第6 回 平成 30 年 9月 2 日 〜10 月 21日

かかしコンテスト

第5 回 平成 30 年 10 月 21日

かかし祭
かかしコンテスト表彰式

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

かかしコンテストと交流人口

県の里まちづくり推進協議会

会長

岡田章文

かかしコンテストは、平成 25 年に第 1 回を開催し、次の年からかか
し祭りを加え、今回で 6 回目を無事終了することができました。
これまで、開催に当たっては出展してくださる方やスタッフ、さら
に観賞してくださる方等、多くの方々の協力と参加によって成り立っ
ていることは、何事にも代えがたい財産になっていると感じています。
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」という思いで始めましたが、
この思いを「かかしたち」に込め、
子どもたちをはじめ、
関わった方々に少しでも考えていただくことができたのではないかと思っています。
回を重ねるうちに、ふるさと（心）の原風景として見ていただいているのか、高齢者
の方の関心を引き、多くの高齢者施設からの出展と鑑賞があるのも嬉しいことです。
鑑賞者は、期間がお彼岸に重なることもあって、市内に限らず近隣は福山市、笠岡市、
矢掛町、倉敷市、岡山市、遠くは大阪や広島などからおいでいただいています。ひと言
コメントで、
「真備町箭田から来ました。素晴らしいです。43 番のまーびーちゃん、励
まされました。家は水没してしまいましたが、がんばる力、ありがとうございました。
来年も必ず来ます。力作を期待します。
」と書き残されているのを見て、私たちは被災地
に何もできていないのに、逆に励まされているように思いました。
（井原市・真備町・矢
掛町がんばれ！）
この事業をとおして、農業の将来を考える中で、市内外の方々と心の交流ができてい
ることは、思わぬ副産物であると言えるでしょう。
かかしコンテストとは別に思い描く、井原市南部の「ふるさとかかしロード」構想を
実現させて、さらに交流人口が増えていくよう、皆さんで取り組んでいきましょう。

第 6 回かかしコンテストに参加して

うつくしい里部会

蔵本精子

７月豪雨災害にもめげず、頑張ろうと今年もかかしコンテストが開
催されました。
地元地域の子どもたちから大人まで、又、近隣の介護施設やサロンの
方々が制作された沢山の力作が並びました。
一面緑の田んぼから黄金の稲穂、そして収穫へと変化してゆく田園
風景と一体化した様子はとてもすばらしく感動的でした。
また、連日見学の方々も多数こられ楽しまれたと思います。私も農業と家族をテーマに
毎年参加しています。四苦八苦しながらの制作ですが、できあがると充実感があります。
皆さんもかかし作りをやってみませんか、人が集まれば心のふれあいが生まれ地域の
ことを考えるきっかけになるかもしれません。
最後になりましたが開催にあたりご尽力いただきました方々ありがとうございました。
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かかしコンテスト出品作 〜開催要項・制作風景〜

2

かかしコンテスト 〜コンテスト会場準備の様子〜

かかしコンテスト開催

2017 年
最優秀賞

2018 コンテスト作品募集

第６回 かかしコンテスト 第 5 回 かかし祭り
開催期間：平成 30年９月2日（日）〜１０月２1日（日）

作品募集内容 ※申し込みをされた方に詳しい要項をお渡しします。
賞品各種
県の里で作られたお米や
サツマイモを使用した
焼酎「里の夢」など

米俵はイメージです

県の里まちづくり推進協議会 かかしコンテスト事務局
県主公民館 井原市門田町 714 電話・FAX 0866-62-7812

▼

応募・問合せ先

う つくしい里部会長 蔵本久美【電話 090-8713-2089】
み の り の 里 部 会 長 蔵本哲治【電話 090-7125-7290】

▼▼

●テ ー マ：農
業
●参 加 方 法：申込みは事務局へ問合せしてください。
●応募締切日：2018 年 8 月 31 日
●賞 品：最優秀賞……１本（県の里産新米・玄米 6０kg）
優 秀 賞……２本（県の里産新米・玄米 30kg）
特 別 賞……１本（県の里産新米・白米 10kg）
佳
作……５本（県の里産新米・白米５kg）
会 長 賞……２本（焼酎 県の里「里の夢」1 本）
子どもの部……５本（トロフィー及び賞品）
参 加 賞……全員（県の里産新米・白米１kg）

