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凧だより 

                         2021.11.1 No 2021-11 

 

凧 日 程 

１１月１４日（日）日本の凧の会大阪 日曜凧揚げ例会（担当 濱中） 

時 間  午後１：００～   （雨天順延２１日） 

   場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

１１月２５日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ例会（担当 濱中） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

   場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

１２月１２日（日）日本の凧の会大阪 日曜凧揚げ例会（担当 大矢） 

時 間  午後１：００～   （雨天順延１９日） 

   場 所  淀川河川敷 太間地区（少人数になる可能性） 

 

１２月２３日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ例会（担当 大矢） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

   場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

催事の案内 

１２月４日（土）十三博愛社 凧づくり、凧揚げ会  （募集） 

時 間 午後１２：３０〜１６：３０（集合１２：００） 

場 所  十三博愛社 （淀川ローターアクトクラブ主催） 

内 容 土佐凧（凧作り・絵を描く・公園への行き帰り・凧揚げ） 

講 師 主担当・大矢・田渕・木村あと２人ほど募集。 

コロナ対策をして昨年も計画しましたが中止されました。事前に食事を済ま

せて集合ください。初めてのゆとりのない時間割ですが、よろしくお願いいた

します。子供１０名、ローターアクトクラブ８名、先生３名 

 

１２月１２日（日）住之江区凧づくり教室（募集） 

時 間 午後 1 時半から 3 時半まで 

場 所 住之江区区民ホール（住之江区役所内） 
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内 容 凧作り指導 土佐凧 （１００枚送付・大会は１月２３日） 

 講 師 主担当・坂井。前回に参加いただいた方よろしくお願いします。 

 

１２月２６日(日) ドリーム２１ 凧つくり教室 （募集・新行事） 

 時 間 午後 1 時から 3 時まで 

場 所 ドリーム２１ B１講堂 （駐車場・ドリームのいつもの場所へ） 

内 容 凧作り指導 土佐凧 子ども３０名   （来春用納品１００枚） 

 講 師 主担当・木村。（２名募集・年末ですが、ご協力をお願いします。） 

  

*講師の申し込みは、１１月１４日（日）および１１月２５日（木）凧揚げ会場

で。又は電話（072-761-1755）で木村さんまで。 

 

*来春のドリーム２１と河川大会用に土佐凧製作を若干、募集します。ご協力を

お願いします。（既に手配済みがありますので、今回は５０枚です。１１月１４

日に配布して、１２月の例会に持参ください。） 

 

報  告 

１０月１０日（日） 日本の凧の会大阪 １０月日曜凧揚げ例会 

石田(和)、上田、大矢夫妻、梶、川嶋、木村夫妻、近藤、坂井、崎濱、田淵、

辻、辻野、中村、野間、花野、山下、井上さん、田上さん 

今回はほとんど風が吹かず、風速計は終始０～0.4m/ｓ程度。１０月とは思え

ない日差しを避け、木陰で一休みが多い凧揚げでした。久しぶりに坂井さん、

花野さんが例会に復帰。やはり支部のレジェンドがいると、場の雰囲気が華や

かになる感じがします。また、石田さんからお菓子の差し入れ。ありがとうご

ざいます。 

風が弱くても凧を揚げる心意気が支部の特徴でしょうか。ハタ系の凧、角凧、

田原凧、ごんぼいか風の凧、横長のくまモン柄の凧、泉南蜂、泉南三つ重ね扇、

小ふとん凧、チューブカイト等がほんのわずかな時間ですが揚がっていました。 

凧も竹・和紙だけではなく、カーボン素材・リップストップ等を使用したも

のが多く見られます。例会でも、ビニール（ナイロン）袋を利用した「骨なし

カイト」が良く揚がっています。小ふとん凧が多いのですが、カラフルなチュ

ーブカイトも最近目につきます。チューブカイトは支部の凧揚げでは竹内さん

（ミニオン柄）、井上さん(レインボー柄)が早くから揚げていたと思います。そ

の後、崎濱さん、辻野さん、坂井さん、田淵さん達が続いています。坂井さん

が支部便り№2021.10 に作り方を掲載していますので、挑戦してみてください。

チューブカイトは一個でもきれいですが、崎濱さんは複数個を繋いで揚げてい
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ます。小ふとん凧、チューブカイトが太間地区の空を席巻する日が近いかもし

