凧だより
2019.1.17
凧 日 程
１月の木曜凧揚げ例会は、中止致します。
１月２０日(日) 住之江区凧揚げ大会
時間
午前 10 時 30 分から
場所
南港中央公園
テーマ
角凧
主担当 坂井
梶、辻、崎濱、横山、坂井、石田(和)、木村、津村夫妻
１月２０日(日) 摂津５中校区
時間
午前 10 時から
場所
鳥飼小学校

凧揚げ大会

テーマ
土佐凧
主担当 濱中
濱中夫妻、中村、山下、竹内、花野、近藤
２月１０日(日) 淀川河川敷凧揚げ大会
時間
9 時 30 分集合
場所
淀川河川敷枚方地区
テーマ
土佐凧
主担当 坂井
沢山の方、参加お願い致します。
展示の凧および揚げる凧、凧づくりセットをご持参下さい。
2 月１７日(日)
聖賢小学校凧づくり教室
時間
午前 10 時から
場所
聖賢小学校
テーマ 土佐凧（約 50 名）
花野、濱中夫妻、山下、毛利
２月２１日（木）日本の凧の会大阪
時間
午後 1 時から
場所

淀川河川公園

木曜凧揚げ例会

太間地区
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２月２４日 枚方宿鍵屋凧づくり教室
場所
枚方宿鍵屋博物館
テーマ
六角凧
梶、辻野、中村、崎濱、毛利、安宅
凧揚げ大会のご案内
１３８タワーパーク全国凧揚げ大会(尾張一宮支部主催)
日時 ２月１７日
場所

一宮市１３８タワーパーク

(詳細は坂井代表まで)

