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かかしは、古くは髪の毛や魚の頭などを焼き、串にさして田畑に立てたものであった。
悪臭で鳥や獣を追いはらっていたことから、これを「嗅がし（かがし）」と呼び、清音化されて「かかし」となった。
ただし、竹や藁で作った人形が使われるようになってからも、しばらくは「かがし」が用いられており、「かかし」という清音形は近
世以降に関東地方から始まり、江戸時代後半に関西地方でも「かかし」が使われるようになった。
漢字の「案山子」は、元々中国の僧侶が用いた言葉で、
「案山」は山の中でも平らなところを意味し、
「子」は人や人形のことである。
中国宋代の禅書『景徳伝灯録』に「僧日、不会、師日、面前案山子、也不会」とあり、
これにならって「かかし」の当て字に「案山子」
が用いられるようになったと考えられる。

語源由来辞典より

「５４体のかかしたち」ごくろうさま
県の里まちづくり推進協議会

会長

岡田章文

思わぬ多くの人々の関心の高さ、それは、かかしコンテストの展示会場から始
まりました。
「かかしたち」に会いに来られる人々が毎日のように続いたのです。
何も言わないかかしたちですが、衰退の一途をたどる農業への思いを込めて、制
作に関わった大人から子ども達の熱き心が伝わったように思います。
兼業農家の規模がほとんどを占める私たちの県主では、自営での稲作ができな
くなり、多くの皆さんが委託栽培へと切り替えておられます。五年先、十年先を
考えるとどうなるのかと考え込んでしまいます。そんな中で開催した「かかしコ
ンテスト」です。
「かかしたち」に会いに来られた皆さんは、私たちの地域にとどまらない農業の衰退
をどうにかしないといけないという「かかしたち」に込められた心を少しでも感じていただけたので
はないでしょうか。
「すずめ来るなよ、
来ても米はひとつもやらん！」また「ぼくのだいすきなおにぎりを、
これからもたくさんたべられますように」といった子どもたちのあどけないコメントを見て、やって
よかったと心から思っています。
「かかし」を題材にした地域おこしのイベントは国内で数多く開催されていますが、道々に展示され
ている「ふるさとかかし」の制作と工夫をこらしての「かかしコンテスト」をこれからも開催してい
きます。
皆さん、温かい目で見守って下さい。

「かかしコンテスト」を終えて
うつくしい里部会長

蔵本久美

緑の山と広がる田園風景、どこにでもある景色でも、県主の景色は、暮らして
いる人たちとともに特にすばらしいものです。この田園風景の中で、地域でしか
できないイベント、それが「かかしコンテスト」でした。そして、地域の人たち、
子どもたち、学校、さらには地域外の人々をも巻き込んでの開催となりました。
取り掛かりは、何を準備すればよいのかわからないまま、募集ちらしの配布を市
内１３の小学校へお願いしたり、機会を捉えては各種団体へ配布したり、さらに
は友人・知人へも参加をお願いして回りました。しかし、なかなか反応がなく、
寂しい思いをしたことが思い起こされます。そのような中で少しずつ応募が増えていきました。児童
クラブの子どもたちとは、一緒になって「かかし」を作り、楽しい時間を過ごすことができました。
紙管に新聞紙を丸めた頭、新聞紙とナイロン袋・ペットボトルで作った胴体、子どもたちが自分で書
いた顔、帽子や服、手に持った「おにぎり」など、それぞれの感性で出来上がった作品は、個性あふ
れるものとなりました。地区外からは、芳井・大江・出部・木之子・鴨方・寄島・笠岡から参加していただき、
５４体の「かかし」たちが展示会場へ並ぶことになりました。
展示期間中は、インターネットで紹介していただいたこともあり、地域内はもとより、地域外からも
多くの皆さんにお越しいただくことができました。会場で、皆さんに感想を書いていただいたノート
を見るたびに「ありがとうございます。
」という気持ちになったのは私一人ではありません。
残暑厳しい中で、展示会場づくりに協力してくださった方々、ご多忙中審査に協力してくださった
方々、本当に多くの皆さんのご協力で成功した「かかしコンテスト」でした。
心から感謝申し上げます。
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かかしコンテスト 〜開催要項〜

出席者全員の記念写真
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かかしコンテスト 〜かかしロードマップ〜

3

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

最優秀賞

県主小学校

みなさんは、このキャラクターが何か分かりますか？
県主小学校のイメージキャラクター「かいくん」です。
「かいくん」は、大谷山をかいこんした岡田久右衛門をモデル
にしています。
みんなが大谷山かいこんのような気持ちで勉強や運動をがんば
るために生まれたキャラクターです。
もちろん、岡田久右衛門がモデルですから、この「かいくん」は、
米づくりへの強い思いを持っています。
きっとかかしとなって、大切なお米を守ってくれると信じて

