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第５０回記念 田原凧まつり開催 
 ５月２２日（土）第５０回記念田原凧ま

つりが初凧祈願でスタートしました。今回

は、第５０回記念大会ということもあって、

田原凧保存会の会員は、いつにも増して各

チームともけんか凧合戦の準備に余念があ

りません。 

 １００枚の祝凧も凧師、絵師とも持つ技

量を発揮し、入念に仕上げられました。 

今年は、凧まつりに先立って日頃お世話

になっている田原凧保存会のサポーターの

皆様への感謝と凧まつりのＰＲを兼ねて田

原文化会館へ広告凧を展示しました。通路

の両側は広告凧の壮観な壁ができ、人々の

目を引き付けていました。 

【事務局】田原まつり会館・熊金の館 
田原市田原町稗田１７ 

tel・fax 0531-23-0550 

e-mail taharatako@aw.wakwak.com 

発行責任者 太田 健 

凧まつりの主役と共に 

第５０回記念凧まつりにあたり 

 今回の田原凧まつりは、記念すべき５０回です。私

も昭和２４年の第１回から参加しています。途中凧ま

つりが中断した時期もありますが、昭和５０年に再開

した時は、１０チームの参加でありました。その後チ

ーム数も増減し、それは時代をも映していました。 

 その歴史を振り返る中で一番の出来事は、会の活動

拠点として「熊金の館」の完成です。これは、凧保存

会の喜びであると同時に田原無形民俗文化財である

田原凧の文化の伝承の責務の重さでもあります。した

がって、これに応えていかなければならいと感じてい

ます。 

 会員皆の力で第１００回田原凧まつりへと田原凧

保存会の活動が益々盛んになっていくことを祈念す

るものであります。 

 

    田原凧保存会  会長 松 井 克 雄 

  



「田原凧だより」記念の 100 号 発行！ 

 凧だよりは、会員の皆様に凧保存会の行事の連絡の文書として昭和６２年に第１号を発行しました。

当初はワープロで作成していましたが、第４８号（平成１０年９月２６日）からパソコンでの作成にな

り、画像を掲載することが自由になりました。そしてイラストが入るようになったのは、第５１号（平

成１２年１月８日）からです。現在の表紙に大きなカラー写真を使用し、カラー印刷になったのは、第

７４号（平成１７年１月１日）からです。 

 現在の発行部数は、印刷は１００部、メールでの発信は１２０部と、田原凧保存会員や全国の凧友に

送られています。今回、第１００号を記念して過去の凧だよりから記事を抜粋し、田原凧保存会の歩み

を掲載しました。 

今後も伝統ある凧文化の継承と、会員や凧友への情報の伝達のひとつとして、皆さんに親しまれる紙

面を目指して作成してまいります。 

 

第５０回記念 けんか凧合戦の優勝者は！ 

過去のけんか凧優勝チーム一覧表 

回数 開催年 凧印 代表者名 回数 開催年 凧印 代表者名 

第１６回 S５１年 青７０ 原田  力 第３４回 Ｈ ６年 赤 ７ 杉本 明一 

第１７回 S５２年 赤 ６ 鈴木 栄吉 第３５回 Ｈ ７年 赤 ７ 杉本 明一 

第１８回 S５３年 赤１０ 伊奈 義郎 第３６回 Ｈ ８年 青 く 久能 弘士 

第１９回 S５４年 赤 ８ 鈴木 正夫 第３７回 Ｈ ９年 赤 ５ 藤城 末次 

第２０回 S５５年 青 松 萩原 昭信 第３８回 Ｈ１０年 青 松 萩原 昭信 

第２１回 S５６年 青十方 藤江 春男 第３９回 Ｈ１１年 赤Ｕｉ 河合 雄次 

第２２回 S５７年 赤 ５ 藤城 末次 第４０回 Ｈ１２年 青 く 黒田 廣顕 

第２３回 S５８年 青 松 萩原 昭信 第４１回 Ｈ１３年 赤 す 鈴木  勇 

第２４回 S５９年 赤 １ 藤城 秀夫 第４２回 Ｈ１４年 赤 ７ 鈴木 勝広 

第２５回 S６０年 赤 ７ 杉本 明一 第４３回 Ｈ１５年 青 す 鈴木  裕 

第２６回 S６１年 青 ６ 鈴幸建設 第４４回 Ｈ１６年 青７０ 原田  力 

第２７回 S６２年 青 松 萩原 昭信 第４５回 Ｈ１７年 青十方 十 方 舎 

第２８回 S６３年 青十方 藤江 春男 第４６回 Ｈ１８年 青 松 萩原 昭信 

第２９回 Ｈ １年 青 ６ 藤城 三信 第４７回 Ｈ１９年 青７０ 原田  力 

第３０回 Ｈ ２年 青７０ 原田  力 第４８回 Ｈ２０年 青５５ 林   宏 

第３１回 Ｈ ３年 青十方 藤江 和信 第４９回 Ｈ２１年 赤 ふ 福井 輝悦 

第３２回 Ｈ ４年 青 ６ 藤城 三信 第５０回 Ｈ２２年   

第３３回 Ｈ ５年 青 松 萩原 昭信     

 第４７回優勝者 第４8 回優勝者 第４9 回優勝者



『東海地方の大凧揚げ習俗―初凧の習俗と各地の凧揚げ』の完成 

さいたま民俗文化研究所長 大舘勝治 

 

