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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

＝チャレンジ “大凧"2020 作業進む＝
皆さんこんにちは！最近は気候もすっかり秋らしくなっ
て、昼間はぽかぽか陽気、日が落ちるとぐっと寒くなって
きたので紅葉ももうすぐかな～と期待している今日この
頃。地域行事の運動会も終わり、チャレンジのメンバー達
も凧に何日か携わってきたおかげで作業にずいぶん慣れて
きたようです。9 月 6 日(土)に始まった大凧作りはまず 8 畳サイズに
する紙を継ぐところから、竹骨を組んだ時に主に滑らないようにする
紙巻き、絵の下書きや色付け、たくさんある骨の交点を綿糸でしっか
り組んでいく骨組の作業まで進んでおり、皆さん普段しないような作
業をしていく中でも段々コツを掴んできているように思えます。メン
バーの子達は市内の小学生ですが、学校はさまざまですので最初はお
互い恥ずかしそうにしていたのも、一つのものを協力して作り上げて
いくことによって次第に会話や団結力も生まれ、今では和気あいあい
と楽しく行っています。私の予測では休憩時のおやつが打ち解けたき
っかけではと踏んでいますが(笑)何はともあれ、作業もあと少し。みん
なで立派な凧を完成させて、11 月 16 日(日)の「全国凧揚げ浜松大会」
で大空に高く舞い上げてほしいと思います！

「色付け」

「骨組」

「絵骨」

「丸骨作り」

「切り抜き・合体」

「願い札貼り」

２０１４年特別企画

＝「鈴鹿墨職人展」始まる！!!＝

１０月３０日（木）～１２月２日（火）まで
～経済産業大臣指定 伝統的工芸品 「鈴鹿墨」～

「のりつけの儀」

「紙継ぎ」

「墨打ち」

「紙巻き」

「下絵」

「下絵」

「朱色」

いよいよ秋の企
画展が始まります。
今回は石槫トンネル
の開通によって身近
になった三重県を代表する伝統
工芸品の一つ「鈴鹿墨」にスポッ
トを当ててご紹介します。墨の製
作を専門とする職人を「墨匠（ぼ
くしょう）
」と呼びます。平安時
代初期から三重県で作られるよ
うになった「鈴鹿墨」は、墨の最
高級品とも称され、現在も高度な
伝統技法によって作り続けられ
ています。煤（すす）
・膠（にか
わ）
・香料というたった３つの原
材料から、自然の気候や温度・手
の感覚等職人の技と工夫によっ
て「鈴鹿墨」は生み出され、そし
て様々な形に変化していきます。
字を描くのみならず、次世代に親
しみやすくという思いから染
物・アロマ・食品にまでも世界を
広げ、より多くの人たちに「鈴鹿
墨」の素晴らしさを伝えておられ
ます。この企画展を通じて、皆さ
んにも「鈴鹿墨」の
素晴らしさを知っ
ていただきたいと
思います。是非、皆
様お誘いあわせの
上ご来館ください。

＝２０１５年祝新成人２０畳大凧の製作が始まります＝

＝結の故郷大凧まつり（福井県大野市）＝

今年も残すところ２か月で新しい年を迎える時期と
なり、あちらこちらで紅葉の便りが聞かれるようになり
ました。大凧会館では、この時期になると恒例となりま
した新成人をお祝いする２０畳敷き東近江大凧の製作
が始まります。この新成人を祝う大凧作りは、昭和５３
年の未年から取り組まれており、今回が３７回目の凧作
りとなります。来年は未年で、４廻り目となり干支を使った判じもんを
考えるのは非常に難解で、特に未はむづかしいと思います。しかし、又、
色々な方のアイデアやひらめきによって、すばらしい判じもんの大凧が
できると楽しみにしています。大凧作りは、新成人の方々が東近江大凧
保存会の皆さんの指導で製作するもので、１１月８日の土曜日から始ま
る今年の新成人大凧作りには一人でも多くの新成人の方々に参加をし
ていただき、製作される大凧が年明けの成人式の日に成人になられた皆
さんの手で、大空高く舞揚げられることを期待しております。
製作日程（会場：大凧会館 時間 １９：３０～２１：３０）

１０月２６日（日）、福
井県大野市で「結の故郷
大凧まつり」が開催され
ました。飛揚した大凧は
８畳サイズで、絵柄は、
上部に、大野市の豊かな自然環境、
恵まれた湧水に生きる「いとよ」を
描き、下部には、大野人に流れる「結」
の大文字を入れ、
『結の故郷 いと良
し』となっています。
「結の故郷越前
おおのはとっても良いところ」。たく
さんの人に大野の良さを知っていた
だき、また、私たち大野に住む人た
ちも、改めて大野の良さに触れ、結
の心で大野がより良いまちになって
欲しい、という願いが込められてい
ます。また、左のイトヨは大野高校
美術部、右は奥越高校美術部が描いています。
凧揚げ当日、天候は快晴です。会場の大野城の麓、学びの里「めい
りん」グラウンドで、午前 10 時に開会式が行われたあと、大野城を
バックに８畳大凧を見事に飛揚しました。その後、大野市制６０周年
を祝って６０連凧揚げ、また親子凧作りで６０枚の凧を作って飛揚が
行われました。午後からも１３時と１５時にも８畳大凧揚げを行いま
した。

