
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 17日（土）14：00より、国営飛鳥・平城跡宮跡歴史公園 平城宮跡区域（奈良県奈良市）    

（以下、「平城宮跡歴史公園」と呼ぶ。）をメイン会場に全国１２の国営公園を含む２２の都市公園  

および公共オープンスペースを会場（特別開催地として震災から 10年目を迎えようとする復興地、

福島県を含む）として、日本そして世界の新型コロナウィルス感染が終息することを願って一斉に 

凧揚げを行います！ 合言葉は「みんなで一つの空へ。FLIGHT ON “ONE SKY”!!」。 
 

■開催地         （＊は国営公園） 

1. 前田森林公園【北海道】 

2. 国営みちのく杜の湖畔公園【宮城県】＊ 

3. 二ツ沼総合公園【福島県】 

4. 国営越後丘陵公園【新潟県】＊ 

5. 魚津総合公園みらパーク【富山県】 

6. 国営武蔵丘陵森林公園【埼玉県】＊ 

7. 国営アルプスあづみの公園【長野県】＊ 

8. 平城宮跡歴史公園【奈良県】（メイン会場）＊ 

9. 唐古・鍵遺跡史跡公園【奈良県】 

10. 淀川河川公園【大阪府】＊ 

11. 豊中市立グリーンスポーツセンター【大阪府】 

12. 大阪府営久宝寺緑地【大阪府】 

13. 国営明石海峡公園【兵庫県】＊ 

14. 兵庫県立三木総合防災公園【兵庫県】 

15. 国営備北丘陵公園【広島県】＊ 

16. 国営讃岐まんのう公園【香川県】＊ 

17. 鴨島児童館グランド【徳島県】 

18. 海の中道海浜公園【福岡県】＊ 

19. 吉野ヶ里歴史公園【佐賀県】＊ 

20. 熊本市水前寺江津湖公園【熊本県】 

21. 国営沖縄記念公園【沖縄県】＊ 

22. 石垣市南ぬ浜町緑地公園【沖縄県】 

 

■企画、主催、協力等 

 ・企画： 一般財団法人公園財団、アートプロジェクト気流部（代表：森野晋次） 

 ・主催： 本趣旨に賛同する全国の都市公園等（別添資料参照） 

 ・協力： 地域の凧愛好団体ほか（別添資料参照） 

 ・WEB/ICT技術提供： ＹｕＭａｋｅ合同会社、奈良先端科学技術大学院大学ユビキタスコンピューティングシステム研究室 

 ・事務局： 平城宮跡歴史公園 平城宮跡管理センター 
 

新型コロナウィルスの終息を願って開催！！ 

全国一斉凧揚げイベント「大空高くみんなの願いを！２０２０」 

２０２０年１０月９日（金） 
PRESS RELEASE 全国の開催地域にある記者クラブにも配信 
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 お問合せ先  

①イベント企画、全体の取組み内容について 

  ・平城宮跡管理センター 事務局：中井・林（takefumi-hayashi@prfj.or.jp）0742-36-8780 

  ・アートプロジェクト気流部 代表：森野（morino@kiryu-bu.com）090-5662-9840 

・一般財団法人公園財団 本部事業推進部：川原（jun-kawahara@prfj.or.jp）03-6674-1188 

②各公園個別のイベント内容について 

・別添資料の各公園事務所へお問い合わせください 

 