文化庁の平成２１年度「変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業」として「東海地

方の大凧揚げ習俗」の記録作成事業を私の主宰する「さいたま民俗文化研究所」が請負い、調査の依頼

に田原市を最初に訪れたのは真夏の昼下がりであった。「さいたま民俗文化研究所」からは、私とスタ

ッフ２名で訪問し市の文化財担当者に調査の趣旨を説明し、そのとき田原凧保存会長の松井克雄さんに

もお目にかかり、調査の趣旨と御協力をお願いした。田原市教育委員会及び松井会長さんから、この調

査に対する協力を快諾していただいた。以後、６、７名で埼玉県から何回も田原市を訪れ、「田原凧け

んか凧合戦・初凧」（田原市無形民俗文化財）の調査に取り組んだのである。 

 初めての土地での調査には不安も

あったが、会長さんの細面で眼の大

きな容貌と話し方の抑揚が、愛知県

東加茂郡下山村に暮らしていた私の

義父とよく似ていたこともあって、

まず親しみを覚えたものである。田

原凧保存会の方々との接触を重ねる

うちに、この方々の凧に向かう熱い

想いがひしひしと伝わってきた。そ

れは好きな遊びに熱中する無垢な子

どものように思え、感動すら覚えた

ものである。私どもも保存会の方々

の凧に対する熱意に引き込まれて、

だんだん田原凧の虜になっていった。

そして、私どもは凧を作ったり揚げ

たりすることはできないが、保存会

の方々の凧に対峙するときの熱い想いが伝わるような報告書を作ろうと決意したのである。 

 出来上がった報告書は、１６４ページにカラー写真１５０枚を挿入した美しいものとなり、当初意図

した内容で完成させることができた。これもひとえに田原凧保存会の松井克雄会長さんをはじめ会員の

皆様、田原市民の皆様、田原市教育委員会など、関係各位の心温まる御協力の賜物と深く感謝する次第

である。 

 田原凧の魅力は、江戸時代から続く「けんか凧」と端午の節供

に子どもの誕生を祝い、無事成長を願って大凧を揚げる「初凧」

の２つの要素の異なる習俗がしっかりと伝承されていることであ

る。保存会も多くの会員を擁し、凧を製作する凧師、凧絵を描く

凧絵師も確保されている。そして市民を巻き込んだ「田原凧まつ

り」が毎年５月の第４土曜日・日曜日に行われ、地域の活性化に

も貢献している。 

 また田原凧の「初凧」の行事は、今日の少子化社会の中で地

域の人たち（田原凧保存会）が、子どもの誕生に凧を揚げて祝う

という、この時代が求めているすばらしい民俗行事ではないかと

思っている。この行事が末永く存続することを願うとともに、私

ども「さいたま民俗文化研究所」が作成した報告書をとおして「田

原凧けんか凧合戦・初凧」の習俗が全国に広く発信されることを

願っている。 

田原凧調査風景 



田原凧だよりから田原凧保存会の歩みを読む 

テレビも田原凧に注目  第 21 号  （H4.3.7） 

会員の皆さん  お元気ですか。 

今年は正月早々から，ＮＨＫ総合テレビ（１／６放送）『くらべてみれば』で田原凧が紹介されまし

た。その影響は大きく今でも問合せがあります。 

 また，日本の凧の会からも田原凧の製作方法について，会報に載せてほしいとの要望があり，次号に

投稿予定です。その後もテレビ東京の取材が，３月１３日，テレビ朝日が凧まつり当日にと，全国版の

取材が入っています。 

 田原凧が今，注目されています。その動きとともに，田原凧の歴史もよく聞かれます。私達は今，そ

の歴史を知るため，凧の先輩から座談会形式で凧の歴史を語ってもらいました。また，終戦直後の復活

時（昭和２２年）の様子を訪ねたり現在の凧まつりの始まり（５０年）を調べたりと，伝統ある田原凧

の文化を掘り起こしています。 

 この伝統文化の田原凧を，後世に残すことを目的に『これが田原凧だ！』のタイトルで冊子を作成中

です。第１７回の凧まつりまでに発行出来るよう努力していますので，会員の皆さんも下記のお願いに

ついて，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記念誌発刊   第 25 号  (H4.11.30) 

会員の皆さんお元気ですか。９２年もまもなく暮れようとしています。

田原凧保存会にとりまして、大きな喜びと悲しみが交錯した一年となりま

した。念願の記念誌は皆さんのご協力で発刊となり、田原凧の歴史とその

活躍振りが町内外にひろく知れわたりました。 

一方、当保存会を育ててくれました名門の凧、『赤・市松』『赤・６』が

良風に乗って遠くにいってしまった悲しい年でもありました。この激動の

年を会員の皆さんと振り返るとともに、新たなる出発となるよう総会にて

語り合いたいと思いますので多数ご参集ください。 

 

まもなく田原全国凧揚げ大会  第 33 号  (H6.7.12) 

