第7 回 令和元年 9月 1 日 〜10 月 20 日

かかしコンテスト

第6 回 令和元年 10 月 2０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

「かかしづくり」子どもたちとの絆
県の里まちづくり推進協議会

会長

岡田章文

かかしコンテストを開催するにあたっては、毎年子どもたちを対象に
かかしづくり講座を開いています。担当しているスタッフの指導で、新
聞紙を丸めたり、胴体や腕となるビニール袋にその丸めた新聞紙を詰
めたりと、一生懸命やっている子とそうでない子。
私は、そんな様子を見ながら、やろうとしない子の指導を引き受けました。
機嫌を取りながら、作業を進めていっても、自主的に動こうとしない子
どもたちに堪忍袋の緒が切れました。「もうよろしい！勝手にやりなさい！指導しません！」と言っ
てしまいました。そうはいっても気になり、様子を見ていると子どもたちの手が動きだしました。
ある程度かかしの姿になったとき、こっそりと寄り添い、再び一緒になって作り始めました。
自分たちが作りたいかかしになるように工夫をしているようでした。最終的に、かかしコン
テストのテーマに合う満足できる作品が出来上がったとき、叱られたことを忘れたような子供
たちの満足した顔は忘れられません。
そして、そんな作品はやはり入賞していました。
しばらくして、七輪を使った体験火おこしで学校支援ボランティアとして、小学校を訪れた時、
叱った子がいるグル―プの体験指導をすることになりました。グループは、みんなかかしづ
くりをした子どもたちです。火おこしの体験を済ませてプログラムは進み、自己紹介となり、
私は「みんなのことはよく知っているよ
！」「みんな率先してよく頑張ったね！」とねぎらいの言
葉を言うと子どもたちは満面の笑顔を返してくれました。かかしづくりをとおして、一人ひとり
の個性を持った子どもたちに関わり、ああ良かった！子どもたちと心の絆が深まったと勝手に
思う私です。
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かかしコンテスト出品作 〜開催要項・制作風景〜

がんばる地域の

第７回「かかしコンテスト」開催要項

６ 審査基準

・ 製作基準に抵触しないものであること。
・ コンテストの趣旨にどれだけ近い作品であるか。
・ 製作方法。

あがた

１ 主

催

・ 見る者にアピールする作品になっているか。

県 の里まちづくり推進協議会(うつくしい里部会・みのりの里部会)
７ 審

査

審査員は前項の審査基準に基づき公平に審査を行ないます。
審査結果により各賞を決定し１０月１３日かかしに掲示します。

８ 表

彰

審査結果に基づき、令和元年１０月２０日開催の「かかしまつり」会場
で表彰します。（入賞作品は、審査結果を公表します。）

９ 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（里の夢 １本）
参加賞
（県の里産新米・白米１Kg）
※賞品は「かかしまつり」会場で進呈します。

あがた ぬ し

２ 後

援

３ テ ー マ
４ 趣

旨

県 主公民館
—地域の農業を考える—
「かかし」は、昔懐かしい「ふるさと」を思い起こさせます。そして、心を
癒す「ふるさと」の原風景があります。
農業を取り巻く環境は、県主地区に限らず、農業を守り続けてきた先
人の苦労の上に成り立っており、今を生きる私たちは先人が守ってきた
農業を後世に伝えていく義務があります。しかし、近年は大きく変貌した
経済活動の影響で、農業は衰退の一途をたどっています。今、私たちに
できることは何でしょうか。地域の皆さんが「知恵」と「アイデア」を結集
して、これまで以上の努力をしていかなければならないものと考えます。
この事業は、「かかし」づくりをとおして大人はもちろんのこと、次代を
担う子どもたちとともに地域の農業の将来を考え、取り組みの中で人々

10 作品持込 令和元年８月３１日（土）午後１時００分～午後５時００分
令和元年９月１日（日）午前９時００分～午後１２時００分
上記日時までに県主公民館分室へ持参すること。作品に対する思いを
コメント用紙に記入し、同時に提出すること。
（コメント用紙は、展示作品に掲示する。）

