
1 

 

 

凧だより 

                         2022.5.30 No 2022-6 

凧 日 程 

６月１２日（日）日本の凧の会大阪 日曜凧揚げ例会（担当 坂井） 

時 間  午後１：００～   （雨天１９日に順延） 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

６月２３日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ例会（担当 坂井） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

７月１０日（日）日本の凧の会大阪 日曜凧揚げ例会（担当 梶） 

時 間  午後１：００～   （雨天１７日に順延） 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

７月２１日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ例会（担当 梶） 

時 間  午後１：００～   （雨天中止） 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

 

日程は未定ですが、７月の平日に大矢さん指導の下、凧道場を開催いたします。 

なお、関西大会は９月の月例会での開催を予定しています。（詳細後日） 

 

報  告 

５月８日（日）日本の凧の会大阪 日曜凧揚げ例会（担当 田渕） 

時 間  午後１：００～  

天気 晴れ 気温２３℃ 風速 1.8ｍ/s～3.5ｍ/s  

 場 所  淀川河川敷 太間地区  

安宅、石田和、大矢夫妻、梶、木村夫妻、坂井、崎濱、佐藤、谷、辻、 

中村、野間、花野ファミリー、濱中夫妻、山下、近藤、田渕、川嶋、 

大村夫妻、荒平、平塚、 

武田さん、井上さん、田上さん、裏川一雄さん(東京本部 世話人)、 

本日は、五月晴れでとても気持ちのいいコンディションでした。風は時々止

まったりしましたが凧揚げにはまあまあの良風でした。大型ピカチュウふとん
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凧、各種小型ふとん凧、六角凧、鳥凧、各種六角凧、江戸凧、鯉のぼり凧、と

んがり凧、袖凧、奴凧、虻凧、だるま凧、バラモン、ヒコーキ凧 ハタ、ウク

ライナ田原凧、各種横勝独楽凧、他多数の凧が揚がり良かったです。  

午後２時から青空総会と親睦会でした。青空総会では、木村代表より 2021

年活動報告、大矢さんより会計報告、梶さんより会計監査報告があり、また、

木村代表より 2022 年度活動方針、大矢さんより会計方針が報告されました。 

木村代表より大阪の会則 役員改選については、５０周年まで現状の役員で

お願いしたい。八尾国際交流センターによる凧行事(12 月 久宝寺緑地)につい

ては協力したい。７月の凧道場(相良凧 大矢さん)は、１５～１６人参加が見

込めるので実施予定。他各種大会は、コロナの感染状況によることとなった。   

会員同士の名前が分からないことから会員名簿・名札などの話し合いがありま

した。 

以上、2021 年活動・会計報告、2022 年度活動方針が承認されました。 

その後新会員の入会式がありました。中野敏和さん、長野正光さん、大村正

治さんご夫妻、荒平和男さん、平塚岩男さんです。なお、次の方は入会はされ

ませんが、今まで通りのお付き合いということで、井上明彦さんと田上さんお

よび武田さんでした。 

あと親睦会でお茶と多数の方からの差し入れと楽しい様々なお菓子の袋詰

めをいただきました。総会準備をしていただいた方々ありがとうございました。

感謝、感謝です！！  

  

「一言インタビュー」第５弾  

〇皆さんこうやって集まって楽しく凧揚げ出来ることは、非常に大事なことで

す。(武田さん)  

〇風のある時は、唸り揚げて快感です。(崎濱さん)  

〇今日は、天気がいいから来ました。みんなに会えていいですよ。(濱中夫人

さん)  

〇今日も元気で凧揚げしましょう。(平塚さん)  

〇今日も元気で頑張りましょう。(坂井さん)  

〇まあほんと福岡からこっちに来て、皆様の仲間に入れてもらって楽しませて

もらっています、江戸凧は、自分できっちりと揚げられるようになりたい。(大

村さん)  

〇今日 よう揚がる凧 ええ風やで今!!(田上さん)  

〇凧作りとは、軽く丈夫に作ることなり(梶さん)  

〇元気で凧揚げできる日を楽しみにしています。(中村さん)   

〇凧の会の皆様にめぐまれて喜んでいます。もう８７歳を過ぎました。元気い
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っぱい頑張っています。(佐藤さん)  

〇今日は天気のいい中でありがとうございます。皆様と４０周年以来お会いで

きてたいへん嬉しいです。(裏川さん)  

〇今日は風もあるし参加者も多いし楽しいです。(井上さん)  

〇元気みんな凧揚げやりましょう。(濱中さん)  

  

今日の風に満足した一日でした。 （報告 田渕さん） 

 