会員の皆さん  お元気ですか。 

 いよいよ近づいて来ました『田原全国凧あげ大会』。皆さんのご協力で準備も順調に進み，残す１７

日で最後の仕上げをする段階となりました。 

 前夜祭には全国の凧友２１０名を始め（大会当日は約３００名の凧友の参加有）町３役町議会議員，

役場管理職，総代会，夏まつり推進協議会のメンバーと実行委員，ＪＣ，スポーツ少年団と凧保存会員

を加え総勢４５０名の大きな前夜祭となります。 

 また前夜祭会場では，全国から提供される自慢の凧でチャリティオークションを行い，車椅子を社会

福祉協議会通じプレゼントしようと準備をしています。 

 一方，中国からは世界でも珍しい笛の付いた南通凧を中心に沢山の凧を取り寄せ，全国の凧友および

参加者に喜んでもらおうと，展示即売もいたします。 

 昭和２４年田原凧保存会誕生以来，田原凧は町民の皆様の理解に支えられ，こまで成長することがで

きました。今回は，そのお礼を兼ねた意義ある大会であります。 

 

田原凧を靖国神社に奉納  第 39 号  (H7.11．3) 

会員の皆さん  お元気ですか。 

前回の凧だより（NO38 号・10/22）が今年最後の便りと思っていましたが，突然大きな話がやっ



て来ました。戦後５０年を記念し全国で様々な催しが行われ、それぞれの立場で戦後を振り返ったこと

と思います。その戦後の象徴である靖国神社より『大凧奉納』の話が飛び込んで来ました。内容は靖国

神社の迎春用に大凧と大羽子板を境内の神門に飾り，英霊および参拝者に喜んでもらおうとの計画であ

ります。その大凧の奉納を田原凧保存会でお願いできないかと靖国神社より話があり，理事会で検討の

結果、快く引き受けることといたしました。 

つきましては，次の日程にて奉納用の大凧およびけんか凧を準備し，大凧奉納と奉納凧あげを行いま 

すので，参加希望者は早めにご準備ください。 

① 地元報告会   １２月２３日（土） 午前中 

            場所  田原町護国神社（田原町博物館の横） 

②大凧奉納日    １２月２４日（日） 

            場所  東京都千代田区九段北３丁目１番１号  靖国神社 

③奉納準備     大凧（１００枚凧） 〔製作者〕杉本・萩原 〔絵師〕佐藤 

          けんか凧    参加者それぞれの凧印に『奉納』の字を入れ製作。 

 

阪神・淡路大震災復興チャリティイベント参加 第 40 号  (H8.3.17) 

会員の皆さん  お元気ですか。 

 今年始めてのお便りですが，新春凧あげにはじまり各地の凧大会にも積極的にご参加いただき誠にあ

りがとうございます。 

 特に先日開催（３月１０日）された『阪神・淡路大震災復興チャリティイベント・神戸ふれあい全国

凧あげ大会』には，大変お忙しい中を７名の方に参加をいただき，震災にあった子供たちに田原凧をプ

レゼントし，共に楽しい１日を過ごしていただきました。誠にありがとうございました。 

 

『三河地方の凧・凧の本発行』について  第 43 号  （H8.12.7） 

 三河地方では豊橋・田原を中心に凧を揚げていますが，この三河では昔から祝凧を中心によく凧が揚

げられていたそうです。その凧揚げの風習を語る人が高齢となり少なくなってきました。そこで田原凧

保存会では，今のうちにこの地方に伝わる（伝わっていた）凧の文化を後世に伝えるため現地を取材す

ることといたしました。 

 この凧揚げの風習を中心に凧にまつわることをまとめ，平成１０年の５月には凧の本として発行しよ

うと計画し，１１月から動き出しました。取材中心の調査となりますのでどのように変化するか分かり

ませんが，皆様のご指導をいただきながら頑張ってまいります。 

日本文化理解講座・田原凧づくり教室 第 46 号 (H9.10.25) 

〔受講者〕 外国人＝１０名  日本人＝１０名   計＝２０名 
 

回 月 日・時間 内     容 場   所 講      師 

１ 
10月 4日（土） 

14:00～16:00 

講義＆ビデオ 

『楽しい凧の話』 
鈴木裕・小倉 

２ 
11月 8日（土） 

13:00～17:00 

田原けんか凧(6ｼﾌ゙ ) 製作

骨組から紙貼りまで 

鈴木勇・渡辺・藤城正 

佐々木・木下・鈴木裕 

３ 
12月 6日（土） 

14:00～16:00 

田原けんか凧(6ｼﾌ゙ ) 製作

凧絵付け 

あいち国際プラザ

２階研修室Ⅰ 

〔所在地〕 

名古屋市中区三の

丸2-6-1 
福井・佐藤・山田敏・七海 

木下・鈴木裕 

 

４ 
1月10日（土） 

10:00～17:00 
国際交流・田原凧揚げ大会

トヨタ自動車 

厚生センター 

田原凧保存会員と 

     ＴＩＡ関係者 



凧だより１号は  第 48 号  (H10.9.26) 

会員の皆さん お元気ですか。 

 台風一過の秋晴れをと期待していましたが雨ばかり、エルニーニョの関係で海水温度が上がり、台風

が発生すると日本に上陸の確率が高くなるそうです。まだまだ油断できませんよ。それにしても多いで

すな～雨。 

久しぶりの「凧だより 48 号」です。この「凧だより」いつ頃から書き出したのだろうと調べてみま

した。凧だよりの記念すべき第 1 号は昭和 62 年 10 月 4 日でした。凧の行事を紹介するだけの簡単

なものでしたが、丸 11 年続いたことになります。年平均 4 回皆さんの手元に届けたことになります。

まもなく記念すべき 50 号で～す…… 

 