報
告
１２月９日(日) 日本の凧の会大阪 １２月凧揚げ例会
午後１：００～ 淀川河川敷 太間地区
大矢、辻野、石田(和) 毛利、辻、竹内、近藤、濱中、崎濱、花野、梶、
田渕、中村、田上さん、荒平さん、井上さん
12 月に入ってもしばらく暖かかったのであるが、今日は寒波の到来で寒い。
この冬一番の寒さである。寒いのであるが風は良風。どの凧でも揚がるような
心地いい風に空も賑やかになる。
ハタ、コブラカイト、ミニオンカイト、鳥凧、角小凧、唸りを背負った大
型の角凧、バラモン、六角凧、五十崎凧、ふとん凧、田原風凧、ゴーストカイ
ト、湯沢凧と次から次へと揚がる。
風がいいので忙しい中、寝屋川市の広報の方も来られ、正月版の広報用に布
団凧で子どもが凧揚げを楽しむ写真を撮られていた。また、子どもが作った凧
を持参して凧を揚げる家族連れも来られ、間もなく正月になる雰囲気満天の凧
揚げとなった。
3 時過ぎ、寒かったが凧揚げに満足して順次解散となった。（報告 花野）
１２月１６日（日） 住之江区凧作り教室
午後 1 時 30 分から 住之江区役所 2 階大ホール
横山、辻、山下、石田(和)、崎濱、近藤、辻野、濱中
凧作り教室は、充分な広さがあるホールで動きやすくマイクを持っての指導
をした。始めは揃っての進行をしたが、遅い人が出だして、各テーブルを廻り
ながらの進行にした。各テーブルに一人の講師が付き添い指導をしていたので
時間のズレはうまく修正できた。凧は 3 時ごろにできあがった。
皆で 1 月 20 日（日）南港中央公園凧揚げ大会に参加を依頼した。その日まで
に絵を書き、仕上げて空高く揚げてほしい。たくさんの賞品が用意（住之江区
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民だけ）されているそうです。私たち凧の会会員も参加して凧揚げに協力しま
す。（報告 濱中会員）
１月２日(祝，水) 日本の凧の会大阪 初顔合わせ凧揚げ会
午後 1：00 ～ 淀川河川敷 太間地区
木村夫妻、辻野、大矢夫妻と大矢ファミリー、辻、石田(和)、浮田、上田、
毛利、横山、近藤、崎濱、花野、安宅、谷、茨木、梶と梶ファミリー、
津村夫妻、中村、野間、田渕、山下、坂井、市原、平塚さん、田上さん、
井上さん 武田さん、荒平さん、親子連れ数家族が進呈石田ミニ凧で参加
恒例の２０１９年初顔合わせ凧揚げ会、弱風からバラモンが揚がる風が吹き
天候も良く楽しい一日でした。
太間の煮炊きサイトにて、まずは濱中さんが準備してくださって山下さん石
田さんの協力でぜんざいを作っていただき、皆で美味しくいただきました。又、
徒歩の方のみ御神酒も振る舞われました。ほぼ全員が集まった頃、新年の挨拶
を兼ね２０１９年の凧イベントのおしらせ、凧づくり、凧揚げ大会の手配をし
記念撮影を済ませ凧揚げ開始です。
会場は、お正月休みで子どもさん連れの家族が沢山凧揚げをたのしんでいま
す。風は弱くなったり、強くなったりしますが止むこと無く沢山の凧が揚がり
ました。カラフルな連凧、古代イカのぼり、ハタ、市原百足，ボックスカイト
恵比寿凧、京極だるま、八丈凧、せみ、龍字六角、フレキシブルカイト、白い
鳩凧の乱舞、絵柄も色々小角凧、日の出鶴六角、子どもさんに大好評のミニア
ンパンマン凧等。おわり掛けに風が強くなりバラモン凧のうなり合わせが始ま
り、バラモン凧多数、大分セミ、日の出鶴、だるまのうなりを響かせました。
辻野さんはじめ、皆さんに沢山差し入れをいただきありがとうございます。
（報告 坂井代表）
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「空への憧憬～凧師 岡嶌 毅の世界」展
期間 2019 年 1 月２日(水)～1 月 27 日(日)
場所 平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館・渡り廊下
開館時間 午前１０時から午後６時
入館および観覧無料
朱雀門が出来た頃に比べると会場は立派に整備されている。いざない館は歴
史公園の見どころ、出土品、資料などが展示してある。その渡り廊下に展示さ
れた。高さ 1800 くらいの六角凧だから大きなガラス張り廊下によく映えている。
凧図柄が切り抜きで作られている効果が見事に出て、外光が入り本当に美しい。
和凧の人物の眼に入れられた蝋もキラリと輝く。ショウケースが５台あり、ミ
ニ凧、ミニ百足が３体？ミニ凧をケイタイできる箱などマニア垂涎が並ぶ。歴
代の木版年賀状を和紙に刷った角凧。版画凧の下絵や糸巻きの設計図などに分
けて展示されていて見所は充分だ。
私、木村は３日に見学したが、東近江市大凧の鳥居勝久学芸員と２人して凧
揚げデモンストレーションを手伝った。会場前の朱雀門広場は、そこそこ風が
あつたとはいえ岡嶌さんの凧の「扱い易さ」には改めて感心させられた。ご自
身の年賀状で集大成ともなりそうと記されてあった。会期は 27 日まで。26 日は
平城宮大凧も揚がるという。多くの方にぜひ見ていただきたいものだ。
（報告

木村会員）

1 月５日(土)
歴博凧づくり（わくわく子ども教室）
歴博４階・第１研修室と難波宮公園
１時半から４時頃まで
木村夫妻、濱中、梶、谷
小学１年生が多数をしめる２１名。父兄はその半分くらい。１時半開会に遅
れをとる人もあったが、最初の凧絵を描く時間で吸収して乗り切る。
私、木村は少々風邪気味なので子どもたちとの接触を控えめにした。仲間の
活躍でゆっくりめではあったがうまく出来ている。３時から難波宮公園へ移動
して凧揚げ。
今年は揚がってくれるかと期待した風もしばらくするとなくなり万事休止。
公園内の環境は始めた１４年前と少しも変わらない。が、周りは次々と高層ビ
ルに建て替わっていく。
仮に、紙を変え骨を変えて軽い凧を取り入れても風の通りの悪さではどうに
もならない。今回で終了とぶっちゃけ安堵していた。が、新しい学芸員さんが
引き継いでいくらしい。
３日に平城宮跡があっただけに環境の違いをまざまざと知らされた。私は憮
然となった。立ち直れるかなー。
（報告 木村会員）
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1 月 7 日（月） 高校ラグビー優勝戦協賛ドリーム 21 凧揚げ大会
2 時から 3 時 30 分
花園ラグビー場 第 3 グラウンド
濱中夫妻、石田（和）、山下、上田、花野、津村夫妻、横山、坂井、崎濱、
毛利、近藤、米村、辻野、井上さん
一連の行事は、会員によるデモンストレーション凧揚げで始まり、中でも濱
中夫人の連凧が雰囲気を圧倒していた。その後、ラグビー優勝戦とほぼ時を同
じくして約 100 名に凧をプレゼントし、配布された凧は直ちにグランドで揚げ
られることになった。
風は３ｍ弱ほどの良風。子どもたちが揚げるにはちょうど良い風で、強くも
なく弱くも無く申し分ない状態である。幼稚園以上の子どもは、
「風に乗せれば
走らなくても揚がるよと」の指示に上手に糸を操り凧を揚げ、糸巻一杯に揚げ
る子が続出していた。幼い子どもたちは、親が揚げた凧を持ち楽しそうである。
強風ではないので糸を離してしまう子はほとんどいなかった。しかし、一件
だけ糸を離し電柱に絡まったのであるが、関西電力のサービスのおかげで電柱
から取り外してもらうことができました。
終了時間まで楽しんだ子ども達は、帰りがけ会員たちに「ありがとうござい
ました」と満足げな顔で挨拶をしてくれました。めったにない良風に子ども達
も会員も満足した一日でした。

