
  別紙 １ 
(17.3.20) 

      第４５回 田原凧まつり：臨時総会  
 

１ 全国風サミット記念 第４５回田原凧まつりについて 

 

（１）実施日  平成１７年５月１９日（木）～２２日（日） ４日間開催 

（２）場 所  田原市文化会館周辺（本部：はなのき広場） 

（３）大会日程および準備作業 

 

５月１５日（日）   ９時＝理事集合  場所＝熊金の館  
田原市総合体育館内展示用の初凧１５枚～２０枚借用 
初凧の揚げ糸準備 他 

１７時＝審判打ち合わせ  場所＝赤石くじめ 
各理事は、各チームの広告凧協賛金を持参ください． 

              
５月１８日（水）   ９時＝理事集合  場所＝熊金の館  昼食＝グリル華 
             初凧・祝凧の展示＝田原市総合体育館ロビー 
             総合体育館シート準備 

 

５月１９日（木）  １２時＝理事集合  場所＝熊金の館  昼食＝清谷川 

 

    １３：００    全国風サミット記念・田原凧づくり教室（はなのき広場） 

            エコアーチカイト制作＆飛翔 

             初凧・祝凧展示観覧（田原市総合体育館）   

    １５：００    終了 

 

５月２０日（金）  １２時＝熊金の館集合  昼食＝熊金の館   

 

１３：００    全国風サミット記念・田原凧づくり教室（はなのき広場） 

 

    １３：４０    基調講演「凧で感じる世界の風」 

    １４：２０      日本の凧の会会長 茂出木雅章 氏 

 

    １８：３０    全国風サミット交流会（田原市総合体育館） 

    ２０：３０      アトラクション＝邦楽プロ集団「志多ら」 

 

    １８：００    津軽凧絵師「桜庭義造氏による凧絵教室」開催 

絵師の皆さん 
貴重な勉強の場
です。 
全員お集まりく
ださい。 

               田原まつり会館・熊金の館  －地域づくり補助金事業－ 

 

    ２０：００    終 了 

 



５月２１日（土）   ７時３０分＝全チームはなのき広場集合 

              ・本部テント（４張）のぼり等設営 

・ 体育館準備（シート､いす、祭壇他飾り付け） 

 

     ９：００    初凧受付（体育館） 

    １０：００    初凧祈願祭・記念写真撮影（田原市総合体育館） 

    １１：００    初凧揚げ・広告凧揚げ（はなのき広場） 

               さわらび太鼓演奏 

津軽凧絵師「桜庭義造氏による凧絵教室」開催 

  －地域づくり補助金事業－ 

    １２：３０    昼 食（冷やしうどん） 

 

    １３：００    田原凧妙技披露＆エコアーチカイト披露 
              風サミット記念・田原凧づくり教室＝先着２００名 

               招待者（予定）＝赤羽根学園児童、老健あつみ、福寿園 他 

             全国の凧友紹介と凧揚げ 

             田原福祉専門学校大凧披露と飛翔  

             田原凧の妙技・風船切り大会             

   １６：３０     終 了（前夜祭会場の準備） 

 

   １８：３０     前夜祭（崋山会館） 

               田原町田原字巴江１２－１  0531-22-1700 

               アトラクション＝穂の国夢太鼓「彩華」演奏（予定） 

 

５月２２日（日）   ７時００分  全チームはなのき広場集合   

・開会式準備 

・のぼり設営・交通安全標識設置・トイレ設置 他 

 

    ８：３０     開会式（はなのき広場） 

               優勝旗返還・選手宣誓（青 70） 

 

    ９：００     全国風サミット記念：田原けんか凧合戦（ジャスコ裏） 

                

   １０：００     全国の凧友紹介と凧揚げ（はなのき広場） 

各チームの小凧配布 １００枚  

               小凧無料配布＝午前１０時～、午後１時３０分～ 

   １６：００     けんか凧合戦終了 

 