10

います。

優秀賞
蔵本麻希さん
ケアハウスきのこセイモン
最近、大人（特に高齢の方）だけで米作りを
している光景が多い気がします。小さいころ
より田畑に触れることで、親しみやすく感じ
られるのではないでしょうか。
また、コミュミケーションを通して協力する
ことの大切さ・楽しさを感じることができる
と思います。
かかし作りも協力しながら作ることができ、
かかし作りを通して、皆の意外な一面を見る
ことができました。そして、悪戦苦闘しなが
らも笑いの絶えない時間を過ごせました。か
かしを見て、少しでも楽しそうだなと思ってもらえると嬉しいです。
私たちも思っていた以上の作品ができました。

6

かかしコンテスト表彰式のようす

4

44
過疎化の進むこの地区にお嫁さんが
来て後継者が増えればいいな！

作

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

佳

赤城直佳さん
はじめてのかかし作り 親子孫三
代で楽しくいっしょうけんめい作
りました。農家ではありませんが、
作りながら おいしい作物を育
てるための知恵と努力を知ったよ
うに思います。

長谷佳子さん

はじめてのかかし作りです。
若い女性が初めて稲刈りの
体験。何かとさわがしい今
頃ですが、かかしの顔で少
しでも和やかな気持ちにな
りたいですね！

11

花本正光さん
12

今年も
うまい野菜
作るぞ―！

きのこセイモンデイサービス

45

大江折口サロンとなり組
【食の安全・安心】が問われている今…『野菜・果物たち
の立場から』と云う意味で…『私たちも、考えます！』を
発信したいと思い…こんな
「案山子たち」
を創りました。テー
マにふさわしいかどうか？解りませんが…今一度 −地域
の農業を考えるー
の、ささやかな提案
にな れば 幸 いです。
食 の 安 全・安 心
私たちも考えます！

日本の農業の問題といえば、高齢化、後継者不足、過疎化、
少子化、TPP 問題など山積みです。いわゆる地方、もち
ろん県主においてもそのまま当てはまります。今でも荒れ
た田んぼや畑を目にしますが、１０年・２０年先はどのよ
うなことになっていることでしょう。日々の仕事の合間に、
代々受け継がれた田畑をがんばって守っていらっしゃるの
ではないでしょうか ? 腰が曲
がってやっと歩いておられる
様なかたも作っておられます。
そのような身体が弱くなって
も先祖代々受け継いでこられ
た田畑を守っておられる思い
53
を考えてこの「かかし」を作
りました。

47

特別賞
杉本 愛・幸翼さん
ぼくのだいすきなおに
ぎりを、これからも
たくさんたべられます
ように。
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5

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

親孝行したい時には、親はなし！
「いつするの？」
「今でしょう
！」
お母さんと息子のかかしが楽
しそうに語り合う様子です。
この親子のような、あったかい
家族になれますように！
製作かなり楽しかったです♡

1

佐藤和代さん
﹁昔なつかしい﹂をテーマに制作しました︒

平面的で︑昔どこの田んぼにもあったも

蔵本哲治・祐治さん

介護付有料老人ホーム「ドルフィン
岩倉」には、３０人のご入居者様が
生活を共にされています。毎日を「楽
しく明るく健康」に過ごしていただ
きたいという思いを込めて作品を作
りました。よろしくお願いいたします。

ドルフィン岩倉

7

田 畑にいろいろな作 物が 実り、
「子どもたちのにぎやかな声が響
く里」そんな県主にの思いを託し
ます。

川崎幸子さん

蔵本精子さん

8

全員集合

お米大好きです !

み ん なで お いし い 弁 当

すき過ぎ て、お 米 袋を服

持って、広い田んぼに遠

にしてしまいました。

足に来ました。すずめの

おいしいお米 !

学校に負けないように県

これからもずっと・ずっと・

の里でお弁当を食べよう。

たくさん・たくさんできま

県の里で作ったおにぎり

すように !

は最高です。

清水節子さん

6

2

渡辺晃成さん

農︵の︶ギャルめざしてます︒

汚︵お︶ギャルじゃないですよ！

一緒に農業する﹁若い娘﹂集まって♡

4

のをイメージしています︒

﹁最高〜！﹂

3

小学 1 年生になった
記念に、祖父母と息
子 で 制 作 しました。
大 好きなドラえもん
が年をとったら…そん
なユーモア、夢を交
え な がら「50 才 に
なったドラえもん」を
つくりました。９３才
の曾祖母の着ていた
割烹着をもらい、家族の気持ちを込めました。
チャームポイントは、背中の「米印」おいしい
お米できますように。

5

西田豊治さん

9

ん」です。おにぎりをつくるのがむ
ずかしかったです。でも「ぐら―ど
ん」にたべてもらいたかったからが
んばってつくりました。ぼくもおに
ぎりがだいすきです。
「ぐら―どん」
がおこめをまもって、たくさんおこ
めがとれますように。