（報告

花野）

1 月 13 日（日）1 月月例凧揚げ
午後 1 時より
太間河川敷公園
坂井、毛利、濱中、横山、花野、辻、崎濱、近藤、竹内、辻野、中村、
梶ファミリー、田渕、田上さん、荒平さん
会場に着いたとき、
「今まで風が無かったけど、いい風が吹き出した」と強風
にあたるような風が吹いていた。冬にしては日差しが暖かく感じられて、風が
あってもそんなに寒くない。時間が経つにつれて風が弱まったので、今日は強
風から弱風まで凧揚げを楽しませてくれる風でした。
揚がっていたバラモンに「音が懐かしくて」とうなりの音に郷愁を感じられ
て長崎五島出身の方が来られ、ひと時、バラモンを楽しんでおられました。
会員の凧では、バラモン、ダルマ凧、ふとん凧、とんび、角凧、六角凧、土
佐凧、コブラ、ミニ角凧、湯沢凧、ミニオンカイト、そして大型の奴凧が揚が
り、子どもが揚げるゲイラやぐにゃぐにゃ凧などとも競演となって賑やかな空
となりました。風が太陽の方向に吹いていたので日差しがまぶしかったことを
除けば、新年早々、最高の凧揚げ日和でした。
（報告 花野）
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会員短信
ジャパンカップで優勝しました
１２月の８日、９日、静岡の富士川河川敷にて開催された、
スポーツカイト 2018 ジャパンカップに参加して来ました。
チーム競技は、私の Team Wind
Ripper が 9 連覇で優勝です。
個人競技も、私のチームメン
バーで、1.2.3 位独占しまし
た。
2018 年を締めくくる大会で
最 高 の 結果を出せま したの
でご報告致します。
（報告 戸松会員）
凧の展示がされます。
・風人の平塚岩夫さんの凧が展示されます。
日時 1 月 11 日から 24 日 9 時から 22 時まで
場所 大東市立生涯学習センターアクロス ３階市民ギャラーリー
大東市末広町 1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内
問い合わせ 大東市立生涯学習センターアクロス 072-869-6505
・京都支部 岡嶌さんの凧が展示されます
「空への憧憬 凧師 岡嶌毅の世界」
日時 １月２日から２７日 １０時から１８時
場所 平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館 渡り廊下
・小野 喜象さんの凧が展示されます
日時 3 月２１日から 4 月 29 日
場所 京都府南丹市美山町 美山かやぶき美術館
お知らせ
金一封を頂きました
１１月の合宿の時、花木さんから「会報の郵便代にでも」と金一封をいただ
きました。ありがとうございます。
本来ならば、会報 2018-11 号にてお礼を申し上げるべきところ失念いたして
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おりました。お詫び申し上げます。
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。さり気無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、1２月納会凧揚げ会、２０
１９初顔合わせ凧揚げ例会、高校ラグビー協賛凧揚げ大会を、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
ら坂井代表までお知らせ下さい

http://takonokaiosaka.com/
会報をいただいております。
凧の会 風人
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