のりつけ式」が行われ図柄が発表されました。 

 

「和
わ

を以
もっ

て貴
たっと

しとなす」 
 大凧の絵柄は、上部の「和」の文字を

持つ辰（たつ）と左右に「なす」が描か

れ、併せて、「和を以て貴しとなす」とな

ります。東近江市は聖徳太子のゆかりが

ある地域とされています。その聖徳太子

が残した言葉に「和を以て貴しとなす」

があります。この言葉の意味は、「和を大

切にすることが重要」、「しっかりと話し

合いをおこなうこと」ということがあり、

チャレンジ”大凧”では、「協力・協調が

大切」であることのメッセージを発信し

たいと思います。 

 のりつけ式では、図柄発表の後、会長

の挨拶、来賓の教育長の挨拶、のりつけ

の儀、乾杯、日程説明が行われました。 

 休憩後、初日の作業である和紙を糊で継

ぎ合わせ 8 畳サイズの大凧にする「紙継

ぎ」を行いました。 

 これから、約３カ月製作が続き、12 月

10 日（土）に市内の蒲生第１グラウンド

で飛揚予定です。 

 

 

 

 

 

＝2022 年特別企画日本の凧シリーズ 北信越＝ 
開催期間 10 月 27 日（木）から 11 月 27 日（日）まで 

期間中の休館日 水曜日（11/23 は開館）、11/４、11/22、11/24 

入館料 一般：300 円 小・中学生：150 円 

 
東近江大凧会館では、10 月 27 日（木）から 11 月 27 日

（日）まで日本の凧シリーズ「北信越」の特別企画展を実施し

ます。平成 29 年（2017 年）から、当会館所蔵の凧を地域

に分けて紹介する展示会を開催しており、令和 4 年度は、北

信越地方の新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県の凧を

紹介いたします。新潟県は、指定無形民俗文化財「越後の凧合戦習俗」

である三条市の三条凧合戦、新潟市南区白根・西白根の白根大凧合戦、

見附市今町・長岡市中之島の今町・中之島大凧合戦の凧、小千谷市の伝

統工芸品で独特な盃の形をしている「小千谷盃凧」、長野県は「佐久の凧」、

富山県は、だるまの青い目が特徴である「越中だいもんだるま凧」、高岡

の郷土玩具獅子頭をかたどった「高岡獅子凧」、石川県は凧の愛好家が金

沢で発見された凧揚げの図から再現した｢婦くら雀凧｣、福井県は、角凧

に下がくびれており、他の地方には無い形である「福井角凧」などを展

示しておりますので、一度ご覧ください。 

＝東近江市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ２畳敷大凧製作＝ 
 東近江市シルバー人材センター

では、10 月 29 日（土）に大津

市のなぎさ公園で行われる「滋

賀県シルバーフェスティバル」

に向けて２畳敷大凧を製作し、10 月 13

日（木）完成しました。 

 絵柄は、上部に猪を２頭描き、中央にシルバーのマーク、下部に大

きく「輝」の文字が朱色で書かれ、「いつ（亥２＝ツー）も輝く」とな

り、シルバーの皆さんがいつまでも輝いて活躍してほしいという願い

が込められています。 

 
 

 