16

高田咲弥さん

すずめが

おこめをたべないように！

かかしをつくるのがはじめてだった
からむずかしかった。
わたしのうちには、田んぼがありま
せん。だから、みんなの田んぼを
まもってください。

17

福島麻亜沙さん

でも「きゅれむ」にえがおでたべて
もらいたかったからいっしょうけんめ
いつくりました。ぼくもおにぎりがだ
いすきです。

20

21

かかしをおしえてくれてありがとう

です。ぜんぶむずかしかったです。

怜さん

かかしをおしえてもらって︑かわい

上村愛奈さん

ぼくのかかしのなまえは「きゅれむ」

川上

ございます︒

19

いかかしができました︒たんぼにす

18

かわいいかかしができました︒

岡田志歩さん

ずめがこないようにかかしにまもっ

「いねをとりにたべられないように」
とつくりました。
かかしにいねをちゃんとまもってもら
いたいです。いねがちゃんとそだっ
てもらいたいです。とりはなったこ
めをたべますが、かかしをつけてい
れば、わるさをしません。あがたの
おこめはおいしいです。

おいしいおこめができますように︒

三嶋陽土さん

てもらいたいです︒

15

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

井元陽菜さん

かかしをつくるのがむずかしかっ
た け ど︑た の し か っ た で す︒う ち
の田んぼにわたしがつくったかか
し を た て た い で す︒い っ ぱ い お こ
めがそだってほしいです︒

14

ぼくのかかしのなまえは「ぐら―ど

井上暖菜さん

7

つくるのがむづかしかったです︒
おじいちゃんちのおこめをすずめに
たべられないようにしたいです︒

たけど、りっぱなかかしができま
した。ぼくんちの田にたてたいで
す。おこめがたくさんできるよう
になってほしいです。

蔵本祐治さん

22
23

広田翔紀さん

むずかしかったけど、毎週木
曜日につくっていたら楽しく
なってきました。ぼくは、お米
が好きだから、お米がぐんぐ
んそだっていってほしいです。

長谷綾真さん

25

かかしをつくるのがたのしかったです︒

種川ほのかさん

かかしに い ねをちゃんとま
もってもらいたいです。いね
がちゃんとそだ つようにま
もってもらいたいです。とり
がいねをたべたらごはんがた
べられないので、とりがこな
いようにちゃんとまもってもら
いたいです。

生駒千尋さん

三嶋克哉さん

30

三嶋寛士さん

27
米 をいっぱいつく り たい︑かかし が
んばれ︒

29

きれいにできたのでうれしかったです︒

8

鳥越夢純さん

かかし をつく るのがはじめて たから
む ず かし かったで す︒で も かかし を
つくれてよかったです︒

28

岡田哩空さん

むづかしかったとこはかかしのかみを

つけるのがたいへんでした︒

26

24

かった︒かかしにふくとズボンをはかせ
るのがむ ず かしかったで す︒さ ん かく
のおにぎ り をかかしの手にもたせまし
た︒おいしいおこめができますように︒

かかしをつくるのは、ちょっと

わたしはかかしを作るのがはじめてで
した︒かかしの手 を作るのがむず かし

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

かかしをつくるのがむずかしかっ

からすずめがにげておいしいお
こめができてほしいです。

佐藤真優さん

31
32

安原瑞稀さん

田んぼをまもってもらいたいで
す。おいしいおこめができたら
うれしいです。

広田雄紀さん

33
34

北川乃梨子さん

は、鳥に食べられやすい
をたすけるために作りま
した。むずかしかったとこ
ろは、うでをつけるとが
難しかったです。

生駒雅史さん
わたしは、かかしを作るのがはじ
めてでした。でもうまくできたの

36

井元華音さん

かかしを立てて︑すずめが田んぼからにげ

かしを作りました。わけ

て︑おいしいお米 ができ たらいいな と思っ
てつく り ました︒みんなの田んぼを守って
ほしいです︒

おばあちゃんのためにか

35

すずめくるなよ〜

きても米は一つもやらん！

おじいちゃんとおばあちゃんの

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

るのもむずかしかったです。だ

か か し をつく るのが たいへん で し た︒

むずかしかったです。服をきせ

わたしのがすずめをいっぱいおいはらっ

てほしいなぁ

おにぎりのかたちをつくるのが

でうれしかったです。とくにうま
くできたと思うのは、かみの毛で
す。二つむすびをして、リボン
でくくっています。一生けんめい
作ったので、おいしいお米がで
きればいいなと思います。

37

種川未来さん

9

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

やまだのなぁかの
いっぽんあしのかかし

おこめをかかしでまもって、
おいしいおこめがたべたい
です。

「おら」県主さ 住みでぇ
「おいしいお米をいっぱ
い食って みんなと 仲
良く 暮らしてぇ！
！」

田んぼをかかしでまもって、
いねをそだててほしいです。

藤井乙葉さん

38

吉仲恭子さん

41

順さん

やっぱ 田舎のハロウィンは
大豊作を祈らなくっちゃ〜
あ〜忙しい〜！ 忙しい〜！

西本

農業を明るく楽しいものに！

頭部を作成するのに時間が
かかり大変であった︒

40

赤城友治さん

43

片岡文子さん
大豊作を願って
熊と手も働きま〜す！
おいしい お米を つくります︒

こどもがポケットモンスターというア
ニメのピカチュウがすきなのでつくり
ました。
ほとんど子どものアイデアです。
かかしづくりで夏休みの思い出がつく
れました！
ありがとう