県の里特産品販売・コンテスト表彰

日 時：平成 30 年１０月２1日
（日）午前９時〜
午後２時
場 所：県主小学校
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かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

1

ケアハウス四季が丘（上出部）

2

小田川荘（芳井）
佳

5

ラスパみずき（下出部）

6

3

いばら長寿の里（上出部）

4

グループホーム
いづえ楽寿
（笹賀町）

作

さくらデイサービス
子守唄の里高屋（高屋）

7

サンサンリビング
いばら楽寿（下出部）

特別賞

8

サントピア（上出部）

9 ドルフィン岩倉
（岩倉）
佳

作

10

サービスハウスえすぽ（笠岡）

福山ゴム賞
優秀賞

11
4

なかまの会（芳井）

12

小規模多機能こよし（高屋）

13

青野いきいきサロン
たんぽぽ（青野）

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

優秀賞
会長賞

14

明治公民館（芳井）

15

県主幼稚園

16

大江かかし研究会（大江）

テーマ・出展者の思い
１【磯野カツオ】

波平さんサザエさんに続き、今年はカツオ君に挑戦し
ました。皆さん是非楽しんでいってください！

２【県の米食べ横綱誕生】

おいしいお米を食べ育った横綱はふるさとを思い土俵
入りたくさん食べて目指せ優勝！

３【がんばろう岡山

長寿の栗君】
皆にたくさんの元気と勇気をくれたワールドカップか
らサッカー選手をモチーフにしました。名前の栗君は
髪の色から。皆で支え合い助け合いがんばろう岡山！

４【米・米・電話でしもしも〜】

グループホームいづえ楽寿です。今年は暑いね おっ
たまげぇ 楽寿はノラとダンスだっちゅーの！肩パッ
トのか〜わ〜り〜に〜 ライスのおにぎりのせてます。

５【土管の中からこんにちは！】

世界一有名なゲームキャラクター。安倍首相がコスプ
レしたことでも話題になりました。米を狙った鳥さん
も、土管から出てきたマリオにはビックリするでしょ
う！

６【あがたの里のＰＲ大使】

ゲゲゲのきたろう隊はあがたの里のＰＲに来ているよ。
あがたの里で新米の宣伝活動に尽力をつくします！皆
様のあたたかい一俵を！清き一票をおねがいします。

７【未来の農業はボク達に任せて！】

ボク達は、いばら楽寿で利用者様達と一緒に野菜を
作っているよ！野菜が出来たら県主の美味しいお米と
一緒に食べたいなあ〜。みんなで頑張るぞー！おぉ
〜！！

８【かあちゃんのぶどうは愛がいっぱいつまっている！】

11【実りの田んぼ

孫といっしょに！】
おとうさんと子がいっしょに、県主の田んぼの実る穂
を仲よく見ている様子をかかしで再現しました。なか
まの会と芳井幼稚園の子どもたちの共同作品です。
「今
年も豊作だ〜 (^-^)」

12 【お米大好き、仲良し夫婦！】

いっしょになって 70 年、楽しい時も辛い時もいつも
そばにはお米がありました！人生は米です。

13 【昭和の収穫風景№２】

私たちが若い頃、そこかしこに見られた光景です。
おばあさん「おじいさん今年も豊作じゃなぁ」
おじいさん「ほう…よう実っとるで〜」
孫「おばあさん は〜ぃ！」
おばあさん「ありがとう 助かるわ〜」
おじいさん「はよう かけ終わったら おばあさんに
ちらし寿司でも作ってもらって食べるかのぅ〜」

