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凧だより 

                         2021.1.4 No 2021-1 

明けましておめでとうございます 
 昨年はコロナ禍で巣ごもり。個人のテーマは伸展されたようです。が、対外

的な行事は足踏みが続きました。そんな中、課題であった大凧製作は濱中ご夫

妻と坂井さんのご尽力で見事に完成し、試し揚げも成功して当日を待つばかり

となりました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。今年も良い風

に恵まれますように。そして、楽しく、怪我なく、元気よく、がんばりましょ

う。新春の行事はコロナ対応です。多数の参加をお願いします。 

                         （報告 木村さん） 

 

 

凧 日 程 

１月９日（土） ドリーム 21 高校ラグビー決勝戦協賛凧揚大会（担当 木村） 

✼東大阪の児童文化スポーツセンター「ドリーム２１」の施設管理者が代わり

坂井さんと共に２回の打ち合わせに参加しました。今回のラグビー大会は無観

客で高校日本一を戦うことになりました。支援、応援という意味もある凧揚げ

会はソーシャルディスタンスを配慮しての開催になります。例年にない検温や

簡単な開会式（閉会式）もあります。 

㊟会場の競技場は芝生ですので、運動靴で参加ください。午後１時頃には参集

ください。 
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時 間  午後２：００～３：３０ 

場 所  花園ラグビー場サブグランド 

内 容  凧揚げ演技、土佐凧配布１００枚、凧揚げの指導 

   講 師  石田（和）、上田、木村夫妻、坂井、崎濱、佐藤、山下、 

濱中夫妻、辻野、川嶋、花野 

 

１月２１日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ会（担当 木村） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

２月１４日（日） 淀川河川環境財団凧揚げ,凧づくり,大凧揚げ（担当 木村） 

和凧の手作りを通して日本の伝統的な遊びや、冬ならではの公園の楽しみ方を

体験してもらうことを目的として開催されます。 

時 間  午前９時 集合  弁当は持参ください 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

内 容  １０時スタート。（凧作り指導・土佐凧） 

◎凧作りの部は HPより事前申し込みの（先着１０名）  

10:00/11:30/13:30  各１時間３回 

◎お絵かきの部は HPより事前申し込みの（先着１０名） 

10:00/11:00/13:00/14:00 各３０分４回 

◎みんなで凧揚げ、大凧飛翔、かわり凧フライト、 

10:00〜15:00（分担表を作る予定） 

講 師   安宅、石田（和）、茨木、大矢夫妻、梶、木村夫妻、 

坂井、崎濱、佐藤、野間、濱中夫妻、辻野、近藤 

川嶋、 

 

２月１４日（日） 聖賢小学校凧つくり教室（担当 花野） 

時 間  午前 10 時から 

 場 所  聖賢小学校 

 テーマ  土佐凧 

 約 40 名の受講者です。主担当・花野、上田、谷、山下 

 

２月２５日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ会（担当 梶） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

   場 所  淀川河川敷 太間地区 
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凧揚げ大会の案内 

1 月 11日（月・祝） 新春三木凧あげ祭り 

  時 間 10時から 14時 30分 

  場 所 三木総合防災公園 中央広場（三木市志染町三津田 708） 

山陽自動車道 三木東インター下車 

左折後、直進して 4つ目の信号（三木総合防災公園）を左折。 

 