の交流を図ることを主眼とします。
11 作品返却 令和元年１０月２０日（日）かかしまつり終了後、出展者自ら持ち帰ること。
５ 製作基準

・ コンテストの趣旨に沿った製作内容とし、公序良俗に反しないもの。
・ 形状は横２ｍ・縦２ｍ・奥行２ｍ以内、重量２０kg以内とすること。
・ 「ふるさとかかし」の製作基準によるものでないこと。
※ふるさとかかしとは…現在県主地区内に常設展示されているもの。
※詳しくは、お問い合わせください。
・ マネキンの頭部や手足・胴体を使用しないものであること。
・ 作品は、一定期間露天に展示するため、相応の材質を考慮すること。
・ 作品に付属する材料使用は可能とする。（くわ、鎌、帽子など）
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12 連 絡 先 蔵本 090-8713-2089

岡田 090-7129-3541

県主公民館 62-7812

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
2018年
最優秀賞

2019 コンテスト作品募集
第 7 回 かかしコンテスト 第 6 回 かかし祭り
開催期間：令和 元 年 ９月1日
（日）〜１０月２0 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 蔵本敏秀 【電話 090-4572-8211】

▼▼

●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：2019 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：令和 元 年１０月２0 日
（日）午前９時〜
午後２時
場 所：県主小学校
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佳

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

1 ドルフィン岩倉
（岩倉） 2

会長賞

作

さくらデイサービス
子守唄の里高屋（高屋）

3

ラスパみずき（下出部）

4

グループホーム
いづえ楽寿
（笹賀町）

7

小田川荘（芳井）

会長賞

5

いばら楽寿（下出部）

6

いばら長寿の里（上出部）

佳

8

なかまの会（芳井）

作

9

木之子小学校

10

小規模多機能こよし（高屋）

12

県主幼稚園

13

江良元気会（矢掛）

特別賞

11
4

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

14

県主小学校

15

いきいき稲倉まちづくり協議会
よさこい夢チーム（稲倉）

16

井原子ども食堂（井原）

テーマ・出展者の思い
１【収穫のよろこび】

10【畑の敵現る！！】

毎年美味しいお米を作っていただきありがとうござい
ます。美味しいおにぎりをいただきまーす♡
２【ふる里応援かかし】
ソメイティとミライトワがあがたの里の農業を応援に
来たよ。おいしい新米で作ったおにぎりの輪を広げて
世界中の和をつくろう。
がんばれ あがたの里♪
３【新時代の幕あけ】
「新しい元号は『令和』であります。」
時代がかわっても、色んな災害にあっても、この田園
風景はいつまでも続いてほしい。そんな願いを込めて
今年は官房長官をモチーフにしてみました。
４【パワフルエンターテナーなおみ】
グループホームいづえ楽寿。いつも元気な明るい直美
ちゃん。米俵をかかえて田んぼの中でもパワー全開で
す。
５【令和おじさん】
平成の世が終わり令和の時代がはじまる。令和元年一
発目の案山子はこの人で決まり！！ 菅官房長官県主
に降臨 新時代も農業
頑張ろう！みな様清き一俵（一票）をお願いします。
６【祝！！５０周年サザエさん一家】
日本人と言えば「お米」日本の家族と言えば「サザエ
さん一家」今年５０周年を迎えるサザエさん一家の日
常を表現しました。農業とのコラボレーションをお楽
しみ下さい。
７【チコちゃん、鳥からお米を守ってね】
チコちゃんが、友達のカラスのキョエちゃんからお米
を守って怒ったり笑ったりしています。
※首が回ります。やさしく回してあげてください。
８【みんな仲よく ♡】
お年寄りも子どもも、男性も女性もみんな仲よく、元
気にいっぱい暮らせるように県主の田んぼの実りの稲
穂を笑顔で見ている様子です。
表情豊かに出来上がりましたので、よく顔をみて下さい。
9 【きのっぴー】
木之子小学校のキャラクターです。小学校の子どもた
ちと一緒に勉強したり、遊んだりしています。どうぞ
よろしく！