14 【ごんぼう村からの使者】

明治ごんぼう村から ごんぼう掘りの途中やって来ま
した。ごんぼう村フェスティバルにみんな来てね。

15 【県主の森に住むトトロ】

県主の森に住むトトロも今年の暑さや台風の多さには
ビックリ！県主の田んぼが心配になって、幼稚園の友
達と一緒に見に来ました。「今年もたくさんのお米が
穫れますように」

16 【西郷どん…薩摩芋を作る！】

ＮＨＫ大 河ドラマ「西郷どん！」が、今 年は人気です。
その「西郷どん」が…薩摩芋を作る…かかしを創りました。
「大きな薩摩芋が、収穫出来ました。見てください！」また、
今年は豪雨の災害が、この地域でありましたが…みなさ
ん！「西郷どん」のように、負けないでがんばりましょう！

井原の名産品のブドウをご利用者様と一緒に作りまし
た。おいしいブドウにみえるでしょうか。かあちゃん
とぼくが収穫します。

9 【今年もまだまだ暑いよ！】

畑、田んぼの作業中も、熱中症にならない様に、水分
補給をしっかりしましょう！

10【お百姓】

おいしいお米が沢山取れるよう今年も二人で頑張ります。
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佳 作

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

17

21

折口サロン
となり組（大江）

津組ひまりさん（小３）

18

22

江良元気会
（矢掛）

19

県主小学校

20

井原子どもボランティア
赤羽根共同募金（井原）

24

藤原とうやさん（小２）

かいくん特別賞
子どもの部

山本ゆずきさん（小２）

23

鳥越ゆずかさん（小１）

県の野鳥賞

かいくん特別賞
子どもの部

25

山本ことねさん（小４）

26

藤原

楓さん（小４）

27

藤井にこさん（小２）

28

すずかあおいさん（小１）

県の野鳥賞

29
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藤井しゅんすけさん（小３）

30

藤井明代さん

31

岡田かなさん（年長）

32

岡田正代さん

33

岡本真綾さん（小１）

34

岡本実桜さん（年少）

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

かいくん特別賞
子どもの部

かいくん特別賞
子どもの部

35

大池蒼空さん（年長）

テーマ・出展者の思い
17【愛加那の思い！】

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん！」が、今年は人気ですネ。
大島へ流人の身となり、島娘の愛加那と縁を結ぶ西郷
吉之助（隆盛）ですが…その、愛加那との悲しい物語を、
少しでも、かかしに籠められたら…との思いで、作りま
した。
「私は…吉之助さんの、お手伝いが出来るかしら？」

18【親子ファーマー】

江良地区でまじめに野菜を作っています。江良の野菜を
よろしくお願いします。

19【県主の西郷どん】

東京上野にある西郷どんとは、ちょっと違いますが、万
人のことを思い、誠実に生きた西郷どん。「米は命の源、
子どもは地域の宝」きっと西郷どんも思っていたことで
しょう。