 
■実施の背景 

全世界に拡がる新型コロナウィルス感染症。今春はわが国においても緊急事態宣言が発令され、国営公園や都

市公園においても臨時休園措置が行われました。その後、宣言は解除されましたが第二波とも捉えられる状況は

現在も続いており、また世界に目を向ければ感染拡大は続き、終息にはまだまだ時間がかかると言われています。

国内では GO TOキャンペーンも始まっていますが、これまでの移動自粛による地域の文化経済へのダメージは大

きく、日本全体がコロナストレスを抱え続けながら再び活気を取り戻す希望を容易には持てない状況です。そし

て「withコロナ」社会の中で新しい生活様式への対応が求められる中、感染症対策による活動制限・運動不足に

よるストレス蓄積や生活習慣病の悪化といった 2次被害も指摘されています。 
 

■都市公園が担うべき役割を考え、発信 

都市公園はみどり豊かで開放的な環境の下、散策、遊び、休息、スポーツなどを楽しめる貴重なオープンスペ

ースであり、新型コロナウィルスに負けない健康的なライフスタイルを支え、地域の生活文化を発信することが

できます。この都市公園が担うべき役割、すなはち「健康を守る場」であり、「つながる場」であり、「未来を

育む場」であることを広く発信していくことが私たちの使命であると考え、このたび世界中で拡がる新型コロナ

ウィルス感染症の終息を願って全国で一斉に凧揚げを行うイベントを企画しました。都市公園を象徴する本取組

みにより大空をみんなの願いでつなぎ、コロナに負けないエールを全国そして世界に届けます。 
 

■なぜ凧揚げなのか？ 

日本古来の伝統・風習で、凧を空高く揚げることで願いを天に届けるという意味がある外遊びで、屋外でフィ

ジカルディスタンスを図りつつソーシャルなつながりを確保することができます。オリンピックの延期をはじめ

地域に根ざした祭りやイベントが中止になる中、日本の伝統文化を全国につないで発信する withコロナに対応し

たソーシャル・パークプロジェクトです。 
 

■メイン会場は平城宮跡歴史公園（奈良県奈良市） 

平城宮跡歴史公園は、今から約 1,300年前の奈良時代（西暦 710年～794年）に都があった場所であり、当時、

天然痘ウィルスが蔓延して世の中に混乱が生じ、その平癒を願って都の中心である平城宮の大極殿でお祈りが捧

げられました。公園は現在、この大極殿をはじめ平城宮の正門である朱雀門が復原されているほか、現在、国土

交通省にて大極殿院の入口にあたる南門の復原整備が行われているところです。本イベントのメイン会場として

1,300年前に祈りが捧げられたこの地で「コロナウィルス終息」の願いを込めて凧揚げを行います。 
 

■全国の特色ある凧揚げと凧づくり体験 

 平城宮跡歴史公園では東西南北の四方を守る四神（青龍・白虎・朱雀・玄武）を描いた 4 機の大凧を制作し、

疫病終息を願う「呪符」と共に大空に揚げます。また、国営武蔵丘陵森林公園では元スポーツカイト世界チャン

プによる凧揚げを、国営越後丘陵公園では見附今町・長岡中之島大凧合戦で揚げられる大凧、国営沖縄記念公園

では地域の伝統凧「カーブヤー」を揚げるほか、吉野ヶ里歴史公園では地域の神事にちなむ「凧揚げ（はたあげ）」

を行います。あわせて凧作り教室を開催し、制作した凧を一斉に揚げる取組みも多くの公園で行われます。各公

園におけるイベント内容は別添資料をご覧ください。 
 

■ＷＥＢアプリで全国の会場を一つに  

  本イベント専用ＷＥＢアプリを使用して各地の凧揚げ主催者や参加者が写真を投稿することにより、全国の凧

揚げ状況を、空を通してだけでなくネットでタイムリーにつなげます。本アプリは開催当日に特設ホームページ

（https://www.minasora2020.jp/）よりダウンロードすることができます。 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ご多忙中のことと存じますが、取材ならびに記事掲載のほど宜しくお願いいたします。 

mailto:takefumi-hayashi@prfj.or.jp）0742-36-8780
mailto:morino@kiryu-bu.com
mailto:jun-kawahara@prfj.or.jp


 

平城宮跡歴史公園【メイン会場】（全国図位置番号 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国営越後丘陵公園（4）              国営武蔵丘陵森林公園（6）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国営備北丘陵公園（15）    吉野ヶ里歴史公園（19）        国営沖縄記念公園（21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の冬に開催した凧揚げイベントの様子 制作中の四神大凧（高さ 3m×幅 2.5m） 

見附今町・長岡中之島大凧合戦の大凧 元スポーツカイト世界チャンプによる凧揚げ 

連凧づくりと凧揚げ 地域の神事にちなんだ「旗上げ」 伝統凧「カーブヤー」 



大空高くみんなの願いを！２０２０　各開催地情報

都道
府県

開催会場 主催等 協力等 イベント概要
問合せ先
（主催等）

詳細URL 備考

1 北海道 前田森林公園 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
https://www.sapporo-
park.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。

2 宮城県
国営みちのく杜の
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

0224-84-5991

https://michinoku-
park.info/event_blog/10%e6%9
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
野未来創造リサーチセ
ンター

10月17日(土)11:00〜15:00
11:00〜凧作りワークショップ
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。

4 新潟県 国営越後丘陵公園 （左記に同じ）
見附今町・長岡中之島
大凧合戦協会

10月17日(土)
13：00～大凧揚げ

0258-47-8001
http://echigo-
park.jp/event/news/2041.html

・「見附今町・長岡中之島大凧合戦」
の本番でも揚げられる「大凧」をみんな
で一緒に揚げます。

5 富山県
魚津総合公園みら
パーク

NAPs
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/
・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。

6 埼玉県
国営武蔵丘陵森林
公園

（左記に同じ）

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

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
https://www.shinrinkoen.jp/ev
ent/20200907102508.html