わしのスイカを盗るんじゃねえ！！
いんやーっ！！ やりゃあへんで！！
11【わが家の収穫祭】
今日はおじいちゃんの作ったお米とおばあちゃんの
作ったお野菜で巻き寿司パーティーをします。
「おじいちゃんがおとうちゃんの帰りを待たれんで一
杯やってるよ」
「おにいちゃんがつまみ食いをしているよ〜」とにぎ
やかにみんなで長〜い巻き寿司をつくっています。
12 【みんなだいすき♡おにぎりとぽにょ】
幼稚園の子どもたちの大好きな ポニョ のかかしを
作りました。
おにぎりをいっぱい食べてポニョのように元気に過ご
しましょう！
13 【親子３代米作り】
代々農業が続けられたらいいな！！ 元気な集落作り。
14 【ボーッと生きてんじゃねえよ！】
県主小学校の先生方に手伝ってもらいながらなんとか
できあがりました。ももくり 3 年 柿 8 年 ゆずの大
ばか１８年 この言葉を知らないって！？ボーッと生
きてんじゃねえよ！
15 【白雪姫と７にんのてごにんたち】
農業はみんなで楽しくやりましょう！時には元気にう
たおう〜〜♡ ♪♪ららら〜〜 おいしいお米 新鮮
な野菜 ららら〜〜
※でも毒リンゴは食べないで！！
16 【こりゃまあ〜大飯じゃ！】
毎月第４金曜日１７：３０〜１９：００
井原市総合福祉センター
井原子ども食堂にて地区輪カレー作っています。この
ように大飯は提供出来ませんが、ぜひ食べに来て下さ
い。お待ちしています。
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佳 作