報  告 

１２月１３日（日） 日本の凧の会大阪 １２月日曜凧揚げ例会 

  時間 午後１時から  場所 淀川河川敷太間公園 

上田、山下、石田（和）、辻、花野、近藤、坂井、大矢夫妻、濱中夫妻、 

木村夫妻、田渕、梶、川嶋、谷、辻野、荒平さん、 平塚さん 

 １２時過ぎ到着。コロナ騒ぎが再燃し河川敷も日曜日にしてはまばらですが、

もうすでに沢山の凧が揚がっています。まずは腹ごしらえをし、凧揚げ準備開

始。 

大石をアンカーにし、安全を取り杭を打ち河川敷財団の大凧を揚げる準備に

取りかかる。少し風が弱くなったのですが、濱中製横４．５ｍ縦３．５ｍの畳

約１０畳弱のふとん凧は少しの糸目調整を済ませ安定良く揚がり、弱い風から

やや強い風まで安定良くテストフライト合格です。２月の淀川河川敷凧揚げ大

会が楽しみです。大凧をバックに完成を祝いみんなで記念撮影。 

風は正午頃をピークに少し弱くなったり強くなったりを繰り返す。空高く連

凧、バラモン凧、剣ボウソウ、朝鮮凧、疫病退散ふとん凧、１.５ｍの美人姿の

ぼり、キャラクター凧、自転車凧、雷どうじん、吉野のぼり、泉南セミ凧、ハ

タ、大小角凧、安城福助など風に合わせてたくさん揚りました。小さな子ども

さんも特別参加いただき賑やかでした。 

 また､山下さんが自動車を卒業するため、放出の素晴らしい大凧を皆さんゲッ

ト致しました。谷さんより美味しいお菓子の差し入れがあり３時のおやつにい

ただきました。ありがとうございます。        （報告 坂井さん） 

 

１２月２４日（木）  日本の凧の会大阪 納会凧揚げ 

  時間 午後 1：00 から 場所 淀川河川敷太間地区 

 上田 山下 濱中 木村夫妻 坂井 梶 近藤 川嶋  

 荒平さん 井上さん 寝屋川市の方 

 今年の納会凧揚げ例会となりました。春頃よりコロナ旋風が吹き荒れ何処も

行けず飲みに行ったのは１月頃一回だけです。総て予定が狂いっぱなしで遠出
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は出来ず寂しい１年でした。来年も多分続くのでしょうね。疫病退散を願うば

かりです。ようしこの一年の鬱憤晴らしに一杯凧を揚げようと出発しましたが、

今にも降りそうな感じですので雨用の凧と雨具を積み出発。 

１２時過ぎ皆さん到着済です。軽く昼食を済ませて待つも無風状態です。前

回にひき続き山下さんの大凧放出があり私も大きな日の出鶴の大凧をゲット致

しました。空の方は、風が吹かず、風を待ちきれず皆さん走り揚げるも残念で

すがあえなくダウンです。寝屋川地元の方も１３日に続き参加いただき、立派

な飛行機凧を走って揚げてくれました。１時半頃より予報通り雨となりました。 

本年の締めくくりの挨拶と来年の凧揚げを楽しみに流れ解散としました。 

                       （報告 坂井さん） 

 

 

連載⑥・絵手紙で心をつなぐ 谷圭子の「わたし元気よ」 

１１月のある日、コーヒーを入れるペーパーフイルターに「春の七草」と「秋

の七草」が描かれた楽しい作品が届きました。裏は説明が記されています。独

特の台形の形９枚に紐を通して一編が綴じられています。真白で和紙にも似た

手触りですから墨や絵の具がうまく馴染んでいます。フイルターの使い方が面

白く、エンボスもアクセントになっています。同封されたお手紙の一部を先に

載せて今回は春だけを紹介します。なぜなら、1月 7日の朝にこれらの野草・野

菜が入った「七草粥」の風習があるから。近頃ではこれだけ揃ったお粥はいた

だけません。ぜひ、特集・春の七草をお楽しみください。（報告 木村さん） 

 

 何か記録に残せるものはないかと考えて鶴見緑地、淀川土手、植物園、生駒

山等をまわり数年かかって描きました。季節の草花なので自分の足でまわるの

がしんどかったです。花の由来などは

人に尋ねたり植物図鑑や図書館で調べ

ます。今では私の宝です。時々それを

模写して描いていると、一昔前の花の

姿が浮かんできて苦労したことなどを

思い出し嬉しくなります。 

名前や形から縁起物とされている春

の七草。「芹、ナズナ、御行、ハコベラ、

仏座、スズナ、スズシロ、これぞ七草」

と五七調で言えば覚えやすいですね。 
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芹  セリ科 

競い勝つ  お互いに競い合って 

勝とう頑張ろうという意味。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御行 御形 ゴギョウ ハハコグサ 

仏体 ホトケの身体との意味がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏座 ホトケノザ コオニタビラコ 

 菊科 

佛の安座 ホトケサマが座る席のよ 

うに地面にはっている。 

 

 

 

 

 

 

 

薺 ナズナ（ペンペン草）十字花科  

なでて（なずって）けがれをはらう（祓

う）と意味がある。根はゴボウの香り

する。 

 

菘 スズナ カブラナの異称 

神様を呼ぶ鈴と言われている。 

 