岡田佳代さん

42

「おじょうさん、おいしいリンゴはいか
が…？」なんて あやしいさそいにの
らないで！
おじいちゃん、おばあちゃん「オレ！
オレ！」そんな電話にご用心！みんな仲
よし明るい元気な県主！ ばんざ〜い！
！

石部恵美さん

10

46

39

48

長谷晏加さん

井原市社会福祉協議会

49

かかしの制作にあたっては、２０年後の私自
身をイメージしながら作ってみました。顔の
表情や手足をつける位置等が難しかったで
すが、どうにか完成することができました。
いつまでも元気で、お茶目なおばあちゃん
でいられたらと思っています。

川上淳子さん

水谷恵美さん

はじめてかかし作 りに挑 戦しました︒お
いしいお米 ができ ることを 願い︑かわい
いキャラクターかかしにしてみました︒
子どもと一緒に作った作品です︒

52

51

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

大豊作 来い 来い 招きネコで
今年もたくさんお米が取れますように！

赤羽根（アカバネ）およねーず
募金の行先は、井原「じぶんの町を良
くするしくみ」「皆さまの温かいご協力、
ありがとうございます。」
皆様からお寄せいただいた大切な募金
は、井原を良くするしくみとして使われ
ています。

三宅彩仁さん

50
毎年

稲刈りなどで忙しい秋

猫の手も借りたいと思っている
おばあちゃんへ
ネコの手をプレゼント！
！
今年もおいしい新米が食べれるよ！
！

原田茂子さん

台風直撃の危機

54

雨・風から守るようす

11

かかしコンテスト 〜来場者ひと言コメント集〜

ひ と 言 コ メ ン ト 集
一言コメント集(コンテスト期間中会場へおいでいただいた皆様のひと言)

〜コンテスト期間中 会場へおいでいただいた皆様のひと言〜

日 付

内

容

みんなでつくったかかしがやくにたつようにして、スズメにおこめをいっさいたべられないようにしてください。
平成25年9月12日 おいしくごはんがたべたいです。
47番 ＣＵＴＥ♡
隣町からきゃん（来）した。 えろう、大勢のかかしでにぎやかですなあ
スズメはにげるけえど、雨がめんどくせえなあ
白米のべんとうはおいしそうじゃなあ 楽しい機会をありがとさんです。
疲れが出んようにがんばってつかあさい。
色々な表情があっておもしろい

カラス来ないんかな～？

町内のものですが、１体づつ初めて見せてもらいました。いづれもユニークで優劣つけがたく、ほほ笑ましい作
平成25年9月13日
品にうっとりしました。作品を作るのに相当の時間がかかっただろうと想像しています。私には作る力はありま
せんが、皆々様のご活躍をお祈りします。有難うございました。
野菜の作り物がとてもすばらしいです。作られた方々大変だったでしょう。感激！！
どれがいいのやら、全部すてき、甲乙つけがたい出来、立派です。
１番がよかった。親孝行いいな―（日付不詳）
かわいいかかしがいっぱいあって、すごかったです。かかしもみんなそろってたのしそう。
ウエディングドレスのかかしがかわいかった♡
白雪姫にでてくる魔女がよかったです。（”ｊｊｊ”）
毎朝通勤途中に見せてもらってます。ありがとうございます。
豊かに実った稲の前のおにぎりかかし最高！
10番と42番と13番が良かったです。42番のピカチュウ大好き、11番と13番のおにぎりがおいしそうだった。
平成25年9月14日 たくさんのかかしに会えて、とてもたのしい気持にさせてくれました。たのしい、うれしいね～
色々なかかしをみたけど、とても上手にできていて「すごいな―」と思いました。今年はぜったいほうさくでしょ
う！！ いのっておきま―す。５４こぐらいあったよね？
１番さいこう！！
かいくん
かかしって楽しいものなんだ・・・・ 昔はスズメよけのため、農民が一生懸命に作っていたのに、今農薬がはば
をきかせて体を毒しているのにな～
かかしの復活を祈る。
雨が降って案山子はぬれてかわいそうです。楽しいですね。 また、ゆっくり来ます。
にぎりめしが食べたいです。 何でも only one !
となり村のゴンベェ－より
６０ｋｇももらえるの？！ また第2回があるのかなぁ？！
１番のが素敵でした。私も早く「おやこうこうしないとな」と思った！！
おばあさんのがリアルだった。
平成25年9月16日 １３番のおにぎり、子どもらしくてかわいいです。
平成25年9月15日