20【災害ボランティア

ドラえもん】
スズメを追いはらうぞ！こんなポケットがあったらいいナ
がんばろう 岡山

21【おにぎり大すき！】

洋服をきさせるのがたいへんでした。県主のお米のおに
ぎりは、日本一！

22【タイガー】

しんぶんしをふくろに、つめるのをがんばりました。こ
のかかしにおこめをまもってほしいです。

23【わたし、あがたぬしの「トマト」
】

わたしは、とまとをかったよ。たべたらおいしかったです。
またかってたべたいです。

24【クリーパー】

バクハツしてすずめとくまをおいはらいたいです。

25【リレー】

かおでしんぶんをいれるのと、かみのけをつけるのをが
んばりました。からだにふくをきさせるのをがんばりまし
た。かかしをつくるのはたのしかったです。

27【わたしのつくったやさい。おいしいよ！】

わたしはニンジンとミニトマトがだいすきです。
みんな あがたぬしでつくったやさいをたべてね！

28【わたしのつくった「プチトマト」
】

まっかにうれたおいしいトマトをめしあがれ！

29【トゲデマル】

うしろもみてね。自分でグルーガンをしたよ。

30【レモネードスタンド】

おいしいレモネードは、いかがですか？がんばっている
病気の子どもたちのためにレモネードスタンドよろしく
ね。

31【かわいい

みっきーとみにーちゃん】
あがたぬしのおいしい おこめをたべにきたよ♪

32【ひつじのショーンがあがたぬしにやってきたよ！】

ぼくじょうをとびだして、ビッツァー（ぼくようけん）と
あがたぬしでだいぼうけん！むしやとりをおいはらい、お
いしいおこめをつくるぞー！

33【ほしのカービィ】

ボスとのたたかいにむかう！おにぎりでかいふくして、
がんばれカービィ★ だいすきなゲーム「ほしのカー
ビィ」のカービィをつくりました。まんまるのかたちをつ
くるのがむずかしかったけど、かわいくまるくなって と
てもきにいってます！

34【アイドル×戦士

ミラクルちゅーんず！ カノンちゃん 】
くいしんぼうで、かわいいカノンちゃんがだいすきで、
おとうさん、おかあさんといっしょにつくりました。わた
しも、おおきくなったらカノンちゃんみたいになりたい
な (^-^)

35【オリマーとピクミン】

県主はお米もおいしいし、空気も澄んでて気持ちがいい
所だなぁ♪ ピクミン達もおにぎりもって楽しそう〜！
みんなでどこに行くのかな (^-^)

26【お母さん】

あたまをつくったことをがんばりたいです。とてもたのし
かったです。
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かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

最優秀賞

福山ゴム賞

かいくん特別賞
子どもの部

36

大池ひなさん（年少）

39

吉仲くに恵さん

37

岡田志歩さん（小６）

40

赤城友治さん（笠岡）

38

蔵本精子さん

41

三宅安代さん（福山）
福山ゴム賞

42

佳

45
8

蔵本健瑠（出部）
旭（木之子）さん（年少）
作

岡田

忍さん

44

吉仲恭子さん
会長賞

福山ゴム賞

RIOKANNPO
ジュニアフットサルスクール

（木之子）

43

46

村澤綾香さん（新見）

47

森本 洋子さん（芳井）
西谷とも子さん（福山）

福山ゴム賞

西田豊治さん（西江原）

49

平本友紀さん（福山）

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

48

優秀賞

50 きのこ

エスポアール物部（笠岡）

テーマ・出展者の思い
36【キティーちゃん】

キティーちゃんがとっても大好きです。小さい時に着て
た服を着せました★ 目と鼻のバランスがむずかしかっ
たです ^^; みんなに喜んでもらえたら嬉しいです (^-^)

37【猫の手をかりて大ほうさく】

猫がお米を作るのを手伝って、たくさん、お米を作れた
よ！もっともっとお米をとるぞ！

38【お昼ごはんよー】

今日のおひるは おにぎりよ。たくさん食べて午後の仕
事もがんばろう。そんな家族風景です。

46【おにぎりちゃん】

うちのたんぼでできた おこめでつくった
ちゃんです。かわいいでしょ！

47【ある長月の出来事】

物語 牛のお世話をしていたお母さんが稲の生育具合を
子供の「隆ちゃん」と見に行こうと牛舎を出ると、８月
生まれの猫の「海くん」と牛の「なっちゃん」が一緒に
ついてきました。

48【おにぎり

いただき〜！】
大好きなおにぎり早いもの勝ち！がんばれ〜！

39【若い頃の私？】

49【お嫁に来ました】

40【おダイコン】

50【なまはげ栄光の勇姿】

ウソー、ホント？の声が聞こえてきそうです。今は後期
高齢者の仲間入り、これからも野菜作りに頑張りまーす。

ダイコンもあつさで一休み。

41【母と娘のブルース】

未来の私が来たみたいな気持ち。歩きはじめた次女は
食べることも大好き。中でも白米！お姉ちゃんも負けじ
とたべてふたりとも元気に大きくなぁれ！母ちゃんほど大
きくはなったらダメヨ（笑）