れません。 

風がほとんど吹かない中、午後３時過ぎ解散。  

 

〇奥田光信・遺品整理パート３報告 

風待ちの合い間の遺品整理パート３です。今回は小物類が中心です。絵付け

関連用品（彩色用の筆、平刷毛、刷り込み刷毛、筆ペン、墨汁等）、テープ類（う

なり用テープ、キラキラテープ、梱包用テープ等）、書籍類（凧の会会報、江戸

凧大全集、干支凧の下絵集等）、その他にリール、ナイフ、竹割なた（四つ割り

用）、コンパス等がありました。いずれの品もきれいに保管されており、所有者

の人柄がしのばれます。参加者が希望する品をそれぞれもらいました。特筆す

べきは遺品の中にかなり高級な麻糸の束があり、これは希望者による入札とな

りました。（今回は木村さんに代わっての報告です）。 

木村さん、花野さん、搬出、搬入いろいろご苦労様でした。 

 

〇揚げ糸ありがとうございます。 

前回に引き続き、野間さんがポリエステル製の金剛打ちの揚げ糸を提供して

くれました。小凧には向きませんが、強風時に大きな凧を揚げるには最適と思

います。ありがとうございます。 

 

〇注意喚起の事 

＊忘れ物、落とし物に注意 

凧揚げ会場や公共交通機関内での忘れ物や落とし物に気を付けましょう。報

告者も凧揚げ時に揚げ糸やうなり、折りたたみ椅子、サングラス等を忘れたり、

落としたりしたことがあります。幸いいずれも無事戻ってきましたが、気を付

けたいものです。 

 

＊凧や揚げ糸の置きっぱなしに注意 

風が吹かないと、揚げ糸を伸ばしたまま地面に放置することがありますが、

休日の時は子供達が多いので、揚げ糸や凧は速やかに片付けましょう。 

 

＊凧を揚げる時、周囲の状況に注意 

風が弱かったので、少し走って揚げようとしました。走り始めたら夫婦連れ

が連れていた小型の犬に追いかけられ、足に噛みつかれそうになりました。凧

を揚げることに気を取られて、犬がいることに気が付きませんでした。大勢の

人がいる場所ではリードを付ける事は常識と思うのですが、通用しないのかも
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しれません。凧を揚げる前に周囲の状況をしっかり把握する事が大切です。 

支部のモットー「楽しく、怪我なく、元気よく」の心で、凧揚げを楽しみま

しょう。                       （報告 梶さん） 

 