花嫁姿のかかしの本当に幸せそうな姿、おばあちゃんや家族の方の田んぼをしっかり守ってほしいという気持
ちがしっかり伝わってき、とても感動しました。来年もまた来させていただきます。
とても楽しく見れました。花嫁さんのかかしが遠くからも目だってかわいかったです。
たくさんあってたのしかったです。私も作ってみたあ～い。
お米をだいじにしたいです。
平成25年9月17日 とてもよかったです。細かいところも工夫してあったところがすごいです。
備前焼の三嶋さんの前に座っているかかしがスピード違反の取り締まりに似ていて、交通安全に１役かってい
るような感じがします。ずっとそこに置いといてもらいたい。
うわさをきいて通りかかると・・・・ 沢山のかかしたちがズラリとならんでいて、まずは驚きました。１つ１つ見て
回ると、子供たちや地域の方々の様々な思いが込められていることを知ることができ、素敵だなと思いました。
広い田んぼの中、笑顔で並ぶカカシたちは、県主のよきシンボルであると感じます。第２回目がかなり期待さ
れますね！がんばって下さい。
平成25年9月18日 １番のがおもしろかった。
すぐ近くに住んでいるので、かかしを横目で見ながらしょっちゅう通り過ぎていました。今日は全部しっかり見る
覚悟で来ました。なかなかいい催しですね。よそでもやっているようですが、県主も負けずに毎年開催してほし
いです。子どもたちが大人になっても懐かしく思い出せるように毎年やってほしいものです。私たちはちなみ
に、１２番がよかったです。いかにもかかしらしいです。できれば来年挑戦したいです。
花嫁さんの衣裳がかわいかったです。
たいへん楽しかったです。よい時間をもらいました。
平成25年9月19日 今時、めずらしいイベントですね。思わず車を止めて見せてもらいました。
今時のかかしはセンスがよくて、いい服を着ているのでオドロキです。台風の被害なく、豊作でありますように。
大人も子どもも喜べるステキなイベントです。
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日 付

容

たのしかった。
１３番のおにぎりまんがいい
平成25年9月20日
１５番がよかったです。
１０番がよかったです。私は県主小学校へ行っています。
４４番のウエディングドレスが良かったです。♡ 思わずスマホで写メ入れました。すばらしいイベントです。
平成25年9月21日 とてもかわいいかかしや、立派なかかしがたくさんありました！ おいしいお米がたくさん取れるようにとの子ど
もたちの気持ちがうれしかったです。
４７番おもしろかった。
７才、４才の娘と笠岡から実家に帰るのに見にきました。子どもはとても興味を示して喜びました。
６番がおもしろかった。あと４７番がいいとおもいました。
実家にお墓参りに来てかかしを見つけました。実家まで行って、又母と共に見に来ました。楽しいイベントです
ね。ゆっくり見せてもらいました。どのかかしも表情豊かで、とてもよくできていると思いました。ありがとうござ
いました。
１３番のおにぎりまんがよかったです！
８番の女の子がかわいかったです。
平成25年9月22日
１０番のかいくんがよかった！
１３番のおにぎりくんがよかった。５才男の子
２８番の女の子がかわいかった。３才女の子 まじょがこわかった・・・。
１３番はスズメに食べられる気がした。３３才会社員
１０番のかいくんがよかったデス。
駐車場の入口がせまかった。３１才主婦（運転苦手）
楽しいイベントありがとうございます。県主の活性化に努力されている人たちに感謝です。
４４番かわいかったです。
平成25年9月23日
４４番がサイコー！！
１０番のかいくんがかわいかったです。
１、１１番が良かったです。門田町出身の福山市在住の者です。ぜひ来年もやってください。７７才
みんなよかったです。豊年万作でかかしもしっかりすずめを追っています。
平成25年9月24日
とても良く出来ていて、楽しみながら見せていただきました。 門田町 主婦
４４番のウエディングドレスのかかしが良かったです。！！県主にお嫁さんが来ていただければ❤
４５番がサイコー！！
かかしを見に来させてもらいました。大変だったと思います。ありがとうございました。
本家の姉と私の妻と3人で来ました。 笹賀町から来ました。ありがとう！！
平成25年9月25日 かかしを見に来ました。グランドゴルフの帰りに寄りました。4人で来たよ
子どもたちはそれなりのすばらしい考えです。 ①がよかった。 ⑩は、県主のすばらしい人格の様子がわかり
ました。 今後も続けて下さい。 又、楽しみに来ますからね。
県主の「かかしコンテスト」第1回おめでとうございます。
素晴らしい皆様のチームワークに感心しました。
子どもさん達のお米にに対する気持ちがひしひしと心に伝わり、大人になられる子供たちは後継者まちがいな
いです。そろそろ稲も黄金色に染まり、うつくしい里県主
これからのまちづくりがんばってください。今日は心癒される一日を送れたこと感謝です。
ありがとうございました。 芳井町 Ｓ
追伸 せっかくコメントを書いておられますが、ボールペンで書かれていて、読みにくい箇所がありました。
平成25年9月26日 今日は風がすんごいな―、かかしもすずしそー