・元スポーツカイト世界チャンプによる
凧揚げも見ることができます。

7 長野県
国営アルプスあづ
みの公園　堀金・穂
高地区

（左記に同じ） 10月17日(土) 0263-71-5511
http://www.azumino-
koen.jp/horigane_hotaka/index
.php

・キットを使った凧づくりから凧揚げま
で楽しめるイベントです。

8 奈良県
（国営）平城宮跡歴
史公園

主催：左記に同じ
共催：アートプロジェクト
　　　 気流部

・東近江大凧保存会
・世界凧博物館東近江
大凧会館
・日本の凧の会京都
・吉野そでいか保存会
・美濃和紙の里会館
・本美濃紙保存会
・植和紙工房

10月11日(日)・17日(土)
　10：00～凧×ミライ ハッカソン
10月17日(土)
　10：00～願凧作りワークショップ
　14：00～四神大凧揚げ・みんなで凧揚げ
　　　　吉野そでいか、アマビエ連凧揚げ

0742-36-8780
https://www.heijo-
park.go.jp/event/minasora202
0/

・願凧作りワークショップでは、平城宮
跡特製「朱雀の版入り」六角凧が作れ
ます。凧の持込みも可能です。

9 奈良県
唐古・鍵遺跡史跡
公園

（左記に同じ）

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
https://www.karako-
kagi.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。

10 大阪府
（国営）淀川河川公
園

日本の凧の会大阪支部
10月17日(土)
12：00～コロナ収束を願う特別月例会

06-6994-0006
https://www.yodogawa-
park.go.jp/topic/mintako2020
/

・太間地区において、「コロナ収束を願
う特別月例会」と題し、みんなで凧揚
げを実施します。

別添資料



大空高くみんなの願いを！２０２０　各開催地情報

都道
府県

開催会場 主催等 協力等 イベント概要
問合せ先
（主催等）

詳細URL 備考

別添資料

11 大阪府
豊中市立グリーンス
ポーツセンター

主催　豊中市
共催　奥アンツーカ
　　　・とよすぽグループ

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

06-6398-7391
https://toyonakagreensportsc
enter.wordpress.com/

・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
グイベントのひとつとして開催。凧の持
込みも可能です。

12 大阪府
大阪府営久宝寺緑
地

（左記に同じ）
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

072-992-2489
https://www.toshi-
kouen.jp/calendarjp/event.php
?eid=20200810093812472

・久宝寺緑地のハロウィンの魔女と一
緒に凧揚げをします。

13 兵庫県
国営明石海峡公園
神戸地区

（左記に同じ）
・里山フレンズ
・あいな里山参画団体
運営協議会

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

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。

14 兵庫県
兵庫県立三木総合
防災公園

三木凧の会
10月17日（土）
13：00～イベント開始
14：00～一斉凧揚げ開始

http://www.hyogo-
park.or.jp/mikisougou/

15 広島県 国営備北丘陵公園 （左記に同じ）
10月17日(土)
10：30～凧作りワークショップ
14：00～凧揚げ

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。

16 香川県
国営讃岐まんのう
公園

（左記に同じ） 讃岐凧天揚会
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。

17 徳島県 鴨島児童館グランド
NPO法人びざん大学
吉野川市立鴨島児童館

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。

18 福岡県
（国営）海の中道海
浜公園

（左記に同じ）
スポーツカイトクラブ
AiAi

10月17日(土)
10：00～クジラの巨大バルーンカイト揚げ
10月24日（土）・25日（日）
10：00～凧作り体験＆凧揚げ

092-603-1111 https://uminaka-park.jp/
・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。

19 佐賀県
（国営）吉野ヶ里歴
史公園

（左記に同じ）

10月17日(土)　・18日（日）・24日(土)　・25日
（日）
10：00～ハタ揚げイベント

0952-55-9333 http://www.yoshinogari.jp/

・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。

20 熊本県
熊本市水前寺江津
湖公園

（左記に同じ）
エイペックス・スポーツ
株式会社、くまモンBIG
カイト飛ばし隊

10月17日(土)
11：00～凧作りワークショップ、凧揚げ

096-360-2620 https://www.ezuko-park.com/
・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。

21  沖縄県
国営沖縄記念公園
海洋博公園

（左記に同じ）
10月17日(土)
14：00～変わり凧イベント

0980-48-2741
http://oki-
park.jp/kaiyohaku/events/det
ail/5460

・沖縄の凧「カーブヤー」を中心に
様々な変わり凧をみんなで揚げます。

22  沖縄県
石垣市南ぬ浜町緑
地公園

八重山凧愛好会
日本の凧の会石垣島支部

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

0980-86-8615
・石垣市バージョンのアマビエ凧も揚
がります。


