毎年 4 月 29 日に総合スポーツ公園で開催されている愛
知凧連合親睦凧揚げ大会。凧作り教室や豊橋凧のプレゼ
ントがあり、芝生を駆け回って楽しめる。

4

舞
い
上
が
れ
特 集

豊橋凧

一本の糸のたぐり加減で反応し、生き物のように空を舞う
たこ

にも「豊橋凧」という名で残っています。しかし、その存在は

凧。風俗や地形に合わせて生まれた独特の凧文化は、ここ豊橋

今回の特集では、豊橋凧の歴史や特徴、また、その保存・

あまり知られておらず、遊びとしても衰退しつつあります。
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継承のために活動する豊橋凧保存会の想いを紹介します。

・２８７３）

問合せ 「文化のまち」づくり課
（☎

51

本の糸目 (※) で揚げる。一辺 1m 以上の凧になると大空高

ケロリ凧

豊橋凧とは

豊橋凧は、
「ケロリ凧」
「八ツ花凧」が代表

的な形で、その形と性能に独自性があります。

決まった図柄はなく、武者絵や歌舞伎絵など、

色鮮やかな絵が描かれています。大きさも、

豊橋は、三河湾からの強い風が吹く絶好の

一辺１〜４ｍ
とさまざまです。

場所であったことなどから、凧文化がこの地

に根付いていったと考えられます。

豊橋凧の歴史

さかのぼ

豊橋凧の歴史は江戸時代まで遡ります。幕

府が地方の習俗文化を調査するために発した

これ

はり

た こ

問状への返書「三河国吉田領答書」には、
「竹

の頭の骨に結付けてあぐるなり」とあり、現

むすび

を二つ割として彼ウナリを弦とし張て、紙鳶

在と同じような凧を揚げていたことが分かっ

明治に入ってからも「日本奇風俗」
（明治

ています。

年 大畑匡山著）によると、
「三河豊橋地方

凧」が多く、 畳分の大凧が揚げられたこと

男の誕生と無事を願って揚げられてきた「初

して豊橋の名が挙げられています。昔は、長

宜しい位だ」とあり、凧揚げが盛んな地方と

よろ

一面に飛ぶ凧の数は、数えきれぬと云っても

い

の凧揚げも随分盛んなもので、
（中略）天空

41

どにより、その文化は衰退してきています。

しかし、昭和の戦後頃から遊びの多様化な

もあったそうです。

30

横長の長方形に、底辺が山型に切り上がった凧。上と下の 2
く揚がった時、風でゆったりと左右に振れるのが特徴。あっ

ちを向いたりこっちを向いたりと、のんびりしたさまを、豊

橋では「ケロケロしている」ということから、ケロリ凧とい

う名前がついたといわれる。弱い風でも揚げることができる。

※ 糸目…凧の表面につけて揚がり具合を調節する輪っか状の糸

6

や

つ

は

な

豊橋凧の描き手に聞く

武者絵に美人画、
キャラクターが描かれた凧。

牟呂中村町にある谷山さんの作業場を訪れる

と、壁に飾られた色とりどりの凧が出迎えてく

れます。退職後、 歳の時に海へ凧揚げをしに

行き、誘われたことがきっかけで凧保存会に入

会した谷山さん。白紙の凧はもの寂しく葬式凧

と呼ばれ嫌われるからと、色鮮やかな凧を独自

で勉強しながら描き始めました。今では、アク

リル絵の具を組み合わせ、使いこなす色は

１００色以上。
「特に女性の顔を描く時は緊張

します。
」と話し、眉毛やまつ毛、髪の毛の生

え際などは細筆とスポンジを使い分けて慎重

に描くことなどを教えてくれました。

大凧は、作り上げるのに一か月以上かかる

こともあるそう。長時間立ちながらの作業で

も、ついつい没頭してしまうという谷山さん

は凧への想いを楽しそうに語ってくれました。

「ケロリ凧は、くびれがあり大きくてバラン

スをとるのが難しいため、揚げる人も描く人

も少ない。そんな中、伝統の豊橋凧が豊橋の

空を埋め尽くして賑やかになるように、これ
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からも描き続けていきたいです。
」