Ｙ

１番 この時にぴったりでよかった。
４６番 風が吹いて黒い魔女の服装がヒラヒラして、こわくてスズメも逃げていく事まちがいなし。
豊作を祈っています。
県主の皆さんのパワーに感激です。私たちも元気に過ごせるように頑張ります。
真にありがとうございました。
皆様のご健康をお祈りしています。 芳井町梶江生き生きサロン一同より
県主のキャラクターがあったのでうれしかったです。
９番がお米のふくろでかわいい
平成25年9月27日 倉敷からインターネットを見て、友人と２人で来ました。がんばってたくさんのかかしを作ってますね。
見せていただいてありがとうございました。
９番 お米の服 かわいかった ♡
まじょのかかし、ステキでした。
このかかしはすごいです。またみたいです。
平成25年9月28日
１３のおにぎりは、子どもの素直な気持ちそのままで、なんか感動してしまいました。
おにぎりがよかったです。６才
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日 付

内
容
とても良い企画だと思います。また、来年も見に来たいと思います。
車いすのおばさんがとてもよかった。Ｂｙ芳井のイケメン
田んぼの中に突然かかしがたくさんあって、びっくりしました。倉敷市・２番のドラえもん
入口のおばあさん（？）につられて入ってびっくり！！
平成25年9月28日
とても楽しく見させてもらいました。 来年はもっとたくさんお願いします。
魔女のかかしがすごかったです。
後継者に立候補したいです。
農ギャルよかったです。
おにぎりマンがかわいかったです。
おにぎりマン可愛かったです。 どれもよくできていて、自分も作ってみたいと思いました。 By M
楽しく拝見させていただきました。
随所に見学者への心づかいがされていて関心しました。ありがとうございました。
１８番がよかった。
平成25年9月29日

４４番花嫁さん きれいでした。
田んぼの中、とてもかわいいカカシさんがたくさんいました。作成が大変だったと思いますが、これからも地区
の方々と力を合わせて、楽しい計画を続けてください。
１３番・２４番 娘が気に入ったようです。おもしろい大会ですね。まちが活性化すればいいですね。
４７番 かぼちゃ・ぶどう 良かったです。
自然があふれる田んぼの中、かわいいかかしにいやされました。
それぞれ工夫が感じられてステキなストリートです。

魔女がとても良いと思います。
平成25年9月30日 岡山米の袋を着た子とてもかわいいです。
どの作品もとてもよかったです。花嫁がとてもキレイでした。
社会風刺を取り入れて欲しかったです。
平成25年10月1日 素晴らしい作品です。里山の風景そのままです。毎年してほしい。まほろばに黄金の波うつさまは遠き思い出
にあります。写真コンテストもいかがでしょう。記録にとどめてほしい
たのしいカカシさん、自然と顔がゆるみました。ありがとう 来年も期待しています。
案内頂き見に来ました。どのカカシを見てもアイデアが良く、ほのぼのとした感じを受けました。
コメント1つ1つにその思いを感じさせて頂きました。製作される時の気持ちを感じ取らせて頂きました。
平成25年10月2日
ありがとうございました。
そろそろ審査が終わるころですね。出品した者にとっては、気になるところです。新米６０Ｋは欲しいですね。
来年も企画よろしくお願いします。
魔女の腰の曲がり具合いが絶妙でした。
平成25年10月3日
平成25年10月10日

「故郷や人待ち顔の案山子かな」

農ギャルが気に入りました。

かわいらしい力作ばかりでほっこりしました。しかし、これで鳥よけになるのか？とも思いました。
クワを振り回して怒り狂うおじいさんカカシなども見てみたいです。
４番がとてもひょうじょうがよかったです。

平成25年10月11日

県主小のかいこんくんがよかったです。
へたくそじゃん
どの案山子もすばらしい！！ 全て1等賞ですね！
いっぱいあって、楽しく見せてもらいました。
「かいくん」が良かったです。 うちの名字と同じ・・・・・ Ｂ
平成25年10月13日
西方町のものですが、13番のおにぎりがよかったです。来年は自分も作ってみたいです。どれも可愛かったで
す。
おもろ～
みんなすごくカワイクできたと思います。みんなを1番にしたいです。
みんなとてもよかったです。 おにぎりはカワイかった。
平成25年10月14日 今日で2回訪れました。どれも良く出来た作品ばかりで感心しています。特に １・１１・４４番が気に入りました。
１１番の作者の方にお逢いしたいです。
福山市山手町から ３０数人で見に来ました。 ユニークですね。
笠岡から３人と犬１匹と来ました。 風が強い日でした。とてもかわいい案山子がたくさん、たのしかったです。
平成25年10月16日
４７（ウエディングドレス）＆ ４ が良かったです。
まじょと４３番がこわかったです。
まじょがとってもこわかったです。またみたいです。
魔女の案山子は風が吹くと本当にリアルでこわいです。ユニークな取り組みだと思います。
平成25年10月19日
来てみたら楽しいよと言われ（家族に）、よってみました。思った以上にたくさんのかかし、それもかわいいかか
しに会えて子どもと大よろこびです。来年ももしできれば来てみたいです。 いい企画ですね。
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日 付