おにぎり

去年は１人だった ライス君 にお嫁さんが来ました。
名前は お米ちゃん いつまでも仲よくネ！

今年の夏は暑く災害等で大変な年ですが秋田（金足農
業高校）の野球に心打たれた私はこう思ったのです。秋
田と言えば「なまはげ」私はただのハゲでも私も農業高
校出身、強いおやじらしさで作物を荒らすイノシシを倒
し人に喜んでもらえる作物（人）を作りたい。

42【しんかんせん！だ〜いすき！】

ぼくたち しんかんせん大すきな３さいです！しんかんせ
んに のって日本中のおいしい ごはんをたべに行きた
いなぁ！

43【マービーちゃん】

井原、矢掛、真備、岡山

みんなでがんばろう！

44【りこちゃんに叱られる】

守ろう！あがたの里。ボーっと生きてんじゃねーよ！害獣・
害虫・エトセトラ 問題は山積みじゃねぇんかい？

45【さるかにパーティー】

意地悪してごめんね…改心したさるはみんなで仲良くお
にぎりを食べましたとさ！…めでたしめでたし。
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かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

佳

51

作

県の野鳥賞

三宅賢太郎さん（福山）

52

石部恵美さん（下稲木）

53

三村ファミリー（井原）

テーマ・出展者の思い
51【幸福を呼ぶ「コウノトリ」
】

今年７月中旬に県主の田園地帯にやってきた「コウノト
リ」！しばらくの間、田んぼで餌を食べていました。（肉
食性で、水辺の淡水魚、水田の中の小魚やカエル、草
地の昆虫、ヘビなど、水辺の生きた生きものを食べます。）
ヨーロッパでは、「赤ん坊はコウノトリのくちばしで運ば
れてくる」
「コウノトリが住み着いた家には幸福が訪れる」
という言い伝えがあります。県主へやってきた「コウノ
トリ」、地域の皆さんが幸福になり、豊作が続くように
来てくれたのかもね！
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52【スーパーボランティアのおっちゃん】

あなたを見習いたい。自分と友人と地域のためにできる
ことを こつこつとー。新米のあったか〜い おにぎり
食べてほしいなぁ！
53【おにじゃけど、農業をはじめようかのう〜】