豊橋凧保存会 谷山育男さん（88 歳）

八ツ花凧

うなり

八つの尖った角が特徴で、8 枚の花弁を持つ

花びらを表している。9 本の糸目 (※) があり、

弓のような形で凧をそらせる「うなり」
（左

上図）と長い荒縄の尻尾をつけて揚げる。

強風でも揚げることができる。

材料 [ 凧 1 枚分］

糸目に揚げ糸を通して結ぶ。
羽の両端にある竹に、凧をそら
せるための糸をしっかりと結び、
両端をビニールテープで取れな
いように止める。

ビニールのごみ袋を鳥の形（好き
な形）に切る。片側に半分の図柄
を描き、重ねて切ると対称になる。

○ ○

45 ㎝の竹に両面テープを貼り、
凧の中心に縦に貼る。

東部中学１年生

１
ビニールのごみ袋（45ℓ）……1 枚
凧糸………………………………30m 程度
竹（幅 5 ㎜）…20 ㎝ ×2 本、45 ㎝ ×1 本、90 ㎝ ×1 本
ビニールテープ、両面テープ…適量

デジタルな時代に
アナログな遊びを

子どもの遊びがデジタル化する中、アナロ

グの遊びの良さをもっと体験してほしいと思

い、保育園や小・中学校に出向き、年間約

回、凧作り教室を行っています。凧は同じよ

うに作っても、竹のしなりや糸の結び方一つ

で違いが出るため、全員が同じものにはなら

ず、個性が出ます。それが面白く、思い通り

に揚がらなくても工夫次第で変わるところも

楽しく、一通りではない遊び方ができます。

学校の勉強では、成績や評価を気にする子

どもが多いですが、凧揚げは直接的な評価に

はつながりませんし、個々の満足度の問題な

ので、子どもたちも生き生きとして、目つき

話し、考え、競い合って遊んでほしいですね。

緒になって、どうしたらうまく揚がるのかを

ていきたいです。そして、大人が子どもと一

いくために、これからも凧の魅力を伝え続け

徴をいかして伝えられてきた豊橋凧を守って

げに最適の土地です。この土地ならではの特

豊橋は、三河港から強い風が入り込む凧揚

が違うのです。

8

30

豊橋凧保存会 会長 市川和生さん

人に聞いて
その道の達
した！
作ってみま

２
３

羽の左右に 90 ㎝の竹を、胴体
の両側に 20 ㎝程度の竹を貼る。
胴体の竹を内側に少し飛び出す
ように貼るのがポイント。

５

６

完成！

凧保存会が伝授する！

凧の揚げ方 豆知識

簡単！凧作り教室

凧は身近な素材で簡単にできるのも魅力の一

「上手に揚げることができない！」そんな方に、知っ

つ。凧の作り方を教わりに、凧保存会が行ってい

ておくと得する凧の揚げ方を伝授します。

その１

る東部中学校での凧作り教室を取材しました。

揚げ始めは糸を短く

上空の方が風が安定しているため、
始めから糸を長くするのではなく、

糸目を用意しよう

凧が少し揚がってから糸を少しず
つ伸ばし、だんだん高くしていく。

その２

凧は左右対称に

４

凧の大きさ、骨のしなり・太さなど、左右のバランスが肝
心。揚げた時にズレていないか確認を。

○

×
揚げ方のコツを
教えてもらったら
飛んだよ！

その３

風を読む

大きな障害物があると風向き

竹の重なり合う部分の左上と右下に
つまようじで穴をあけ、糸目を作っ
た糸を通して堅結びにする。

が変わるので、ビルなどが
ないところを選んで揚げる。
総合スポーツ公園は、海に
近く安定して風が吹き、電線
も少ないのでおすすめ。
朝倉さんご家族

新春 凧の催し

■新春凧揚げ大会

時〜午後２時

大凧揚げ合戦の観覧や、自由に凧揚げが

１月３日㈬午前
10

できます。

とき

ところ 総合スポーツ公園

時〜午

10

■凧展示会

日㈰午前

14

豊橋凧を中心に、各地の凧を展示します。

とき １月９日㈫〜

後４時 ところ 市民文化会館 その他

小凧作り教室・販売あり

■豊橋凧保存会 会員募集

材料の竹取りや、凧の作り方・揚げ方を

学び、イベントや教室で子どもに教えて

いただける方を募集しています。詳細は

福山さんご家族

お問い合わせください。

［共通事項］問合せ 豊橋凧保存会

9 広報とよはし 平成29年12月

山田（☎０９０・９１７２・６０２３）

揚がったときは
嬉しいし、楽しいよ♪