「これが田原凧だ」発刊  第 49 号 (H11.6.11) 

さて、今大会は「これが田原凧だ・三河地方の初凧を訪ねて」の披露を

兼ね、発刊記念パーティを行いました。平成８年１０月から調査を始めた

凧の風習・習俗。身近な渥美半島から取材を始めましたが、口コミの輪が

いつのまにか山間の東栄町まで拡がり、結果として３５カ所に取材の足が

伸び、この地方に伝わっていた凧文化の足跡を探ることができました。い

つのまにか２年半の歳月が流れましたが、貴重な凧の文化史として一冊の

本にまとめることができ、スタッフ一同「ホッ」としています。 

 この間、取材先をはじめ編集にご協力いただいた多くの方々および保存

会員の皆様に厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

スポーツカイト選手も驚く田原凧  第 49 号 (H11.6.11) 

日本凧の会 会員 安久津聖 

 私がはじめて田原凧と出会ったのは、９６年のハワイでの赤丸の演技をビデオで見たことです。その

時私は、ホーっと思った程度だったんですが、その時参加していたトップフライヤーは田原凧のことを

良く覚えていて驚いていました。理由はスポーツカイトの技の先を行っていたからなのです。長崎のハ

タ等の喧嘩凧と大きく違うのは、左右の揺れにタイミングを合わせて操作することです。横長の凧なら

ではの特徴です。これは地上付近で止まれるので、ほかの喧嘩凧と大きく違う点なのです。 

 また、田原凧はひらひらと動いてスピードが遅いという特徴があります。だからこそ、人間がコント

ロールできるのです。動きが早すぎる凧は一見派手に見えますが。凧が勝手に動いている傾向が強くな

ります。 

 これはスポーツカイトにも言えることで、早すぎても遅すぎてもいけません。 

はなのき広場の悪条件下での風船切りと大空の合戦は、狭いところと広いところと環境が違うと思われ

がちですが、合戦の際は広そうに見える空は実に狭く、正確なスペーシングと距離感を持っていないと

到底合戦になりません。 

 実は、距離が短い風船切りの方が合戦より簡単かもしれませんね。悪条件に見える地上付近の風が舞

っている状況は、実は「千鳥」が舞いやすい環境のような気がします。素人受けしやすいですけどね。 

 合戦の際はなるべく一直線に飛ばさないといけない点も、スポーツカイトの規定演技に非常に酷似し

ています。 

 私は今回田原凧を見て（経験して）世界にほこれる日本の技と信じています。 

 



こども凧合戦 第 53 号 (H12.7.31) 

暑い暑い夏真っ盛り。暑さで凧糸の感触も狂っ

てしまっていると思いますが、第４０回記念の田原

凧まつりは、記憶に残る素晴らしい大会となりまし

た。冒頭記しました「こども凧合戦」が、田原町ス

ポーツ少年団の協力を得て、４７年ぶりに復活いた

しました。 

スポ少と共に祭りを盛り上げてくれたのが、田原

福祉専門学校の皆さん。祭りを企画しよう、祭りを

経験しよう、地域の人達と触れ合おうと、全校挙げ

て参加してきました。 

鳥井実行委員長のお礼の手紙をご紹介いたしま

す。 

 

 

【 地域の祭りに参加して 】   田原福祉専門学校  鳥井加奈子 

初夏の日差しがまぶしくなってきました。 

凧保存会の皆様どうおすごしでしょうか。学生一同、学校に飾られている大凧を

見るたび田原凧まつりに参加させていただいた時のことを思い出し、満足感を味わ

っています。 

今年度、田原福祉専門学校は始めて田原凧に参加させていただきました。凧保存

会の方々地域の方々に暖かく受け入れていただき本当にうれしい気持ちでいっぱ

いです。 

２０００年という年に、凧保存会は４０周年、私たちの田原福祉専門

学校は５周年という記念すべき年になりました。２１世紀に向けて、田

原福祉は新しい事にチャレンジし、この田原の町の方々と触れ合い盛り

上げて行こうと思いました。そして私たちは、この祭りへ参加させてい

ただくにあたり、目的を考え企画し実践しました。 

 

松井克雄新会長ごあいさつ 第 56 号 (H13.2.10） 

新年あけましておめでとうございます。 

平成１３年の新春を迎え、一言ご挨拶申し上げます。今年は、２１世紀の幕が開かれた節目となりま

すが、くじ目会長から保存会の会長という大役を受け継ぎ、私としても大変大きな節目となり身の引き

締まる思いでいっぱいであります。 

さて、我が保存会も皆さん方のご努力によって「けんか凧合戦」や「初凧」が、田原町無形民俗文

化財の指定を受け、「田原凧まつり」も４１回目を迎えるという名実ともに歴史ある保存会となってき

ました。 

昨年の大会では、各地区スポーツ少年団の協力を得て「子供凧合戦」を行なうなど、大切な後継者

の育成にも一歩前進したのではないかと思われます。また、姉妹都市ジョージタウンでの凧揚げ、全国

の凧揚げ大会への参加、凧づくり教室の開催等多くの行事によって、全国に田原凧のすばらしさも理解

していただけたものと思います。 

今後も、皆さんのなおいっそうのご協力をいただき、田原凧がますます盛んとなりますよう心から

お願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。 



オレは田原凧に夢中だ！   第 60 号 (H13.11.14) 