たのしい体験教室がいっぱい！ 

＝体験教室 参加者募集＝ 

～11 月 18 日（金）から受付を開始します～ 

 
肌寒く感じる日が増えてきましたね。けれど真夏のお天気

と違い、晴れた日には外へ出かけようと思える気候ですよね。

大凧会館へも土日などはご家族や、お友だちのグループなどの

来館者が多くなりました。秋から冬にかけても色々な企画展が

ありますので、是非ご来館ください。今回は企画展の他に「体験教室」

も予定されていますのでご紹介します。 

★～兎の凧絵～ ガリ版年賀状作り 

 開催日時：令和４年 12 月 11 日（日）  

午後１時 30 分から午後３時 30 分まで 

★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：令和４年 12 月 17 日（土） 

  ①午前９時 00 分から 12 時まで 

  ②午後１時 00 分から４時まで 

★兎の張り子 絵付教室 

 開催日時：令和５年１月９日（月・祝） 

①午前９時 30 分から 10 時 30 分まで 

  ②午前 11 時から 12 時まで 

★近江ダルマ作り 絵付け教室 

開催日時：令和５年１月 15 日（日） 

午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

申込期間 

11 月 18 日（金）午前９時から 11 月 25 日（金）午後４時まで 

お電話もしくは各教室のフォームからお申し込みください。 

定員以上のお申し込みがあった場合は抽選となります。 

詳しい情報（定員・参加費・対象年齢）については、大凧会館ホーム

ページまたはチラシをご覧ください。 

電話 0748-23-0081 ホームページ http://oodako.net/ 

（申込期間中に定員に満たない時は随時募集をします。） 

「東おうみちいさなたびいち 2002」参加体験教室 
～揚げてよし 飾ってよし～ 

来年の干支「兎」の親子凧作り教室 
開催日時：令和４年 12 月 25 日（日） 

  ①午前９時 30 分から 12 時まで 

     ②午後１時 30 分から４時まで 

こちらのお申し込みは「ちいさなたびいち 2022」の専用ページ

からお申込みください。干支の「兎」の親子凧作り教室は定員にな

り次第締め切ります。 

ホームページ https://chiisanatabiichi.jp/ 
   

＝2022 年 11 月の予定＝ 
11 月 27 日（日）まで 日本の凧シリーズ 北信越 

11 月 10 日（木）～11 日（金） 聖徳中学校職場体験 

11 日（金） 近江八幡市西中学校１年生 見学 

17 日（木） 西日本ツーリスト 見学 

19 日（土） 東近江市観光協会 見学 

20 日（日） 家族ふれあいサンデー 

20 日（日） 御園地区スポーツ協会 見学 

22 日（火） 箕作小学校４年生 見学 

11 月休館日：11/２・11/４・11/９・11/16・11/22・11/24・

11/30 

＝ガチャコンまつり ２０２２＝ 
10 月になり、行楽の

シーズン到来です。10

月 16 日（日）に行われ

た「ガチャコンまつり」

では、近江鉄道線無料デ

イ！ということで、たくさんの方が

利用され、沿線の連携イベントを楽

しまれたと思います。大凧会館でも、

多くの方がお見えになりました。普段、乗る機会のない県外の方も

近江鉄道を利用して、沿線の秋の田園風景を満喫されたことでしょ

う。八日市駅の連携イベントでは、マルシェや音楽ライブなどが行

われて、にぎやかな 1 日となりました。大凧会館近くの近江酒造で

は「ED314 特別展示」が行われ、今年 99 年を迎えた電気機関車

「ＥＤ３１４」のヘッドマークには『結』の文字が描かれた東近江

大凧のミニ凧が飾られました。凧は、びわこ学院大学の地域調査プ

ロジェクトチームのみなさんさんが製作され、ED314 の 99 歳の

祝いと「結」の文字、結には、鉄道と地域、住民を結ぶ意味があり

ます。学生の皆さんには、少しでも、東近江市や大凧を知ってもら

えたのではないでしょうか。 

この日、大凧会館に来られた方の中には、自称「撮り鉄」の方も

おられ、100 畳敷大凧をカメラに収めておられました。こういった

イベントを通じて、知らない土地の知らない文化や風習に触れてみ

るのも旅の思い出になるのではないでしょうか。 

＝バラモン凧＝ 
みなさん、ＮＨＫの朝ドラ「舞

い揚がれ」をご覧になっていま

すか。ヒロインの舞が、長崎県

の五島列島にある「バラモン凧」

に魅入られ、空にあこがれて、ものづくり

のまち東大阪市でパイロットに夢を持つ

物語なのです。大凧会館では、番組で登場

した「バラモン凧」を展示中です。鬼が咥

えているのは兜で、武者が勇敢に鬼に立ち

向かっておる図柄となっています。「ばら

もん」という名前は、五島の方言「ばらかもん」に由来していて「元

気者」と言う意味があるそうです。 

また、同じ長崎県の壱岐には、鬼凧があり、「おにのたこ」と書い

て、壱岐では「おんだこ」と読みます。むかし、壱岐にはたくさん

の鬼が住み、人々を苦しめていたそうで、百合若大臣が、鬼を次々

と退治し、最後の大将の首を斬り落とし、斬り落とされた鬼の首が

空中に舞い上がり、兜に噛み付いた鬼伝説の勇士の姿を描いたもの

がこの鬼凧です。平戸には、「鬼洋蝶（おにようちょ）」と言う凧が

あります。武者の兜を鬼が咥えており、壱岐の鬼凧に似た図柄で、

鬼退治の様子が描かれています。平戸では凧のことを「ヨーチュ」「ヨ

ーチョ」と言うそうです。ぜひ、ご覧にお越しください。 

＝滋賀県人権教育研究大会(東近江大会）＝ 
第 66 回滋賀県人権教育

研究大会(東近江大会）が

10 月 22 日（土）、八日

市文化芸術会館で行われ

ました。現地(東近江市)からのメッ

セージの中の取組報告のひとつ「共

育ち」は、小学校、高校生、二十歳

の新成人の大凧作りで、動画で紹介されました。動画前に大凧の特

徴の「はんじもん」、「願い札とは」、「大凧作りに大切にしているこ

と」をステージでお話しさせていただきました。動画は、感動的で

した。 

 

 


