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PRESS RELEASE

「大空高くみんなの願いを」
〜新型コロナウイルス終息を願う全国一斉凧揚げ〜

10/17（土） 開催！

※写真はイメージです
10 月 17 日（土）に全国の国営公園と都市公園等が連携し、新型コロナウイルス終息を願って一斉に凧揚げ
を行い、大空をみんなの願いでつなぐイベントを開催します。
当公園では、参加者の方に凧へ願い（絵・文字）を書いてもらい、連凧にして一斉に空へ揚げます。また、
イベントの様子を動画で撮影し、後日 youtube 等の動画共有サイトを通じて世界に発信します。
【主
催】備北公園管理センター
【企画・協力】一般財団法人公園財団・平城宮跡管理センター アートプロジェクト気流部／代表 森野晋次氏
【日
時】2020 年 10 月 17 日（土）
・10：30～12：30 凧作りワークショップ
・14：00～
全国一斉凧揚げ
【場
所】大芝生広場
【料
金】無料

お問い合わせ先
国営備北丘陵公園
企画広報課

備北公園管理センター

課長補佐：末長（すえなが）
係長：幡司（はたし）

〒727-0021 広島県庄原市三日市町 4-10
TEL：0824-72-7000 FAX：0824-72-7828
メール：kikaku@bihoku-park.jp
ホームページ：https://www.bihokupark.jp

大空高くみんなの願いを！２０２０
都道
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イベント概要

問合せ先
（主催等）

詳細URL

備考

札幌凧の会

10月17日（土）
13：00～会場準備
14：00～凧あげ開始
15：00～終了

011-731-0662

国営みちのく杜の
2 宮城県
湖畔公園

（左記に同じ）

仙台凧の会

10月17日(土)
10：00～/13：00～凧作りワークショップ
13：00～創作凧あげ・みんなで凧揚げ

https://michinokupark.info/event_blog/10%e6%9
0224-84-5991 c%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3
%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%
e2%91%a1.html

・仙台凧の会の協力のもと創作凧や大
型凧などを揚げます。14:00に一般参
加の方々と一緒に一斉凧揚げを行な
います。

3 福島県 二ツ沼総合公園

ちゃのまプロジェクト

早稲田大学ふくしま広 10月17日(土)11:00〜15:00
野未来創造リサーチセ 11:00〜凧作りワークショップ
ンター
14:00〜凧上げ

0240-23-6882

・公園広場内にて、凧作りワークショッ
プを実施、制作した凧を一斉に上げま
す。

見附今町・長岡中之島 10月17日(土)
大凧合戦協会
13：00～大凧揚げ

http://echigo・「見附今町・長岡中之島大凧合戦」
0258-47-8001 park.jp/event/news/2041.htm の本番でも揚げられる「大凧」をみん
l
なで一緒に揚げます。

1 北海道 前田森林公園

4 新潟県 国営越後丘陵公園 （左記に同じ）

5 富山県

魚津総合公園みら
NAPs
パーク

6 埼玉県

国営武蔵丘陵森林
（左記に同じ）
公園

国営アルプスあづ
7 長野県 みの公園 堀金・穂 （左記に同じ）
高地区

8 奈良県

主催：左記に同じ
（国営）平城宮跡歴
共催：アートプロジェクト
史公園
気流部

9 奈良県

唐古・鍵遺跡史跡
公園

10 大阪府

（左記に同じ）

（国営）淀川河川公
日本の凧の会大阪支部
園

・ＴＲＡＩＬ
・元スポーツカイト世界
チャンピオンチーム
「AFTER SHOCK」

https://www.sapporopark.or.jp/maedashinrin/

・南エリアのひろびろ原っぱで連凧な
どをあげます。問い合わせは札幌凧
の会まで。

10月17日(土)
13:00～凧作りワークショップ
14：00～みんなで凧揚げ

080-7290-6247 https://uozupark.com/

10月17日(土)
13：00～凧作りワークショップ
14：00～みんなで凧揚げ
14：30～大凧揚げデモンストレーション

0493-57-2111

10月17日(土)

http://www.azumino・キットを使った凧づくりから凧揚げま
0263-71-5511 koen.jp/horigane_hotaka/inde
で楽しめるイベントです。
x.php

・東近江大凧保存会
10月11日(日)・17日(土)
・世界凧博物館東近江
10：00～凧×ミライ ハッカソン
大凧会館
10月17日(土)
・日本の凧の会京都
10：00～願凧作りワークショップ
・吉野そでいか保存会
14：00～四神大凧揚げ・みんなで凧揚
・美濃和紙の里会館
げ
・本美濃紙保存会
吉野そでいか、アマビエ連凧揚げ
・植和紙工房

・当日開催予定のアウトドアイベントの
コンテンツとして開催します。凧作りだ
けでの参加も可能です。

https://www.shinrinkoen.jp/e ・元スポーツカイト世界チャンプによる
vent/20200907102508.html
凧揚げも見ることができます。

https://www.heijo・願凧作りワークショップでは、平城宮
0742-36-8780 park.go.jp/event/minasora202 跡特製「朱雀の版入り」六角凧が作れ
0/
ます。凧の持込みも可能です。