田原凧保存会関東支部 ６年 寺田健太朗 （埼玉県・宮代町立須賀小学校） 

 

ぼくは、凧を作ったり揚げたりしはじめて、６年目だ。

「ブイブイ、バリバリ」すごい音を鳴らしながら自由自在

に動きまくって、相手の凧をせめる田原凧に夢中だ。 

 初めて凧を見たのは小学校 1 年の正月で、庄和町の

大凧揚げだった。「紙」が空に浮いているのを、初めて見た。

何で浮いているのかが不思議だった。どうしてみんなで空

に揚げているのか不思議だった。 

お父さんと、お母さんが「子どものころ、みんな凧で

遊んだよね。なつかしいねぇ。」って話していた。「何がお

もしろいんだろう？」と、遊び方がよくわからなかった。

この時、ぼくはポケモンのゲームに夢中で、友達もみんな

ポケモンのゲームの対戦に夢中だったから、凧揚げの遊び

がなんでおもしろいのか、よくわからなかった。 

 お父さんが最初に凧にはまった。変な凧を失敗しながら作って、日曜日に庄和町の川原に持って

行って揚げた。庄和町の人がいろいろ教えてくれて、やっと揚がってお父さんはうれしそうだった。次

の日曜日には、また、変な凧の新作を持って庄和町に行った。 

ぼくは毎週お父さんと一緒に庄和町に行っているうちに、自分でも揚げてみたくなって、お父さん

の凧をもらった。ヒュ－ンと揚がったけど、落ちた。揚げ方を庄和町の人に教わって、もう一度チャレ

ンジ！ 揚がった！ 落ちそうになったけど、揚がった！ ずっと揚がって、見えないくらいに揚がっ

ていって、点になった。すげー！！ （健太朗君 田原凧とともに今年 20 歳に！） 

 

麻糸名人    第 62 号 （H14.3.25） 

田原凧を自由自在に操り楽しむことができ

るのも麻糸のおかげ。その麻糸名人の岡田敏

夫さん（幡豆町）が大空に駆け昇って行きま

した。（３/３）。７６歳。 

保存会とのお付き合いは８年になります。

本業の製綱所を息子さんに譲られて以降、田

原凧の動きを見て凧糸（麻糸）を趣味でやろ

うと始めたそうです。「麻糸を愛し、麻糸に育

てられた。」と私たちに語っていました。 

その名人芸の麻糸がなくなりました。 

他に麻糸を作る人はいません。我々保存会

で引き継ぐことにしました。岡田名人が病ん

でから、保存会の４名（鳥井・渡辺・長谷川・

鈴木）が、病院へ、自宅へと麻糸の修業に出

かけました。岡田さんは大変喜び、名人の技を懇切丁寧に、時間を忘れるほど真剣に教えてくれました。

伝統ある田原凧継承のためにも岡田名人の世界一の技を、この秋完成予定のまつり会館の中で引継いで

まいります。 

岡田敏夫凧糸名人、ありがとうございました。今後も大空からご指導ください。合掌。 



田原凧保存会 ケンタッキー支部誕生！ 第 63 号 (H14.7.15) 

２００２年５月２５日、田原凧まつり前夜祭

において、「ケンタッキー支部」が誕生しまし

た。静岡支部、青森支部、関東支部に引き続き、

アメリカ・ケンタッキー州に支部が誕生いたし

ました。 

「なぜＧＴ支部でなく、ケンタッキー支部な

の？」実は２０００年までＧＴ市ならびにケン

タッキー州には凧の組織はありませんでした。

２００１年５月の第１回ＧＴカイトフェステ

ィバル開催にあたり、ケンタッキー州の凧愛好

家に呼びかけ誕生したのが 「ＫＩＣＫ」です。

ＧＴの皆さんもＫＩＣＫに参加していますの

で、広がりを期待しケンタッキー支部としたようです。初代支部長はケリー・マキューエンさん、事務

局長はビル・ローリーさんです。今後とも友好支部としてのお付き合いよろしくお願いいたします。 

 

熊金の館完成 第 68 号 (H15.8.17) 

この春（３/２７）保存会待望の凧の会館＝熊金の館がで

きました。展示の中心は、大正１５年生まれの子供の誕生

を祝い揚げられた「熊金絵」。１６畳・美濃紙３５０枚の歴

史を語る大凧です。 

昔から、初凧祝いで一番人気が「金太郎と熊の合戦絵」

でした。この絵柄を親しみを込め「熊金・熊金」と呼んで

いました。 

私たち保存会も、地域の人たちに愛され親しまれる保存

会となるよう、この会館を「熊金の館」と名付けました。 

会館には、全国の伝統凧・創作凧の展示並びに、田原け

んか凧や小凧づくり教室も随時開催しています。いま土産

用の歌舞伎絵・武者絵や田原奴等の創作小凧が人気です。 

その小凧製作が追いつきません。ボランティア主体です

が、ご協力いただける会員は、熊金の館にお越しください。 

 

 

 

 