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

17

佳 作

サントピア（上出部）

18

優秀賞

20

三宅賢太郎さん（福山）

21

きのこエスポアール
物部（笠岡）

高橋由結さん

22

19

平本友紀さん（福山）

鳥越柚花さん（小２）

23

槌田偉大さん（小３）

福山ゴム賞

かいくん特別賞
子どもの部
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24

鳥越奏那さん（小３）
藤井琴愛さん（小４）

27

藤原遼哉さん（小３）
藤井拓丸さん（小４）

25

28

藤井仁香さん（小３）
森谷愛梨さん（小４）

山本柚希さん（小３）

29

かいくん特別賞
子どもの部

26

藤本妃菜さん（小３）
森本凛香さん（小３）

北川浩史郎さん（小４）
藤本啓人さん（小４）

30

鳥越心菜さん（小５）
森本舞香さん（小５）

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

福山ゴム賞

かいくん特別賞
子どもの部

31

藤原 楓さん（小５）
山本琴音さん（小５）

かいくん特別賞
子どもの部

32

藤井駿輔さん（小４）

33

岡本真綾さん（小２）

テーマ・出展者の思い
17【井原に帰ってきたよ！】

25【農作業をしているおじいさんとおばあさん】

井原の産業デニムを使ってぶどうを作りました。都会か
ら帰って井原で農業がんばります。デイサービスセンター
サントピア

新聞をつめるのをがんばりました。ぐん手にわたをつめ
るのがむずかしかったです。
26【おにぎりをもっている３人】

18【おいしいお米でおもてなし】

おにぎりをぬってとめるのをがんばりました。きいろのく

令和になって、良い年を願う中進次郎さんとクリステル
さんの話題は誰もが、幸せになった話題ではないでしょ
うか。

ちばしをつけるのがむずかしかったです。しんぶんしを
まるめていれるのもがんばりました。すずめくるなよ！！
27【マッキーバイバイ】

我が家も、父が８０歳近くなり

膝の手術して思うよう

マッキーが手をふってバイバイしているところからタイト

に農業が出来なくなり妻が草刈り機を使って頑張ってく

ルをマッキーバイバイにした。新聞紙をまるめてつめる

れています。家族の絆に

のをがんばった。

感謝

感謝です。

19【ライス君とお米ちゃん物語！】

昨年結婚したライス君

マッキー畑と田んぼ守ってください！！

現在お米ちゃんのお腹の中には

赤ちゃんが・・・ おめでとう！

来年は３人で来ます

お楽しみにネ！
20【侵入禁止】

28【ペンギン】

グルーガンでいろんなものをくっつけるのがむずかし
かったです。
ペンギンがあがた主のおいしいお米とやさいを食べたい

今、猪（いのしし）・ ハクビシン・カラスなどの農作物

と言っています。

被害が拡大しています。野菜や果物の被害が多く発生し

29【カメのマイッキー】

ており、せっかく植えたサツマイモやスイカが収穫前に

マイゼンシスターズというどうがのうそつきのカメをさい

被害を受けています。電気柵・防護柵などで対応して、

げんしたカカシです。

猪やハクビシン、カラスとの知恵比べです。また、猪（い

30【ブロッサム】

のしし）は民家の近くまで来ており、子どもたちの通園・

パワフルガールズの耳をつけるのがむずかしかったです。

通学時には地域挙げて見守りましょう。

顔の新聞紙をふくろにまるめて入れていくのが大変だっ

21【かわいいまじょ】

おかおをがんばった。みんなでおいしいおむすびめしあ
がれ
22【バブリーズ】

３人のキャラクターがいちばんかわいかったからつくっ
て、からすをおいはらいたいからです。
23【おうだんほどうをわたっている人】

た。お米がたくさんできますように。
31【エイリアン】

はしと手と耳とつののところがむずかしいところがあっ
たからおしえてもらいました。
32【豆しば】

ことしもがんばってつくりました。
33【ぶどうをとる女の子（おねえちゃん）
】

じこが多いのでおうだんほどうをわたりましょう。右と

まい年おじいちゃんがつくってくれるぶどうをたべるのが

左をかくにんして、安全をたしかめて、右手を上げてさっ

たのしみです。こ年もお手つだいするぞ！！

とわたりましょう。
24【おにぎりくん】

県主のお米はおいしいよ。みんな食べてね。
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かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