月

日

曜日 作業内容

1日目

11月8日

土

のりつけ式

2日目

11月10日

月

墨打ち・紙巻き

3日目

11月11日

火

下絵・紙巻き

4日目

11月13日

木

下絵・墨入れ・紙巻き

5日目

11月14日

金

色付け

6日目

11月17日

月

色付け

7日目

11月18日

火

色付け

8日目

11月20日

木

骨組

9日目

11月21日

金

骨組

10日目

11月22日

土

骨組

11日目

11月24日

月

絵骨

12日目

11月25日

火

絵骨

13日目

11月27日

木

絵骨

14日目

11月28日

金

切り抜き

15日目

11月29日

土

切り抜き

16日目

12月1日

月

化粧塗り

17日目

12月2日

火

つり糸作り・補助糸作り

18日目

12月4日

木

つり糸作り

19日目

12月5日

金

丸骨作り

20日目

12月6日

土

大凧組付

21日目

12月8日

月

大凧組付

22日目

12月9日

火

清掃・片付け

23日目

12月11日

木

完成・20歳の思いの願い札貼り

＝トナリマチ周遊 de ビンゴ！＝
東近江市×いなべ市 スタンプラリー開催

１１月１日（土）～１月３１日（土）
東近江市といなべ市の観光協会では、地元の名産
が当たるスタンプラリーが始まります。両市でスタ
ンプが設置されている観光施設などを回って賞品を
GET してください。当然両市を回らばければならな
いですヨ。

もう一つのスタンプラリー

＝東おうみスタンプラリー開催中！＝

１２月１6 日（火）まで
東おうみ地域（近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町）
では「ぐるっと滋賀 東おうみスタンプラリー」を開催
中です。寺社仏閣や博物館、様々な体験ができる施設や
宿泊施設の観光地８８ヶ所にスタンプがおいてありま
す。そのうち４ヶ所のスタンプを押印して応募すると、ホテルペア宿泊
券、近江牛、近江特産品など、素敵な賞品が当たります。
http://www.eastomi.or.jp/kankou/index.html#sutanp

＝近江のまつりフォーラム in 大津＝
１１月２日（日）１１：００～１９：００
会場：大津市なぎさ公園おまつり広場・市民会館
滋賀県を代表する五つのまつり：大津
祭と山王祭（大津市）、東近江大凧まつり
（東近江市）、長浜曳山まつり（長浜市）
、
近江八幡の火祭り（左義長・八幡まつり・
篠田の花火：近江八幡市）が大津市に集
まり、大津祭のからくりや八幡まつりの
大太鼓、長浜曳山祭しゃぎりの実演、山
王祭の神輿や長浜の曳山博物館の所蔵
品、２０畳大凧の展示、凧作りのワーク
ショップ、夜には篠田のナイヤガラが行
われます。また、木村至宏氏の「魅力あ
る近江の祭り」の基調講演が１３：３０
から大津市市民会館で行われます。
http://www.otsu-matsuri.jp/home/

＝２０１４東近江秋まつり＝
「二五八祭、物産まつり、ＥＣＯまつり、交通安全ひろば、
農林水産まつり、ちょこっとバス広場」
開催日 １１月３日 ９:00～16:00
開催場所：東近江市役所付近

＝２０１４年１１月の予定＝
１２月２日（火）まで ２０１４年特別企画「鈴鹿墨職人展」開催中
１日（土） チャレンジ”大凧“２０２０ 8 畳大凧完成
２日（日） 近江まつりフォーラム in 大津 大津市
３日（月） ２０１４東近江秋まつり
６日（木）～１１日（火） 聖徳中学校職場体験受入
６日（木） 大原小学校２年生 見学と凧作り
８日（土） チャレンジ”大凧“２０２０ 8 畳大凧試し揚げ
８日（土） ２０１４年祝新成人２０畳敷大凧「のりつけ式」
８日（土） 近江八幡市社協障害児休日支援事業 見学と凧作り
１０日（月） 消防訓練
１１日（火） 五個荘中学校 グループ見学
１３日（木） 箕作小学校４年生「判じもん」の学習
１４日（金） 八日市南小学校・箕作小学校６年生 大凧作り
１６日（日） 全国凧揚げ浜松大会 参加
１６日（日） 家族ふれあいサンデー
１７日（月） 八日市南小学校４年生「判じもん」の学習
１８日（火） 八日市南小学校・箕作小学校６年生 大凧作り
２２日（土） 能登川南小学校５年生 凧作り
２２日（土） ええほん東近江ものづくり市 大凧出展
２８日（金） 八日市南小学校６年生 大凧揚げ
２９日（土） チャレンジ”大凧“２０２０ まとめ