田原凧だよりがお手元に届く頃には、田

原町と赤羽根町の合併が整い「田原市誕生！」

（８/２０～）となります。赤羽根町は昔から

凧揚げが盛んな地域でした。ぜひ凧の仲間が

増えるよう、会員の皆さん、赤羽根町の方を

ぜひお誘いください。 

熊金撮影 第 71 号 （Ｈ16.3.29） 

平成１６年田原凧保存会役員熊金の前で

松井会長以下勢揃い！ 

 



プレ愛知万博 アーチカイト飛翔  第 73 号  (H16.10.30） 

９／２５－２６に開催しました「プレ愛知万

博全国凧揚げ大会 in 豊橋」は、２年前から準備

した愛知凧連合の熱意が通じてか、弱風ながら

凧日和に恵まれ、全ての行事を無事終えること

ができました．特に、アーチカイトコンテスト

では、凧連合の会員も初めて挑戦する凧でした

が、この道のベテラン、徳島県・矢部照征名人

の指導を受け、子どもたちと一緒に１６チーム

がアーチカイトに挑戦いたしました． 

結果は、優勝＝赤羽根学園、準優勝＝赤羽根

小学校と、田原凧保存会の指導したチームが上

位を独占し、子どもたちも大空で遊ぶ凧の面白

さを体験できたと喜んでいます． 

この活躍を支えたのが、今川哲美会員（青１８） 

と太田健会員（青・市役所チーム）です。 

何度も試行錯誤しながら試作品を創り、子供たちを熱心に指導した結果がこの成績につながったと喜

んでいます。ありがとうございました。 

 

田原の凧 各地の駅で舞う 第 76 号 (H17.5.1) 

 

ＪＲグループでは現在、「愛知デステ

ィネーションキャンペーン」を開催してい

ます。キャンペーンのテーマは、「まるごと

博覧会だ。愛知」です。そのＰＲ用ポスタ

ーの1 枚に田原凧まつりが採用されていま

す。 

田原凧保存会が協力して苦心して撮影

し、できあがったポスターは、各地の駅や

電車の中などに掲示されています。大きな

サイズのものは、縦１０３ｃｍ横１４５ 

田原まつり会館の入口に貼られたポスター     ｃｍと大変大きなものです。 

 

 

 優勝ペナント発見 

凧まつりは、元気に育てと勇壮な武者絵を中心とした初凧揚げ、みんなで考え、みんなでこしらえた

連凧・エコのアーチカイト、そして自慢のけんか凧合戦．けんか凧と言えば、昭和２９年～３７年の９

年間のけんか凧合戦の歴史を刻む優勝のペナントが、昨年末に見つかりました．優勝ペナントには、次

のように記されています． 

 

 第 ７回 昭和２９年 優勝 原野産業   第 ８回 昭和３０年  優勝 東海漬物製造(株) 

 第 ９回 昭和３１年 優勝 （不明）   第１０回 昭和３２年  優勝 大岩眞一郎 

 第１１回 昭和３３年 優勝 吉胡組    第１２回 昭和３４年  優勝 河合組 

 第 1３回 昭和３５年 優勝 （不明）   第１４回 昭和３６年  優勝 松の家 

 第１５回 昭和３７年 優勝 原田 勇 

 

優勝のアーチカイト飛翔 
赤羽根学園「デビルバッツ」



田原凧愛知万博で大活躍  第 77 号  （H17.7.20） 

今年の第４５回田原凧まつりは、田原環境未来博・全国風サミットと合わせて５月１９日から２２日

の４日間にわたり盛大に開催されました。全国風サミット参加者、そして姉妹都市であるジョージタウ

ンからの訪問者を始め多くの市内外の人たちに田原凧を披露することが出来ました。 

                    

ＥＸＰＯ ２００５ ＡＩＣＨＩ 

 

〈写真〉  

 ケンタッキーウイークに田原凧参上！ 

愛知万博協会会長：豊田章一郎氏 

       田原市長：白井孝市氏 

田原凧保存会会員の８名との記念撮影 

愛知万博アメリカ館まえにて 

 

 

田原凧保存会 In ジョージタウン  第 81 号 （18.6.24） 

 

田原凧保存会のメンバーら１４人

が４月２０日に渡米し、姉妹都市で

あるジョージタウンで２２日、２３

日開催されたジョージタウン・ンタ

ーナショナルカイト＆カルチャーフ

ェスティバルに参加し、凧作り教室、

けんか凧披露でフェスティバルを盛

り上げました。フェスティバルの前

日には、小学校での凧作り教室も開

催しました。 

（2000 年姉妹都市 10 周年で初め

て田原凧保存会が参加、今年 20 周

年の記念の年、凧を通じ 10 年間凧

の交流が続いています。） 

 

田原凧愛知万博で大活躍 

愛知万博に６月１９日のケンタッ

キーウイークを皮切りに６月６日の

田原デーそして６月１１日の愛知凧

連合デー行事に参加と大活躍でし

た。 

田原デーでは、田原の凧の紹介と

凧作り教室を開催し、訪れた人たち

に大変喜ばれ、田原市のＰＲにおお

いに役立ったことと思います。 

田原市の姉妹都市ジョージタウン

のあるケンタッキー州のセレモニー

にも参加し、アメリカ館でケンタッ

キー州のＰＲに花を添えました。 

また、フレンドシップ国であるリ

ビア、ラオスの要人もそれぞれ祭会

館（熊金の館）を訪れ、田原の凧を

興味深げに見入っていました。田原

凧保存会では、記念の小凧をプレゼ

ントし友好を深めました。 



大空で「鯨」泳ぐ  第 82 号  (H18.9.10） 

田原市の波瀬地区には、江戸時代に

流れ着いたクジラの脂を売ったお金で

建てられた願照時があります。本年は、

１４０年目の節目に当たり、その行事

の一環として実物大(2.0m×15.3m)