内
容
雨のち曇り わたしは、いずえしょうがっこうの１ねんです。わたしは４４ばんがすきです。いずえでもかかしこん
平成25年10月20日
てすとがあったらいいです。
平成25年10月21日 楽しさいっぱいの作品ばかりです！ 県主らしい企画だなあ・・・・。
平成25年10月22日 楽しい作品がたくさんあってよかったです。 見るだけでなごみました。 ありがとうございます。
福山からです。９と４４が素敵でした。
平成25年10月27日 １１と５４ よくできてました。 １１は服の色等が明るく、元気が出る感じ ５４は本物そっくりで、ドキッとする事
があった。 来年も楽しみにしています。・・・・・本日は来て良かったです。
平成25年10月29日

表の道にいつもいるかかしのお母さんが気になっていました。たまたまこの道を通ったら、いっぱいかかしがい
てびっくり！ 若い娘さんと花嫁さんがかわいかったです。

いつも、かかしコンテストの看板が気になっていました。夜の散歩がてらに寄ってみました。どれも鳥よけになり
平成25年10月30日 そうにない、とてもかわいいものがたくさんありました。見ていておもしろかったです。でも、夜来ると怖いです
ね。
久しぶりに大勢のかかしさんに出会えて！ お米離れが気になる自分です。
それぞれが大きなおにぎりを・・・・・・・きっとおいしいでしょう。「ごちそうさまです。」
朝ドラとの関係も、日本人にとって、お米、野菜は作る人の努力無くては・・・・・・・・・「命をいただきます。」「ごち
そうさまです。」ありがとうございます。 矢掛町 Ｍ．Ｏ
平成25年10月31日 僕は、門田町に住んでいます。中学2年生です。ワイワイ楽しいおにぎりを持ったかかしがいっぱいあって良
かった。49番がぼくは好きです。
いろいろなかかしがおにぎりを持っていた。13番がよかった。
散歩に来て、とても良いものを見せてもらいました。田園の景色とマッチして素晴らしいです。一般の人の作品
がどんどん増えて盛り上がることを期待しています。 福山市坪生町 Ｙ．Ｋ
用事があっったのでここを通りました。はじめて、こんな楽しい事をされているのを知りました。用事が終わっ
て、ゆっくり見させてもらいました。どれも個性があってよかったです。いろいろ工夫されて、かんしん！
平成25年11月2日 テレビで見ていたので、実物を見れて感激です。色々と工夫のあとが見られました。
４３番かわいかった。
Ｎｏ１３ おにぎりのかかしが楽しそうでよかったです。
Ｎｏ１３ おにぎりのかかし 他のと違っていて良かったです！！
発想がユニークで楽しかった。
平成25年11月4日 楽天の優勝とは関係ないけど よかった―
なんか参加してみたくなったよ―！
平成25年11月5日

来年は更にがんばって―

いつも、子どもと見に来てます。
おにぎりおいしそうだねと口に入れてくれます。楽しく見せてもらっています
西方の皆さん「おもてなし」「おにぎり」最高です。かかしさんありがとう 西方にまた来ます。

仕事で毎日のように通ります。日々楽しみに
平成25年11月8日 時として、たくさんの人がいるように思ったり、夕暮れのときもすてきです。
ずっとずっとこのイベントが続いて、門田・西方の自然豊かな風景を残してほしいです。
来年は、さらにかかしさんが増えるといいですね。
通りすがりに見つけてびっくり！！すごい・おもしろいイベントですね♡ yuki
たのしみにして、福山からきました。また、来年もしてください。
平成25年11月10日
ハロウィンのかかしがかわいかったです。 Ｙ
ドレスのかかしがカワイかった。 Ｈ
平成25年11月11日 通りすがりに寄りました。かわいいのから本格的なものまで楽しかったです。来年も開催して下さい！！
平成25年11月14日

会社の行き帰りに見て気になっていました。ゆっくり１つずつ見たかったので寄りました。どれもとても良かった
です。第２回・第３回・・・・と続けて下さい。
何度目かの来訪です！ とても楽しく拝見しました。 来年もお願いします。