５月１９日（木）日本の凧の会大阪 木曜凧揚げ例会（担当 田渕） 

時 間  午後１：００～    

 天気 晴れ 気温２８℃ 風速 1.3ｍ/s～4.0ｍ/s 

 場 所  淀川河川敷 太間地区 

石田(和)、茨木、大矢夫妻、梶、木村夫妻、坂井、崎濱、佐藤、辻、中村 

野間、花野、濱中夫妻、山下、近藤、辻野、川嶋、中野、大村夫妻、荒平、 

田渕、井上さん、故 上田さんの姪っ子であるお二人(酒向さん)、  

本日は、故、上田良市さんの追悼凧揚げ会です。上田さんの姪っ子の姉妹が

参加され午後 1時に集合写真を撮影し、全員で黙祷しご冥福をお祈りしました。  

午後 2時前から皆に持ち帰ってもらう凧遺品整理をしました。今日の天気は、

薄曇りで少し暑く風力 3.0ｍ/s 前後で凧揚げには好日でした。崎濱さんの『平

和の白い鳥凧』30 羽以上が群舞して見事に揚がっていました素晴らしかったで

す。 

各種小型ふとん凧、各種六角凧、トンビ鳥凧、とんがり凧、頭切凧、マチ凧、

バラモン、ハタ、鉄腕アトム田原凧、アンパンマン田原凧、パイプカイト、 
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複十字凧、奴凧、他多数の凧が揚がりました。また、坂井さんが複十字凧を新

しく考案されました。横勝独楽凧も驚きなんですが、複十字凧の凧性能にも驚

愕しました。次回例会までにみんなで作りましょう。 

3 時過ぎ凧揚げに満足し、上田さんの凧遺品をお土産に解散となりました。  

                   （報告 田渕さん） 

 

上田さんを偲んで 

写真も上手だった上田さん 

先日の故・上田良市さんの追悼凧揚げ会はお天気と良い風に恵まれた。公園

入り口付近では崎濱さんの枝分かれ鳥凧が、白いアーチのようになって、見事

に揚がっている。まるで天使の舞のように神聖なものを感じた。ありがたいこ

とに、この日のために白い凧を作って揚げてくれていた会員もあったと聞く。

上田さんの姪・酒向（さか

こう）さん姉妹も参加され

て賑やかになった。 

 青空凧市で、私は会津ベ

ロ出し唐人や泉南丸凧の金

太郎や兎などを頂いた。バ

ンコックの一文凧を模した

可愛い小動物の凧（裏面に

は上田とサインのある）を

揚げながら、しばし、時を

さかのぼった。1980 年頃の

「世界の凧展」に出品され

た時のもののようだった。

（写真撮影は田渕さん） 

板に貼られ、かなり色褪せした３L位の大きさの写真が目に止まった。1990年

に清水・美保で開催された全国大会の集合写真だ。国際大会と銘打って、海外

からの凧仲間が大勢参加された様子が見てとれる。もう１枚は、その時に揚げ

た大きな「仙花凧」の後ろに並ぶ大阪会員のもので、写真がご趣味でもあった

上田さんの撮影ではないかと思う。右端に並ぶ上田さんの手に大きなカメラは

見られないから、三脚で撮られたものだろう。大会の写真で私らはお世話にな

ったものだった。大谷さんを筆頭になつかしい顏が見え、一人一人の名前が入

った半纏が素敵だ。この大会がよほど印象的だったのだろう、近年まで手元に

置いて楽しんでおられた様子が伺えた。 
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 あらかじめ、ご遺族にリクエス

トしていた瓢箪柄の「半纏」が出

てきた。端々がボンドで汚れては

いるけれど活躍した勲章とも言え

るものだ。これは洗濯して何方か

に使ってもらえるようにしたい。 

逆に顧問の石田順哉さんから「残

された凧絵の中に（奥様の描かれ

た）『八百屋お七』があるはず、で

きることなら見つけておいて・・・」

との依頼があった件は終盤に発見

できて責を果たせた。大判和紙

（940X620）に「お七」の顔が迫力

を伴って描かれている。久しぶり

に青空の下にあらわれたので、照

れているようにも見えた。後日に

わかったが、奥様の満喜枝さんは

この３月にお亡くなりになられた

という。古参の者は少なからずお

世話にもなっていたはずで、満喜

枝さんの追悼会でもあったなーと遅まきながらそう思った。上田さんと共にご

冥福を祈りたい。今回の追悼会はいろいろな事を思い出させてもらった。 

木村 

 

大変面倒見のいい方で私が凧の会に入会頃、凧の事を色々と教えていただき

ました。すごく温和な方で怒ったところを見たことがありませんし、凧の会み

んなのお世話も率先していただきありとうございました。はすのうてなで皆さ

んと凧揚げを楽しんで下さい。           合掌 坂井 

 

 皆さんもご存じ通り、上田さんは寡黙な人でした。幹事として長らく会の世

話は率先して、しかし、でしゃばることなく行動する人でした。毎年の正月 2

日の初顔合わせのおぜんざいの調理では、もくもくとお餅を焼いておられたこ

とが強く記憶に残っています。 

長きに渡り大阪支部のお世話ありがとうございました。本当にご苦労様でし

た。天国でも、寡黙に皆さんの世話をされるのでしょうか。凧揚げも楽しんで

ください。                      花野 
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日本凧の会大阪のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。  