家族みんなで協力して作りました。毎年 10 月の第４日
曜日は、井原の「おにまつり」おにまつりに使ったお面
をかぶらせてみました。

ひと言コメント

〜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〜
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９月 25 日
雨、風の中、かかしさん達よくがんばっていますね。感動しま
した。笠岡より来ました。
今日も総社から来ました！前回と違うメンバーで、皆で喜んで下
さいました。
９月 27 日
今回はじめて来ました。皆さん力作で感動しました。やすらぎ
のひとときを過ごさせて戴き大変ありがとうございました。又来
年も来ます。
笠岡 西山
毎年来ています。今年も楽しませて頂きました。12 番の「お
米大好き仲良し夫婦！」16 番「西郷どん」17 番「愛加那」
53 番「おにじゃけど農業はじめようかのう〜」・・・が気に入
りました。コスモスの中での「かかしコンテスト」そろそろ稲刈り
が始まりますね！県主のすばらしい風景になりますね！
コンテストの作品、大変おもしろい。力作ぞろいで、目移りして
困りました。田んぼのほとりの小さい動きのあるかかしさん、最
初見た時、本物かと思いました。
真備町箭田から来ました。すばらしい！です。43 番のまーびー
ちゃん、励まされました。家は水没してしましたが、がんばる力、
ありがとうございました。来年も必ず来ます。力作を期待します。
９月 28 日
青 空の下コスモスの花、稲穂の中のかかしすごく映えます。
作り人の作品がすばらしくインパクトが有りました。どれもこれも
いい作品なので見ごたえがあります。どれを入れようかと迷うぐ
らいです。遠くから来たかいが有りました。また、来たいですね。
めいじごんぼう村より
９月 29 日
台風 24 号接近中！かかし達も雨にも負けず、風にも負けず、
ちょっと寒くなったみたい。もう一日頑張ってね。
10 月２日
年々グレードアップしていて見ごたえがあります！テーマも素晴らし
く、稲の緑にかかしが映えて心がいやされました。力作を見せ
て頂きありがとうございました。
とてもすごいかかしがいっぱいいて、たのしくみました！ぼくは
51 番と 38 番がすてきでした。
三年生 井原小学校
10 月４日
どのかかしも上手に出来ておりますね。昨年は初めて知り、
友人と来ましたよ〜。今年の作品は 38 番、家族そろって仲
よしそうで出来も上々・・。楽しく見せて頂きありがとうござい
ました。
ひまわりより
10 月６日
来るまで今年はどうかなと思っていましたが多さんの案山子に
むかえられ台風 25 号の影響も少なくコスモスが風にゆれ元気
をいただきました。昨年も楽しくみたよ。
三沢修一
はじめて参加しました。台風が続く中、大丈夫かと不安になり
ましたが、どのかかしもしっかりと立っていて安心しました。家
族で作りかかし、とても楽しかったので来年も参加したいなと
思います。
10 月７日
観に来ましたが、投票に間に合いませんでした。残念！来年も
楽しみにしています。皆さん力作ですごいです！
木之子の佳人
10 月８日
初めて来ました。たくさんのかかしが見られて元気をもらいまし
た。又来年も来ます。ありがとう
私は広島の福山から来ました。名前が鍵森まりあと言うので、
４番のマリオと写真をとらせていただきました。また次も来ます。
10 月９日
岡山市内から来ました。楽しい「カカシ」一杯でした。続きま
すように。
10 月 16 日
笹賀町から初めて来させて頂きました。沢山の力作でびっくり
して楽しく見させていただきました。
79 才のとしよりです
ばーちゃんと見に来ました (^-^) 良いお天気でどの作品もす
ごかったです。関係者の皆様ご苦労様でした。来年も楽しみ
にしています。
10 月 18 日
大江から木之子の工業団地迄、時々ウォーキングに来ていま
す。今年もたくさんの「カカシ」に会えてパワーを頂きました。
来年も楽しみにしております。

