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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。

休館日：毎週水曜日、第４火曜日、祝日の翌日

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

＝２０１４東近江大凧まつり写真コンクールの結果＝

特選

東近江市議会議長賞
「連凧風に舞う」
岐阜県大垣市 松井和夫さん

推薦 東近江大凧まつり実行委員会長賞
「大空へ」
滋賀県東近江市 小川武司さん

準特選 東近江市教育委員会教育長賞
「それ ダッシュ！！」
滋賀県日野町 谷口忠臣さん

準特選 東近江大凧保存会長賞
「神事」
滋賀県彦根市 赤田和男さん

準特選 東近江市商工会長賞
「風を呼ぶ」
京都府城陽市 表 弘明さん

準特選 東近江大凧保存会長賞
「マスコットガール」
大阪府八尾市 明尾良治さん

特選

滋賀県写真連盟会長賞
「初体験」
三重県鈴鹿市 小林恒市さん

特選 東近江市観光協会長賞
「皆なでヨイショ」
岐阜県大垣市 高橋冨美子さん

準特選

八日市商工会議所会頭賞
「百畳の風」
滋賀県東近江市 山内善和さん

準特選 世界凧博物館東近江大凧会館長賞
準特選 世界凧博物館東近江大凧会館長賞
「飛翔」
「大凧揚げるわよ、いぇ！」
滋賀県守山市 山中勝樹さん
京都市下京区 谷 八紘さん
入選（１０点）◎東近江大凧まつり実行委員長賞
◆「大空へ思いを」 長谷川 悟さん 滋賀県栗東市
◆「おおきいねー」 小田 輝夫さん 京都府長岡京市
◆「元気な連凧」 寄井 鴻一さん 大阪府寝屋川市
◆「揚がれオープニング大凧」 奥居 由紀夫さん 滋賀県東近江市
◆「凧上げに挑戦」 中辻 和子さん 岐阜県関市
◆「舞い上った」 小倉 富士夫さん 滋賀県長浜市
◆「風が来た」 片岡 仁さん 三重県四日市市
◆「準備ＯＫ」 西岡 傳男さん 滋賀県長浜市
◆「影の力」 福本 勝さん 滋賀県日野町
◆「そーれ！」 下條 真弓さん 滋賀県大津市
佳作（若干）
◆「力を合わせて」 髙村利和さん 滋賀県東近江市◆「浮世絵美人と凧名人」 松浦訓子さ
ん 滋賀県草津市◆「アンパンマン大好き」 鈴木基則さん 三重県鈴鹿市◆「あがったよー！」
上田薫さん 滋賀県大津市◆「上がれ！上がれ」 杉本實さん 京都府宇治市

＝チャレンジ “大凧"2020 製作始まる＝

＝大凧便り記念すべき１００号発行＝
平成１８年５月の大凧まつり終了後の翌月６月から大
凧便りが発行され、９年目になり今回の大凧便りで第１０
０号を迎えることができました。そもそも発行の目的は、
大凧まつりに関する情報や大凧会館で年間に計画をして
いる企画展や夏休みの親子凧作り教室等々の案内や様子
を皆さんにお知らせし、親しみのある博物館を目指し発行を始めまし
た。
記念すべき第１号の大凧便りは、２００６年八日市大凧まつりの記
事が大きく掲載され、この年の大凧まつりが盛大に行われた様子がよ
くわかります。この後２号３号と毎月発行されるにつれて、記事の内
容も少しずつ充実され、私たちの似顔絵がトレードマークとなり、各
担当として記事を書くようになりました。この間には、大凧保存会や
大凧会館の名称も八日市から東近江に変更されましたが、皆様のご理
解とご協力を得ながら、今後も東近江大凧を中心に、日本の凧世界の
凧の博物館として、魅力ある情報の発信に努めたいと考えております。
今後とも、東近江大凧会館、東近江大凧保存会共々どうぞよろしくお
願いいたします。