ご生前のご活躍に深く感謝するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。  

                           田渕 

 

上田さんとは凧を通して４０年以上の付き合いでした。上田さんの凧揚げスタ

イルは物静かで、強風の中「だるま絵」の六角凧を安定良く揚げていたのをよ

く覚えています。 

いろんな種類の凧を揚げていたように思いますが、私の中では上田さんは「名

古屋扇凧の揚げ手」という印象が強いです。凧揚げ例会の時、上田さんが浮田

さんと二人で名古屋扇凧を揚げているのをよくみました。太間公園で名古屋扇

凧が揚がっていれば、上田さんか浮田さんが来ていることの合図のようなもの

でした。 

最近、名古屋扇凧が揚がっているのを見る事がありません。「上田さんの追悼

凧揚げ」の時、名古屋扇凧を持って行ってはいたのですが、結局揚げずじまい

でした。次回例会には揚げてみようと思っています。   梶 

 

凧づくり 

「中張り」恐るべし 

変形六角凧（会員横山氏愛用の独楽凧）の下横骨を「中張り」にすると尾無

しでぶれもせず、素晴らしい結果が得られました。張り糸を「中張り」にする

だけでこんなに安定の良い凧になるとは想像もしませんでした。 

横勝独楽凧は尾無しで３～５ｍ／ｓで安定よく揚がり上手くいけば８ｍ／ｓ

ぐらいの風でも平気で耐えます。教室用（大阪の凧づくり教室用）の材料より

ひとまわり大きくした六角凧は下横骨を中張りにするだけで、尾無し３～５ｍ

／ｓの風でもヨレや回転もせず安定良く揚がる様になりました。ただ今教室用

のサイズに戻し骨を軽くして安定良く揚がる様に考案し尾無しで３～５ｍ／ｓ

の風にも耐え揚がる様になりました。もうすこし中張り取り付け等の工夫が簡

単に上手くいけば教室用六角凧が復活しそうです。 

 他にとあれこれ試してみました。ダイヤ凧にも試しみて尾無しで揚がるので

すがデザインがあまりパーとしません。土佐凧サイズで十字に骨を貼り､少し上

に弱い横骨を張り下横骨を『中張り』にすると３～４ｍ／ｓの風にも尾無しで

安定良く揚がりました。ペタペタと骨を貼るだけで簡単です。４ｍ／ｓ以上の

風では揚げていませんのでそれ以上の風が吹くのが楽しみにしています。 
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複十字凧の簡単な寸法図とつくり方を記載します。 

 

 

上横骨 3mm×1.5mm×36cm 

下横骨 3mm×２mm×６８cm ５mm×1.5mm×６８cm（どちらでもＯＫです。） 

縦 骨 ５mm×２mm×６８cm 

 横骨の厚みは､ストレート。先に横骨を貼る。上横骨は、両端に張り糸を取り

下横骨は､中心より 

140cmに中張りにする。糸目の中心は、上横骨から 12cmが目安。 

中張りにしないと安定がよくないので注意下さい。 （報告 坂井さん） 

 

連載㉒・絵手紙で心をつなぐ 谷圭子の「わたし元気よ」 

 本会報の記事が満載のため、次号へ繰り越します。ご理解ください。 

 

お知らせ 

新会員の紹介 

 大村 正治、武代さん（兵庫県西宮市）ご夫妻です。皆さんよろしくお願い

いたします。 

 

凧の展示の案内 

期 間 令和 4 年 7 月 14 日(木)～8 月 28 日(日) 

休館日：水曜日、7 月 19 日、7 月 26 日、8 月 12 日、8 月 23 日 

 場 所 世界凧博物館東近江大凧会館 

 テーマ 「妖怪が描かれた凧」 

平塚岩夫さんの凧が展示されています。機会を見つけてご覧ください。 
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ご寄付を頂きました 

 故上田さんのご遺族から「凧の会に長らくお世話になったから」とご寄付を

頂きました。ありがとうございます。有意義に使わせていただきます。 

 

切手を頂きました 

 世界凧博物館東近江大凧会館の鳥居勝久さんから切手を頂きました。ありが

とうございます。 

 

訂正のお願い 

 前号の「凧だより 2022−5」で誤字が 2 件ありました。いずれも校正では見

つけ難い人名の誤りではありますが、謹んでお詫び申し上げます。以後気をつ

けたいと思います。（編集・花野、木村） 

P.1  ５月１９日の行事。上田良一さんを（良市さん）に訂正。 

P.3  一言インタビュー○入会して７年が経ちました。自分で作った凧が揚が

った時は気持ちがいいです。は、佐藤さんではなく（近藤さん）でした。 

 

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。５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/ 