今回が第１回目なんですね。
とってもおもしろいコンテストだと思います。 次回も楽しみにしています。
平成25年11月16日 みなさん一生懸命作られているのがとてもよく伝わってきます。 感動しました。
大阪からきました。
どれもステキ！ おにぎりくんに抱きついたり、魔女がこわい！と逃げたり、２歳の息子も楽しんでいました。
県（あがた）の里のかかしたちに思いを寄せて
先日（９月１３日）
、県主小学校へお邪魔しました。県（あがた）の青々とした田園風景の中に、ひときわ目立つ多くの「かかしたち」が、愛嬌のいい
笑顔で私を迎えてくれました。大変明るく心地よい気持ちになりました。さまざま装いを凝らしたかかしたちが、一人一人自分のことばで表現し、しかも、
手にしている大・小のおにぎりに豊作の願いを込めた力作ばかりでありました。きっと今年は、このかかしたちの願いがかない、県主の田んぼは実り豊か
な秋を迎えることでしょう。このかかしづく
りに参加された皆さんは、おそらくかかしづく
りを通じて、友達同士のつながりが強まり、また、親子の絆や地域
の皆さんとの結びつきも深まっていったのではないかと思います。そしてこれから先、このかかしたちは県主の名物になっていくことでしょう。
お世話されました「県（あがた）の里まちづく
り推進協議会」の皆さん、ご苦労様でした。ますますのご活躍をお祈りします。
平成２５年９月１５日

七日市町

○

○

○

○

※嬉しいお手紙をいただきました。ありがとうございました。（会長）（個人名は伏せさせていただきました。）
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がんばる地域の第 1 回かかしコンテスト

審査員講評の中から

１

甲乙つけ難い作品ばかりで、採点が難しかった。どの作品も力作ばかりで、コメント、に
も感心しました。この事業を計画されたことが本当に良かったと思います。

２

どの作品も力作で、審査は難しかったです。

３ 「地域の農業を考える」テーマのもと、５４の作品が集まりとても楽しく見させていただき
ました。大作からユニークなもの、みなさんの思いの詰まった作品ばかりでした。
４ 「まちおこし」に立派な企画で、出展者の気持ちが現われていました。これからも更に進め
てください。
５

どれもこれも素晴らしい作品ばかりでした。作った方、みなさんが心を込めて作成されて
いるのがよくわかりました。１体１体の製作方法や難易度は違っていても、作られた方の努
力が伝わってきて、みなさんの得点が同じになってしまいました。大変難しい審査でした。
すみません。
我が子と一緒に見学させていただき、「かわいい」「こわ〜い」など、子どもたちは、とて
も喜んで見させていただきました。３回も見学に行かせていただきました。このようなことは、
大変でしょうが、見学させていただくことはとても楽しく、良い機会となりました。ありが
とうございます。

６

コメントの内容に感動させられるものがありました。後継者が多く現れるといいと思いま
す。目移りがして審査が非常に難しかった。甲乙つけ難い。

８

どれも素晴らしい作品ですね。まず参加された方に感謝したいです。審査は本当に難しかっ
たですが、色々な作品がじっくり見れて良かったです。

10 どの作品も大変な力作です。素敵なコメントを見ながら、思わず笑顔にさせていただきま
した。多くの感動を与えていただき、ありがとうございました。第 1 回とは思えないぐらい
レベルの高いコンテストになっているように思います。口コミもあり、日々、多くの人が「県
の里」に足を運んでくださっているようですね。「かかしコンテスト」の趣旨である、「取り
組みの中で、人々の交流を図ること」・・・
まさに、今回の趣旨を実現できたのではないでしょうか。
担当者の皆様、本当にお疲れ様です。来年もよろしくお願いいたします。
14

力作ぞろいでした。

16 遠くから見ると人が多く集まって何をしているのかな？ と思わせるぐらいのかかしの出
来栄えでした。（１）の親孝行するのは今でしょうも良かったですし、（10）のかいくんもイ
ンパクトがありました。また、（47）のブドウ・カボチャ大根もインパクトがあり、アピー
ル度がありました。
17 各々のコメントを読んでいると、作品の出来栄え云々よりも、親子で、3 世代で等々、か
かしの制作過程が目に浮かぶようで、そこにこそ今回の企画の素晴らしさを感じました。
22 初めてのかかしの製作であったが、皆さん難しいと言いながら、家族と一緒に考え、楽し
く作られている様子がうかがえます。又、農業の大切さ・難しさ・感謝・継続していこうと
いう気持ちが出ていたのは素晴しいことだと思います。
26 県主地区で初めて実施したかかしコンテストですが、54 体の参加で本当に良かったと思
います。今回で終わらずに、2 年・3 年と実施して、参加者が増えてくれれば、本当のまち
づくりにつながってくると思います。これからが勝負ですね。

16

「かかしたち」はどれも力作ばかりで、審査に苦労したと聞き、審査員の皆様にはお手数
をおかけしたなと感じております。ありがとうございました。
出展していただいた児童クラブの子どもたちや一般で出展していただいた方々、展示会場・
駐車場を快く貸していただいた地主の方、審査員の方々、周辺の耕作者の方々、更に終始協
力をしていただいた多くの皆さんの思いの中で、無事「かかしコンテスト」を終了すること
ができて、今は感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。

県の里まちづくり推進協議会

かかしコンテスト事務局

岡山県井原市門田町 714

問い合わせ先：電話 0866-62-7812
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