   １７：００     餅投げ 

    
 １７：１５     表彰式・閉会式（はなのき広場） 



【 役 割 】 ○印＝責任者 

①本部役員    ○松井会長はじめ役員全員・市役所商工課員（横田） 

②来賓接待係   ○松井会長はじめ本部役員・市役所商工課員・トヨタ凧娘（２名） 

③受付・音楽係  ○河合真・山村定義・市役所商工課員・トヨタ凧娘 

④審判員     ○山下政良審判長・木下啓・高柳安正・市川智啓・河辺俊和・河合美和 

⑤採点連絡係   ○本部＝山村定義・伊藤あさ子   ○戦場＝鈴木裕・市役所商工課員 

⑥凧受取り係   ○本部＝本部役員・凧娘      ○戦場＝市役所商工課員 

⑦本部設営係   ○藤城三信はじめ選手全員 

⑧体育館設営係  ○佐々木邦夫・河合真・山下・鈴木裕・他青チーム 

⑨祭壇係     ○加藤要・藤城三信・河合美和 他 

⑩テント係    ○林 宏・金井定男・萩原武三・他赤チーム 

⑪のぼり係    ○岡田伍生・安田文彦・今川哲美・河合久男・イトウ通信・他赤チーム 

⑫煙火係     ○山田善男・鈴木健司 他 

⑬交通係     ○佐々木邦夫・原田力・大羽一弘・鈴木章之・シルバー（会長依頼） 

⑭ビデオ係    ○ 

⑮写真係     ○荒木達也（加治町）・河合孝雄（中日写協） 

⑯賞状係     ○山下政良・菅沼智子 

⑰後片付け係   ○藤城三はじめ選手全員 

【初凧関係】  

        ５月２１日（土） ８時～総合体育館設営・放送設備（○河合真） 

①値 段   ・２５枚＝５５０００円・１６枚＝４００００円・９枚＝３５０００円 

          家紋入りは各５０００円増        3/20 現在 ６２枚 

②初凧係   ・初凧受付  ○木下啓・鈴木健司・河合美和・トヨタ凧娘・田福生 

       ・司 会   ○伊藤あさ子・山下政良 

       ・凧引渡し  ○林 宏・金井定男・今川哲美・岡田伍生 

       ・供物渡し  ○菊若連・田福（３人） 

       ・記念写真係 ○大羽一弘・安田文彦  ○青す（加藤・山田・鈴木誠 他） 

       ・音響係   ○河合真・山村定義 

       ・初凧揚げ  ○萩原昭信・杉本明一・山田善男・藤城三信・原田 他全員 

【広告凧関係】 

①協賛凧数   ・各チーム３枚以上協賛者を募り製作（１枚＝５，０００円） 

          ４枚以上は１枚につき１０００円払い戻し（総会にて） 

②協賛者名   ・岩崎看板にて協賛者名を入れますので早めに白凧を持参のこと。 

③一覧表提出  ・各チーム毎に協賛者名を封筒に記入し５月１４日（土）までにお金と一緒 

         に理事まで。理事は５月１５日（日）審判打合せ時に持参ください。 

④協賛者封筒  ・４／２４（日）協賛者一覧表・領収書・粗品引換券を、ポスター配布時に一

緒にお渡しいたします． 



【こども凧揚げ用小凧製作】 

①製作枚数   ・各チーム１枚凧に凧印を入れ製作。（竹ひごを保存会にて用意） 

           各チーム製作枚数：５枚 

  ５月２２日（日）けんか凧合戦開会式前に本部に提出。 

②受 付    ○加藤要・イトウ通信・安田文彦 

【こども凧づくり教室関係】 ５月２１日（土）午後１時～ 凧教室用にテント１張設営 

小凧づくりが集中します． 
会員の皆さんご協力をお願
いします． 

①製作凧   ・１枚凧＝２００枚 

②招待者   ・赤羽根学園児童・福祉関係者 他 

      手配＝○佐々木邦夫 

③係 員   ○加藤要・河合久夫・鈴木義延・大羽一弘・鈴木章之・山村定義・鈴木博幸 

今川哲美・加藤要・金田博雍・田福（５名） 他 

【前夜祭】 ５月２１日（土） 午後６時３０分～８時３０分  崋山会館 

        理事は、午後４時３０分崋山会館に集合＝飾り付け 

 