かかしコンテスト 〜来場者の一言コメント〜

９月５日
今年も全て上手に出来上がっていました。毎年レベルが上がっ
ているように感じます。県主の風物詩、とても楽しいです。
高知市から来ました。コンテスト形式で工夫がこなされたかかし
が並んでいておもしろいですね。周りの風景も素敵です。
今年も来ました。いつ見てもホッコリします。
広島県福山市幕山台 結城有希 63 歳
今年も面白いかかしがあって楽しかったです。来年も楽しみに
していますが、次回は自分もかかしを制作して参加してみたい
と思いました。
ここ何年か来ています。今年もやってるかな〜と友人と来まし
た。なかなかユーモラスで甲乙つけがたいです。すばらしい写
真を一杯撮って帰りました。
９月８日
どの作品も、それぞれの想いが込められた作品です。第６回
のコンテストおめでとうございます！
９月９日
手前から 10 番目、ブドウの棚すごい！美味しそう。
私ブドウ大好きありがとう。また来年もきます。
たまたま、道路の看板を見たので寄らせて頂きましたが、すご
くレベルが高く、とても面白かったです。
岡山市中区 44 歳男
９月 10 日
私たちもお友達 3 人で通りがかりに寄らせていただきました。
地域の方々の地域愛と助け合いのすがたが垣間みえてほの
ぼのしました。力作揃いで長居しました。
福山市
９月 11 日
皆さんの力作にびっくりしました。色々と工夫されていて楽し
かったです。ずっと続きますように。
井原市
９月 15 日
すばらしい、よくかんがえてあるので、びっくり
！
みんなとても上手なかかしをつくっていて、かんどうした！来年は
つくってみようかな♪
９月 14 日
かかしコンテストが楽しめました。何回もみさせて頂き、楽しくみ
させて頂きました。
９月 15 日
安定のかかしコンテスト。毎年楽しみにしています。
知人の紹介で来ました。コメントが書いてあったのでとても楽し
く拝見させて頂きました。ありがとう御座いました。
９月 17 日
はじめて来ました。子どもが楽しんでいます！
２才の娘はキティちゃん、４才の娘はカノンちゃんがかわいくて
気に入ったようです。どれもみんな力作で見ごたえがありました。
９月 18 日
はじめて見に来ました。クオリティー高すぎで素晴らしいです。
皆さんの努力が伝わります。
コウノトリ 51 番がすてきでした。あかちゃんがほしい人たちに、
さずかりますように！どの作品も上手で、見に来たくて何回でも
来ることができます。いこいの場にもなるし運動に（さんぽ）な
るし、幸せな気分になるし、本当にありがとうございます。
９月 19 日
どれも良かったです。感動ありがとう
！
あずましずく守
子どもも大人も楽しめる幅広いかかし！毎年楽しみにしています。
コスモスが咲くのも楽しみです。皆さん方！すごいの一言！
９月 20 日
大 雨の中来ましたが、かかしさん頑張ってますね。入口の土
を入れて下さりありがとうございました。
９月 22 日
猪のおどしがほしいよ〜。サツマイモ全部食われたよ〜
どれもよく出来ています。がんばって下さい。
№４ 平野ノラさん、電話でしもしもが印象に残っています。
結城有希
９月 23 日
かかしさん暑いのにごくろうさま。ひにやけずに立っている！何日
まで立つのかな？ここは西方町か門田町なの？入口に表札が欲
しいです。個人か団体なのか？
トイレがあったらいいな。
大変素晴らしい町づくりの一環だと思います。頑張って下さい。
コスモスもかかしさんも、すごいなって思いました。ありがとうご
ざいました。
こんどう あずさ

※まだまだ沢山のコメントを頂いておりますが、同文等紙面上の都合により抜粋させていただいております。
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2018 年

第5 回

かかし祭り

10 月 21 日たくさんの作品の中から、栄えある入賞作品に選ばれたかかしの表彰式と、１ヶ
月半風雨に耐えたかかしたちが作者のもとに帰る日として、かかし祭りが行われました。
表彰式の前にその場を盛り上げてくださった稲倉まちづくりのよさこい夢チームのみなさ
ん、大江地区のマジックショーの大上照子さんありがとうございました。
表彰式の後は釜炊き新米ご飯、猪汁、焼きそば、おでん…等々に舌つづみを打ちながら手
作り品のお店、ゲームコーナーと楽しんでくださっている方々の姿を見て今年も大成功と感
じました。
多数の行事と重なった日にもかかわらず参加してくださった皆様に感謝の一日でした。
うつくしい里部会長
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蔵本久美

かかしまつり

2018 年

10月21日

（日）

■時間…９時から14時
■場所…井原市門田町県主小学校

かかしコンテスト表彰式
▼

テント村

釜炊きご飯・しし汁・おでん・ポン菓子・いか焼き
地元野菜・アイスクリーム・フランクフルト・こけ玉
手作りマルシェ・和菓子・フリーマーケット村

井原市役所

至神辺
313 号線

器コレクション三嶋
一丸観光

■共催：対龍市場・欅の杜塾
■後援：県主公民館・県主地区自治連合協議会

県主小学校

かかし祭り会場

山陽自動車道
至福山

かかしコンテスト
展示会場

県主公民館

３４号線

主催：県の里まちづくり推進協議会

至矢掛

笠岡 IC

２号線

至岡山

「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

かかしコンテスト運営／うつくしい里部会・みのりの里部会

発行・編集／広報委員会