１０月２１日（木） 日本の凧の会大阪 ９月木曜凧揚げ例会 

 上田、大矢夫妻、梶、川嶋、木村、坂井、崎濱、佐藤、田淵、辻野、野間、

花野、濱中夫妻、山下、荒平さん、井上さん、中野さん、長野さん 

今回は少し肌寒く感じられる中での凧揚げ例会です。3ｍ/ｓ前後の風が吹き、

いろいろな凧が揚がりました。時折風が弱くなる事もありましたが、久しぶり

に凧揚げを堪能できたのではないかと思います。 

ハタ（2 枚連結もあり）、崎濱扇凧、角凧（大小、もののけ姫のアシタカ、宇

治川合戦等図柄各種）、六角凧（大小）、アブ凧、カラス凧、トンビ凧、ごんぼ

いか風の凧、朝鮮凧、駿河凧、津軽凧、いかすタコ、イカ型創作凧、フレキシ

ブルカイト（パラフォイル凧、グニャグニャ凧、エアーボーンカイト等、勿論

チューブカイト、小ふとん凧も）、バラモン凧，人形凧（図柄：傘娘）等様々な

凧が揚がっていました。 

津軽凧は独特のうなりの音を響かせ、細工系の人形凧は、尾無しで見事に揚

がっているのには感心しました。 

チューブカイトは前回よりもその数を増し、野間さんはリップストップの六

角凧を先頭に 3 個のチューブカイトを繋げて揚げ、支部名物の小ふとん凧も数

枚綺麗に飛揚していました。 

カラーシートの凧はその色の鮮やかさにより曇り空でもよく映え、和凧はそ

の点ではやや劣勢に立たされているかもしれません。ただ、凧にはそれぞれの

魅力がある事には間違いないと思います。 

今回も様々な差し入れがありました。辻野さん、大矢さん、佐藤さん、あり

がとうございます。 

１５時３０分頃解散。 （報告 梶さん） 

 

 

連載⑯・絵手紙で心をつなぐ 谷圭子の「わたし元気よ」 

お孫さんにもらったのでしょうか、キラキラと光る魔女が箒にまたがるシー

ルが貼られています。ハロウィンのシンボル・お化けカボチャやコーモリや蜘

蛛のシールもあり、お孫さんと一緒に描かれていたのかもしれません。色鉛筆

でサラサラと描いて出していただき、お元気そうな様子が伺えます。ハロウィ

ンは魔女やお化けに仮装して「お菓子をくれなきゃいたずらするぞ」と遊ぶら
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しい。ちなみに、ハロウィンはアイルランドが発祥の収穫祭で、春を待つお正

月のようでもあるといわれています。 

さて、行楽の良いシーズンになってきました。フイルターに描かれた特集・

秋の七草をお楽しみください。（報告 木村さん） 

 

１０月１６日・ハロウィン これ何なの 何処の

国から 

「HALLO WEEN」っていつからこんなになった

の？子供じゃなくて若者が喜んで町中大騒ぎで

遊びまわる。これが意味わからん。ひ孫見に滋

賀まで行って来ました。一週間 大勢の人との

生活楽しかった。コロナちょっと出歩けるよう

になってよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女郎花（おみなえし） オミナエシ

科 

黄色の小さい花をいっぱいつける。 

傘状にひろがる根は乾かして利尿剤

とする。 
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芒（すすき） ススキ イネ科 

ススキによく似た「刈萱」カルカヤ

もイネ科。 

 

 

 

 

 

 

桔梗（ききょう） キキョウ科 

五裂の鐘状の花。紫色と白色あり。

根はごぼう状で太く乾かしたもの

を桔梗根とよび鎮咳薬。 

 

 

 

 

 

 

撫子（なでしこ） ナデシコ科 

花弁五枚 上端細裂。 

種は黒色で小さい。利尿に有効。 

他カワラナデシコ・ヤマトナデシコ。 

 

 

 

 

 

藤袴（ふじばかま） キク科 

淡紫色の花。花は薬品臭い クマリ

ンの臭。 

香りは葉を干すと生じる。 
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葛（くず） 豆科 

根を掘ってクズ粉作り食す。 

紫色の花に黄色のポイント。 

 

 

 

 

 

 

 

萩（はぎ） 豆科 

亜灌木 蝶形の花 葉は複葉。 

花の色は紫色・白色￥ある。 

 

 

お知らせ 

新規会員の紹介（2 名の方です） 

中野 敏和さん 

大阪市旭区在住、崎濱さんを中心とした太子橋凧揚げグループの常連の

方で、１０月の木曜凧揚げ時に入会されました。 

長野 正光さん 

四条畷市在住、去年か今年の河川財団の凧揚げの時ハタを揚げていた方。

その後時々太間でハタを一人で揚げているのを見かけました。今回、１０

月の木曜凧揚げ時に入会されました。 

 

お悔み申し上げます 

韓国凧をこよなく愛した寝屋川の岩淵敏彦さんが、9 月に亡くなられました。

ご冥福をお祈りいたします。 
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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。１０月の凧揚げ例会を新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/ 

 