①参加者    白井市長はじめ議員および市役所関係者、GT バーニー市長始めご一行様 

校区総代、トヨタ自動車関係者・ＴＩＡ会長・田原警察署長、・凧審判員 他 

・保存会員はチーム２名以上出席のこと。 

②アトラクション ・穂の邦夢太鼓「彩華組」・凧オークションについて 

          田原凧オークション  出品者謝礼＝風車と凧の缶バッチ（予定） 

   係員   ○鈴木裕・伊藤あさ子・加藤要・林 他 

③会 費     ・来賓、凧友、一般 ＝ ３，０００円 

         ・田原町福祉専門学校生・市役所係員・保存会員、＝２，０００円 

④受付・会計  ○木下啓・山下正良・河合美和・菅沼智子 他 

⑤受付・凧オ  ○林 G・今川哲美・青す G・他 

⑥案内係    ○佐々木邦夫・藤城三信・鈴木裕・凧娘・田福生 

⑦司会・係員  ○佐々木邦夫・伊藤あさ子 

⑧宿泊係    ○山下正良・林 宏・加藤要 

⑨凧友接待   ○萩原武三・佐々木邦夫・原田力・今川哲美・岡田伍生・山下政良・鈴木章之 

イトウ通信・鈴木裕 他 

 

【太鼓演奏関係】  ５月２１日（土） 午前１１時００分～ はなのき広場舞台 

① 出演依頼    ○佐々木邦夫 

           ・明日香：さわらび太鼓   

②会場整備    ○加藤要・青す（加藤幸・山田・鈴木誠・遠山） 

③司会・係員   ○山下政良・伊藤あさ子 

 



【凧まつり関係 承認事項 連絡事項】 

① GT バーニー市長はじめ参加者への対応について 

   ・５／１９（木）－２０（金） 市役所企画課の対応確認 

   ・５／２１（土） GT 大凧揚げ＆けんか凧の練習（予定） 

     ・５／２２（日） けんか凧チームへの合流【赤＝い組・青＝市役所組】予定 

   【対応者】 ○山村定義・山下政良・鈴木裕 

② 記念の缶バッチの作成について 

   ・凧オークション賛同者へのお礼等に制作する。 

   ・１５㎝円形の記念の缶バッチ。絵柄は「風車と凧」１個＝６００円 

   【対応者】 ○鈴木裕・太田健 

③ 凧合戦場のトイレ設置について   

・５月２２日（日）の合戦場にトイレ 2 個（男女）設置する。 

【依頼者】 ○佐々木邦夫・林 宏 

④ 凧まつり関係者傷害保険の加入ならびに交通整理シルバーへの依頼について 

  ・昨年に引き続き、５月２２日（日）の合戦への対応を行う。 

   【手配者】 ○太田健・佐々木邦夫 

⑤ 全国の凧友の対応 

・前夜祭後の二次会対応＝田原シティホテル２階 

    飲物・アルコール等の手配 

【幹 事】 ○山下政良・萩原武三・原田力 

・けんか凧合戦時の対応＝各チームに合流 

   保存会より１人＝１，５００円補助（昼食・飲物含む） 

【幹 事】 ○加藤要・林 

⑥ 凧まつり手ぬぐい 

  ・手ぬぐい手配    ○山村定義・鈴木裕（丸六染工） 

  ・各チーム２本    ５月２２日（日）配布  小凧提出時に渡します． 

  ・希望者       ３００円／本 

⑦ 甘酒の無料提供（予定） ５月２１日（土） 

     田福生にて対応依頼 

     ○佐々木邦夫・加藤要・鈴木健司 

⑧ 凧まつりポスター注文と広告凧一覧表の配布日 

・手 配     ○太田 健   観光協会作成＝大陽印刷（予定）   

・会員配布日   ４月２４日（日）１０時～１３時 熊金の館 

           幹事＝○太田健・山村定義・加藤要・河合美和・鈴木裕 

  ・広告凧の協賛者一覧表・領収書・粗品引換券も一緒にお渡しします． 

               

以 上 

17/10 渥美半島がひとつになり．イベントが増えます．「田原凧まつり」がますます 

魅力あるイベントとなるよう 会員の皆さん！ご協力をお願いいたします． 