蘩蔞 ハコベラ ナデシコ科  

広がる はびこる 子孫繁栄の意

味がある。 
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蘿蔔（スズシロ） 大根の別称  

アブラナ科 

穢れのない純白の意味と 

されている。清白 スズシロ。 

 

 

 

お知らせ 

日本の凧の会大阪 ホームページ 

毎月２回以上張り切って更新しています。さりげなく皆さんの活躍凧揚げを

掲載していますのでご覧下さい。１２月凧揚げ例会を新ＵＰしています。スマ

ホからもご覧いただけます。   

又、UP ご希望の写真、記事がありましたら坂井さんまでお知らせ下さい。 

http://takonokaiosaka.com/ 

 

公園一時使用に関する注意事項 

淀川河川公園管理者から公園一時使用に関する注意事項の改訂版が出されま

した。ご一読の上ご協力ください。 

 

「公園一時使用届」 

届出に際しての注意事項 

１．届出者は本紙記載内容を理解し、届出内容を参加者にも周知すること。 

２．届出者は次の内書を前提としたことを承知したうえで公園管理者へ届出す

る。 
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(1)団体使用や日常的でない公園使用の把握、緊急時の対応を速やかにすること

等を目的としており、場所の予約や確保、内容の許可ではない。 

(2)届出場所の排他的・独占的・優先的使用を認めるものではない。 

(3)営業を目的とした行為は行えない。 

３．次に示すような場合、届出受理後でも受理の取り消し、実施の中止を指示

することがある。 

また、以降の届出や許可申請を受理しないことがある。 

(1)届出内容に偽りがあった場合、不正な手段により受理を受けた場合。 

(2)本紙記載内容である注意事項を守らない場合。 

(3)都市公園法、都市公園法に基づく規定、またはその他法令等に違反した場合。 

(4)公園の保全、または公園利用者に支障が生じた場合。 

(5)公園の運営上、または公益上やむを得ない必要が生じた場合。 

(6)届出者および届出内容参加者に”暴力団員による不当な行為の防止に関する

法律”第 2条第 2号に規定する暴力団員及び、同条第 6号に規定する暴力団員

等に該当する場合や、その他反社会的勢力に属する者がいると認められる場合。 

４．公園利用者は「迷惑をかけないよう留意すること.また、次の内容を順守す

ること。 

(1)公園利用者の安全を守るよう、必要な措置を講ずること。 

(2)公園を損傷し、汚損するなど公園の利用に支障を及ぼすおそれのある行為を

しないこと。 

(3)公園の風致及び美観や、その他公園としての機能を害しないこと。 

(4)公序良俗に反することがないこと。 

５．受理された届出内容の事項を変更しようとするときは、公園管理者の確認

を仰ぐこと。 

６．届出期間が満了したときは公園を直ちに原状を回復すること。なお、早急

な原状回復が困難な場合は、公園管理者の指示に従い必要な措置をとること。

また、施設等の損傷・汚損・滅失した場合は、これを修理等で現状回復、また

は損傷を賠償すること。 

７．事故が発生、またはその恐れがあると判断される場合は、速やかに公園利

用者の安全を図るとともに、公園管理者へ報告を行うこと。また、一切を届出

者の責任において処理すること。 

８．当該催しにより生じたゴミは催し終了後、責任をもって処理すること。 

９．拡声器等、音を増幅する装置類や発電機を使用する場合や演奏等で大きな

音や光を発する場合、もしくは電波等を発す場合は届出書面内に記載し、公園

管理者の指示に従うこと。 
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１０．各団体等において、新型コロナウイルス感染拡大防上のため、以下の事

項を遵守すること。 

(1)風邪等の症状があり、体調不良を感じられる方の外出は控えていただく。 

(2)可能な限りの感染症対策(マスク積用、手洗い。うがいの徹底等)に努めてい

ただく。 

(3)他の一般来園者とは、最低 2m以上離れて活動していただく。 

(4)団体活動を行い、その参加者に新型コロナウイルス感染が確認された場合、

速やか自治体による聞き取り調査(団体名・参加者リスト・連絡先・開催概要・

場所等の聞き取り)に全面的に協力していただく。 

１１．その他内容について、届出時もしくは届出内容実施時に公園管理者の指

示があれば従うこと。 

 

 

 

 

 