のクジラ凧を、地元住民と田原凧保存

会の協力で作成しました。 

こどもフェスティバルの 7 月３０日

には、クジラの背びれに地区の子供た

ちが手形と名前を書きました。その後、

トヨタ厚生センターに会場を移し、子

供たちと保存会のメンバーでクジラ凧

を揚げました。クジラは、子供たちの

夢を乗せて大空を見事に泳ぎました。 

参加した地区住民や子供達から大喝

さいが上がりました。 

この模様は、翌朝ＮＨＫの全国ネッ

トでも放映されました。 

 

ぼくたちの作った田原凧だよ！！ 

第 84 号  (H19.３.３） 

田原市立野田小学校４年生の児童４８人は、１月中

に木版画で仕上げた思い思いの絵が出来上がりまし

た．この版画を凧に仕上げるため、２月６日に本会か

ら会員４人を派遣し、児童の指導にあたりました． 

 

前白井孝市田原市長に感謝凧を贈呈 第 85 号  (H19.6.28） 

 「親父さんが凧切り合戦の賞品で机をもら

い、その机で勉強し町長（市長）になりまし

た」とユーモアーたっぷりに挨拶されていた

前田原市長の白井孝市氏．３期 12 年の長き

に渡り功績を残された前市長に、感謝の気持

ちを込め「感謝凧」を凧まつりの前夜祭会場

にて贈呈しました． 

 平成１５年渥美半島の合併の動きに併せ 

田原まつり会館に田原凧のコーナー（熊金の

館）が併設されたのをはじめ、歴史ある田原

凧への造詣も深く、我々の大きな心の支えで

もありました．いつまでもお元気で！ 

 ありがとうございました．感謝！！！ 



凧 と 私      第 86 号  (H19.９.９） 

田原市長 鈴木克幸 

夢がかなった凧まつり 

私は、長いこと田原を離れ名古屋で仕事をしていましたが、

幼い頃から親しんだケンカ凧をやって見たいという気持ちを

心の中にいつも持ち続けていました。今年５月の凧まつりに

は幸運にもケンカ凧に参加でき、夢がかないました。短時間

の練習しかできず、子どもの頃のようには操作はできません

でしたが、友好都市アメリカのジョージタウンのケリーの凧

には勝つことができ、その時の凧糸を引く手の感触は何とも

言えませんでした。 

子どもの頃は、凧に夢中 

私は、汐川の東岸の川岸地区に住んでいましたので、子ど

もの頃から田原凧には馴染んでいました。隣の篭屋で竹骨を

作ってもらい、小さな凧を作って足を付け、フィルムを張っ

て、糸目を色々調整して凧の操作に挑戦していました。そして上へ下へ右へ左へと自由に動くケンカ凧

に憧れていました。小学校４年生の頃から、近所の白井自転車屋のチーム「赤０（ゼロ）」のナンキン

塗りを手伝ったり、また、戦いに敗れた凧を拾ってきたりしたことを鮮明に覚えています。 

 こんな凧に熱心な私を見て祖父がケンカ凧を用意してくれました。小学生にとっては大きな凧でした

が、祖父に操作を教えてもらい汐川の堤防で揚げたことが、懐かしい想い出として残っています。 

今の子ども達にも、できた凧を与えるのではなく、自ら凧を製作し、糸目を調整して揚げれば凧への

愛着も倍増するのではないかと思います。今後の田原凧保存会の活性化のためにも、ぜひ子ども達に凧

を自由に操る楽しさを伝えて欲しいと思っています。 

 

祝 成章高校野球部 甲子園出場！祝凧贈呈  第 87 号(H20.2.20) 

第 80 回記念選抜高校野球大会に 21 世紀枠で成章高校野球部が出場することに決定しました。36

年ぶりの快挙です。これは、我が田原凧保存会にとっても大変嬉しいことです。成章高校野球部センタ

ー：萩原匡峻選手は、萩原昭信会員のお孫さん。俊足＆強肩を備えた強打者。凧保存会員の近所の生徒

も出場します。甲子園での活躍が楽し

みです。別途応援バスを募ります。 

田原凧保存会は、鈴木田原市長、

安田市議会議長が野球部を激励するに

当たり、出場を祝う田原凧を制作しま

した。当日は、市長、議長から野球部

員に田原の凧が贈られ、小凧は部員全

員に贈られました。 

成章高校が伝統のけんか凧のよう

に、甲子園を上下左右に機敏に動き回

り、優勝を目指して活躍することを期

待しています。 

 

田原凧を語る  田原市長 



田原凧保存会発足 60 周年 記念大会  第 94 号 (H21.5.31) 

 

田原凧保存会発足６０周年

を記念して盛大に開催、凧友・

会員ともども諸先輩の功績に

感謝しながらお祝いました。 

 