9 月１３日・１４日
＝「イナズマロックフェス 2014」に行ってきました。＝

上部に亀を二匹描き、その間に「東近江市の市章」、そして下部に、大きく「夢」
の文字を配して、「夢を（朱文字）つかめ（２×亀）！東近江の（市章）子ら
（亀の甲羅）！！」と読ませる判じもんとなっています。来年、平成２７年は
東近江市が誕生して１０年の記念すべき年となります。そこで、東近江市のさ
らなる発展と、東近江市の子供たちの未来に、大いに期待を寄せる意味を持た
せた大凧を製作し、東近江市市制１０周年の前祝いとして大空高く舞い上がら
せたいと思っています。
皆さんこんにちは！今年の夏は例年にないほど雨の日が続き、各地
で集中豪雨による被害が発生して大変な夏でしたね。9 月に入り、よ
うやく秋らしい日が続くようになった中で、東近江大凧会館では、今
年も市内の小学５・６年生を中心とする東近江大凧保存会による恒例
の行事「チャレンジ“大凧”2020」が始まりました。今年は、参加
していただいた子が 19 人と今までで 1 番多く、指導される大凧保存会のメンバ
ーもとても張り切っておられます。今年のチャレンジ大凧の判じもんは、上部に
東近江市の市章とカメを 2 匹描き、下部には「夢」の朱文字を書いて、併せて「夢
をつかめ（２カメ）！東近江（市章）の子ら（甲羅）！」となります。東近江市
の市制 10 周年を間近に控え、東近江の子ども達に未来に向かって大きく期待を
寄せる意味となっています。チャ
レンジ大凧も今年で 8 年目。東近
江大凧保存会の皆さんの指導を受
けながら、9 月 6 日（土）に凧の
説明後に製作の 1 番最初の儀式
「のりつけ式」を行い、これから
11 月 8 日（土）まで毎週土曜日、
計 9 日間かけて、8 畳大凧を完成
させます。そして 11 月 16 日（日）
に静岡県浜松市で開催される「全
国凧揚げ浜松大会」に出来上がった凧を揚げに行ってもらいます。浜松の大空に
高く舞い上げ、全国の方々に東近江市を大凧で広く PR してもらえるよう期待し
てます！

皆さんはイナズマロックフェスってご存知ですか
2008 年に「滋賀ふるさと観光大使」に就任した
T.M.Revolution の西川さんが「音楽を通じて地元にお返し
がしたい」と語ったことがきっかけとなり、滋賀県の全面バ
ックアップのもと翌年、大規模野外
フェスとして誕生したんです。毎年
大勢の人が来場し、もう立派な滋賀
のイベントの一つとなりました。今
年は過去最高の 10 万人の来場とな
ったそうです。ライブステージとフ
リーエリアに滋賀県観光 PR・ご当地
キャラクターメインのステージとエ
リアが設けられ、県外からの来場者
に滋賀の魅力を発信する「おいで～な滋賀フェア」が開催されました。
東近江市からは東近江大凧まつり実行委員会が東近江大凧を PR すべ
く、2 日間頑張ってきました。会場では大凧会館のオリジナルカイト
に「イナズマロックフェス 2014」
のロゴをプリントしたものに、お好
みの絵を描いて仕上げて頂きまし
た。東近江大凧を思い出しながら、
揚げて頂ければ嬉しいです。2 日間
ともお天気に恵まれ、来場して頂い
た皆さんには琵琶湖の景色も満喫
していただけたのではないでしょ
うか。締めくくりは花火があがり、
イベント終了の最後を美しく飾っていました。

＝２０１４年１０月の予定＝
２日（木）
３日（金）
４日（土）
７日（月）
９日（木）
１０日（金）
１１日（土）
１２日（日）
１６日（木）

＝結の故郷大凧まつり「のりつけ式」～福井県大野市～＝
福井県の大野市は市制６０周年を迎え
られ、記念で８畳サイズの大凧を製作する
こととなり、８月３０日（土）に作業の最
初の儀式「のりつけ式」が行われました。
図柄は、
「結」とい
う文字と市の魚
「イトヨ」×２匹を大凧に描かれ、『結の故郷
（くに） いと良し』（イトヨし）となります。
左右の魚のイトヨのデザインが違いますが、
地元のふたつの高校がデザインをしていま
す。大凧は１０月１２日に完成し、２６日に
「結の故郷大凧まつり」で舞い上げられます。

１７日（金）
１８日（土）
１９日（日）
２３日（木）
２５日（土）
２６日（日）
２７日（月）
３０日（木）

３１日（金）

甲南第１小学校１年生 見学と凧作り
綾野小学校１年生 見学と凧作り
「チャレンジ”大凧”２０２０」８畳大凧作り
雲井小学校１年生 見学と凧作り（雨のみ）
希望が丘小学校１年生 見学と凧作り
武佐小学校１年生 星の凧つくり指導
「チャレンジ”大凧”２０２０」８畳大凧作り
福井県大野市「結の大凧」つくり
水戸小学校１年生 見学（雨天時凧作り有）
水口小学校１年生 見学
秦荘東小学校特別支援学級 見学（雨天時凧作り有）
大津市青山小学校 星の凧作り指導
「チャレンジ”大凧”２０２０」８畳大凧作り
家族ふれあいサンデー
桜谷小学校１、２年生 見学と凧作り
「チャレンジ”大凧”２０２０」８畳大凧作り
福井県大野市「結の大凧」揚げ
愛知川小学校支援学級交流会 見学
２０１４年特別企画「鈴鹿墨職人展」１２月２日まで
東近江大凧会館運営委員会
稲枝北小学校１年生 見学と凧作り
桐原小学校障害児学級 見学と凧作り
葉山小学校１年生 見学と凧作り