10月10日(土)
10：00～凧作りワークショップ
10月17日(土)
14：00～凧揚げ大会

0744-34-5500

10月17日(土)
12：00～コロナ収束を願う特別月例会

https://www.yodogawa・太間地区において、「コロナ収束を
06-6994-0006 park.go.jp/topic/mintako2020 願う特別月例会」と題し、みんなで凧
/
揚げを実施します。

https://www.karakokagi.com/

・唐古・鍵遺跡史跡公園弥生の林エリ
アで新型コロナ終息を願い、参加者
全員で凧揚げをします。
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主催 豊中市
豊中市立グリーンス
11 大阪府
共催 奥アンツーカ
ポーツセンター
・とよすぽグループ

12 大阪府

大阪府営久宝寺緑
（左記に同じ）
地

国営明石海峡公園
13 兵庫県
（左記に同じ）
神戸地区

14 兵庫県

・里山フレンズ
・あいな里山参画団体
運営協議会

国営讃岐まんのう
公園

17 徳島県 鴨島児童館グランド

（左記に同じ）

讃岐凧天揚会

NPO法人びざん大学
吉野川市立鴨島児童館

（国営）海の中道海
18 福岡県
（左記に同じ）
浜公園

（国営）吉野ヶ里歴
19 佐賀県
（左記に同じ）
史公園

スポーツカイトクラブ
AiAi

問合せ先
（主催等）

詳細URL

備考

10月17日(土)
10：30～願い凧作りのワークショップ
14：00～全国一斉凧揚げ

・この秋リニューアルオープンするグ
リーンスポーツセンターのオープニン
https://toyonakagreensportsc
06-6398-7391
グイベントのひとつとして開催。凧の持
enter.wordpress.com/
込みも可能です。

10月17日(土)
10：30～凧作りワークショップ
13：30～芝生広場で凧揚げ大会

https://www.toshi・久宝寺緑地のハロウィンの魔女と一
072-992-2489 kouen.jp/calendarjp/event.ph
緒に凧揚げをします。
p?eid=20200810093812472

10月17日(土)
10：30～14：30
凧のお話、参加者と一緒に五連凧づくり
芝生広場にてみんなで凧揚げ
10月17日（土）
13：00～イベント開始
14：00～一斉凧揚げ開始
10月17日(土)
10：30～凧作りワークショップ
14：00～凧揚げ

兵庫県立三木総合
三木凧の会
防災公園

15 広島県 国営備北丘陵公園 （左記に同じ）

16 香川県

イベント概要

078-591-8000 https://kobe-kaikyopark.jp/

・あいな里山公園参画団体運営協議
会、里山フレンズの協力のもと、自分
で作った凧を大空に向けて飛ばしま
す。

http://www.hyogopark.or.jp/mikisougou/
0824-72-7000 https://www.bihokupark.jp/

・参加者で凧に願い（絵・文字）を書
き、連凧にして一斉に上げます。

10月17日(土)
14：00～讃岐凧天揚会による凧揚げ

0877-79-1700 https://sanukimannopark.jp/

・芝生広場にて、讃岐凧天揚会による
連凧等の凧揚げを行います。状況に
より、一般来園者にも手綱を引く体験
も実施します。

10月16日（金）16:00～凧作り
10月17日(土) 13:00～凧揚げ開始
14:00～一斉凧揚げ

0883-24-2379 ja-jp.facebook.com

前日までに凧作りを行い、当日は児童
館グランドにおいて、子どもたちと一緒
に一斉凧揚げします。

10月17日(土)
10：00～クジラの巨大バルーンカイト揚げ
092-603-1111 https://uminaka-park.jp/
10月24日（土）・25日（日）
10：00～凧作り体験＆凧揚げ
10月17日(土) ・18日（日）・24日(土) ・25
日（日）
0952-55-9333 http://www.yoshinogari.jp/
10：00～ハタ揚げイベント

エイペックス・スポーツ
10月17日(土)
株式会社、くまモンBIG
11：00～凧作りワークショップ、凧揚げ
カイト飛ばし隊

20 熊本県

熊本市水前寺江津
（左記に同じ）
湖公園

21 沖縄県

国営沖縄記念公園
（左記に同じ）
海洋博公園

10月17日(土)
14：00～変わり凧イベント

22 沖縄県

石垣市南ぬ浜町 八重山凧愛好会
日本の凧の会石垣島支
緑地公園
部

10月17日（土）
13：00～子どもたちの凧揚げ
14：00～大人も加わり一斉凧揚げ

096-360-2620

https://www.ezukopark.com/

・大芝生広場にてクジラの巨大バルー
ンカイトを揚げます。
・祭りの広場にて、疫病を鎮めるとされ
るアマビエ、佐賀県を代表する民俗芸
能である面浮立などを絵柄にしたハタ
揚げイベントを実施します。
・凧作りを楽しんだあと、みんなで元気
に凧を揚げよう。くまモンの大凧も、み
んなと一緒に大空に舞い上がります。

http://oki・沖縄の凧「カーブヤー」を中心に
0980-48-2741 park.jp/kaiyohaku/events/det
様々な変わり凧をみんなで揚げます。
ail/5460
・石垣市バージョンのアマビエ凧も揚
がります。