【右より】 

松井田原凧保存会長 

江刺日本凧の会代表 

河合市議会議長 

鈴木田原市長 

鈴木愛知県会議員 

藤城副会長 

 

 

 

 

 

 

 

石垣島伝統の凧が黒潮に乗って田原市に届く  第 95 号 (H21.5.31) 

  7 月 9 日にヤシの実流しで田原市と交流ある、沖縄県石垣市から、石垣島伝統の凧３枚が、田原

市に寄贈されました。 

凧の交流は、４年前から田原凧保存会が

「石垣島凧あげ交流会」に参加しており、

本年の 6 月 2７日～２８日に開催された凧

あげ交流会の前夜祭の会場で、大濱長照石

垣市長より田原市に寄贈されたものです。 

 

これは、２年前ヤシの実流しの交流で、

大濱市長が田原市を訪れた際、田原まつり

会館に石垣島の凧がないのを見て、ぜひ寄

贈したいとの発言がもとで今回の運びとな

った次第です。 

贈られたのは、前夜祭会場に飾られた石

垣島伝統の凧3 点で、無地の植木鉢型の「ピ

ギター」、正方形を組み合わせた「ハッカク」、

蝶の形をした「シャクシメー」です。凧製作者は、石垣島の凧名人：金城珍章氏の力作で、金城氏の作

品は、昨年沖縄市に建設された沖縄県立博物館に永久保存されている貴重な凧です。 

これらの凧３点は、昨年いただいたクバの葉凧（鳥の形の凧）と一緒に、石垣市と田原市の交流の証

として、田原まつり会館の熊金の館に展示されました。会員のみなさん、ぜひご覧ください。 

石垣島凧あげ交流会では、毎年田原凧の妙技も披露され、今回参加した林宏、今川哲美・鈴木裕の 

３会員が参加し、オリオンビール賞を受賞しました。大海原のヤシの実流しと、大空の伝統凧との交流

を始めとして、田原市と石垣市の交流が益々盛んになることでしょう。 

田原まつり会館に展示された石垣島凧 



「大空飛翔教室」のアーチカイト見事に飛翔！ 第 97 号(H22.1.11) 

 

10 月 11 日台風一過で絶好の凧揚げ日和となった白谷陸上競技場で子どもたちの夢を乗せ、アーチ

カイトが、子どもたちの手により見事に大空へ飛翔しました。 

これは、夏休み中に開催した「大空飛翔教室」で作成した凧をつなぎ合わせてアーチカイトにしたも

のです。最初は児童クラブごとに 6 組のアーチカイトが揚げられました。 

その後、これらの凧をつなぎ合わせ、3 組のアーチカイトに仕上げられ、見事に三重のアーチカイト

が大空に大きな輪を描きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年に乾杯！ 

 

本年は、第５０回記念田原凧まつりを

開催するなど多くの田原凧の文化伝承に

係る行事を中心に実施します。 

恒例のお正月「凧はじめの会」道の駅 

めっくんはうすにて小凧のお年玉と餅つ

きにてお正月を祝う！ 

本年もよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

                けんか凧づくり教室開催  第 98 号(H22.2.6) 
 

１月１７日（日）に加治自治会館ホールで田原けん

か凧づくり教室が開催されました。この教室は田原凧

の後継者育成を目的として毎年開催されているもの

です。 

この日は、凧づくりの先輩を講師としてけんか凧づ

くりの経験の浅い人、始めてけんか凧づくりに挑戦す

る人が生徒になって行われました。参加者の中には田

原凧に興味を持ち、遠く福井市などから参加する人も

いました。 



新しい陣幕と幟が寄贈されました 

 

 

 第５０回田原凧まつりを記念して陣幕と幟が寄贈されました。陣幕の寄贈

者は、藤城末次氏と林宏氏、田原凧音頭の歌詞は山田敏弘氏の書です。 

幟の寄贈者は、松井克雄会長。これらは、田原凧保存会の新たなシンボル

として、初凧祈願祭などのイベントなどに使用させていただきます。  

 

多くのご寄贈ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

 第５０回凧まつりを記念して、今までの

凧だよりを整理し、1 冊の本にしようと、

昨年から、初代編集長の鈴木裕と 2 代目の

編集長の太田健で温めていましたが、費用

の面で無理と言う事になり断念していまし

た。また、残念ながらワープロでフロッピ

ーを使用している時代のものなので、全て

の凧だよりデータを見つけることは出来ませんでした。 

 第５０回記念田原凧まつりに向け、田原凧たより第 100 号となり、記念号を出そうと計画変更。 

その内容に過去の凧だよりからの記事を抜粋し、これにより田原凧保存会の歩み振り返ってみることに

しました。そして、今回の 100 号記念号は、Ａ４・16 ページフルカラーの凧だよりとして、前夜祭

で配布できるよう 300 部作成しました。 

 これに係る費用は、初代編集長：鈴木裕と２代目：太田健が負担し、作成することといたしました。 

また、今ある凧だよりのデータは整理して、ＣＤに作成し、保存することとしました。 

凧だより１号～２０号の凧だよりを探しています。持っている方はご連絡をお願いいたします。 

今後とも田原凧たよりのご愛読お願いいたします。 

 

                           田原凧保存会 広報部長 太田 健 

【寄贈者】 藤城末次・林 宏 

【寄贈者】松井克雄 

歴代編集長：レキシントン空港にて  