福山ゴム賞

かいくん特別賞
子どもの部

34

岡本実桜さん（５歳）

35

藤岡

健さん（５歳）

36

山岡咲輝さん（井原町）

37

鳥越

快さん（６歳）

38

岡田佳奈さん（小１）

39

岡田正代さん（門田町）

40

蔵本 旭さん（５歳）

41

吉仲優晟さん（５歳）

42

蔵本健瑠さん（５歳）

最優秀賞

43
8

加賀田和則（笠岡市）

44

蔵本精子さん（門田町）

45

吉仲くに恵さん（門田町）

佳

吉仲恭子さん

47

赤木友治さん（笠岡）

48

福山ゴム賞

廣田文子さん

かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

46

作

49 リオカンポ

フットサルスクール（木之子）

テーマ・出展者の思い
34【ぶどうをとるおんなのこ（いもうと）
】

のではないのでしょうか？高校、大学受験の夜食に！学

じいじのぶどうだいすき！！ねえねといっしょにおてつだ

校のお弁当、部活のお供に！！「今日の中身はなんだろ

いをがんばるぞ！！

う？」
「もっと大きいの作ってよ！」
「はいはい。ごめんよ、

35【なんでも食べる子元気な子！
！】

しんぶんをまるめるのがむずかしかったです。がんばり
ました。

手が小さいから…」「でもがんばって大きいのつくるね。」
「あっ…ごめんなさい。いつもありがとう」そんな懐かし
く楽しい思い出をもう一度思いだしていただけたら嬉し

36【イシシとノシシのおひるごはん】

大きなおにぎりをありがとう。とってもおいしいよ。い

いです。今、コンビニやスーパー、様々な場所で見かけ
る「おむすび」。このかかしコンテストを通じてふと「お

つもゾロリ先生とわるいことをしてごめんなさい。おい

むすび」を見た時にふるさとやコンテストを通じてふと

しいおにぎりをもらったおれいに二人で田んぼをまもる

「おむすび」を見た時に、ふるさとやコンテストの思い

よ。

出を感じて頂けたらと思います。「県の里産新米」が時

37【ドラえもん】

代が変わり作る人が変わってもふるささとの愛情や人情

ぼくはドラえもんをいっぱいみてすきだから。
38【だいすきなくまのぷうさん】

ぷうさんが、あがたぬしの１００えんやさいををいっぱい

は変わらない！！「想い」を「むすぶ」ことを伝えてく
れると信じています。感謝します。
44【はらぺこ青虫】

かってかえってきて、たべたらびっくりぎょうてんして、

キャベツの葉っぱに

おいしくて、おいしくてまいにち１００えんやさいをかっ

農薬はできるだけ使いたくないので青虫取りがんばって

てまいにちたべていました。
39【プリンセス「アリエル」
】

はらぺこ青虫

が大 量に発 生。

ます。
45【笑顔のシンデレラ】

人間の世界は恐ろしいと言われて生きてきたけど人間に

渋野日向子でーす。駄菓子も好きだけど岡山米のおにぎ

なりたい。県主に住んで、おいしいお米や野菜を毎日た

りも大好きです。これからも大好きなお米を沢山食べて

くさん食べたい。「希望と夢が常に存在している世界が
ある。
」
40【ラピート】

新しい時代を迎え、新しい農業も考えなくっちゃ！育児

だってラピートだいすきなんだもん。ラピートにのってか
んさいくうこうからせかいのおいしいものをたべにいき
たいな。

に家事に大忙しママ♡だっこだっこ♡ママだぁいスキ♡
農業と生きる若い力よガンバレ
47【きゅうり】

41【にとうりゅうだぞ〜】

おいしいやさいをつくってね「やさいもすきになります」
しんちゃんとおやくそくだぞ
42【ひろでん】

ました。おにぎりラッピングにしました。
おむすび

きゅうりを食べてあつさをのりきろう
48【頑張る父ちゃん】

「父ちゃん私もだっこして！」「だっこだっこ」お父さん
は毎日忙しく仕事をしています。「後でゆっくり子供との

ひろしまでうまれて、ろめんでんしゃがすきだからつくり
43【ふる里

ゴルフ頑張りまーす。応援よろしくネ
46【ママがんばって！】

かかし】

時間をつくります。
49【幸福米】

食べたなら

あなたに幸せ

授けよう♡

みなさまの心には、昔懐かしい「ふるさと」の思い出の
一つに親が心をこめて作ってくれた「おむすび」がある
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かかしコンテスト出品作 〜出展者の思い〜

50

村澤綾香さん（新見）

三宅彩仁さん（６歳
52 三宅唯仁さん（２歳
51

福山市）

53

岡田

忍

福山市）

テーマ・出展者の思い
50【とまと】

53【そらまめ？？】

おとうさんとおかあさんとおうちのにわでやさいをそだ

毎日空を見上げて、天気を気にしています。好天に恵ま

ててます。きょうは

れて農作物が良く出来ますように。

とまと

をしゅうかくしました。

51【くろねこじじといもうとのおさんぽ】

ことしもいっぱいのごはんができるようにおさんぽをし
ました。たのしいな。たのしいな。
52【ねえねとおさんぽ】

あたちはねえねとおこめができるかなとおもいながらお
さんぽしました。
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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〜

かかしコンテスト 〜来場者の一言コメント〜

〇皆さんすごく上手で驚きました。話題の人がいるのがおもしろいです。この広場に来るといろんな人
に会えるのが嬉しいです。癒される最高のばしょです。スタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱい
です。ありがとうございます。
〇ばあちゃんと一緒に見ました。 今年もたくさんかわいい案山子が見られて楽しかったです。かかしコ
ンテストももう7 回目だということにびっくりです。ぜひ来年も再来年・・毎年開催してください。
〇矢掛のきらりに行き帰り道にかかしコンテストの看板に気づき寄ってみました。みんなすばらしい力作
ばかりで感心しました。又孫を連れてきます。 福山市
〇農業も一人ではおもしろくない。近所総出でしていたころは機械化もなかったけれどそれなりに楽し
かったのではないでしょうか。かかしのある風景は心が和みます。休耕田が目立たずこのあたりは皆
さんの農業に対する愛が感じられます。このかかしのおかげかも・・
〇最近見かけない案山子。なつかしく昔子供の頃を思い出しました。皆様の力作に感動しました。皆
様の情熱に感動しました。 里庄町より
〇どれも力作ぞろいで楽しかったです。孫たちと一緒にみました。作品作り大変だったでしょうね。あ
りがとう
〇年々力作が増えてうれしく思います。神辺町より
〇皆素晴らしいアイデアと制作力の感心しました。今年で3 回見にきました。いつも楽しみにきています。
皆さんありがとうね。中国新聞の記事、チコちゃんの写真を見て来ました。福山市御幸町のひまわ
りより
〇ふらっと母を連れて道を走っていると何やら田んぼの中に・・・雨だったので車窓からゆっくり見ま
したが通りすぎようと思ったけれどもう一回引き返して車から降りて思わず写真を撮っていました。全
部ステキ。イノシシもいいけど稲わらと子どもを抱っこしているお父さん一番。 総社市 中田
〇初めて見に来てすごい！
！
うれしい気持ちになりました。これからも頑張ってください。
〇毎年楽みにしています。井原を元気にしましょう。
〇初めて参加させていただきましたが、かかしづくりの楽しさと大変さがわかりました。推進協議会の皆
様大変お世話になりました。ありがとうございます。井原 山岡
〇特別賞をありがとうございました。 さき

※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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2019 年

第6 回

かかし祭り

コンテストを終えて思うこと。毎年参加を楽しみにしてくださる方、遠方からでも毎年楽
しみに見学に来てくださる方、そしてあたたかい励ましの言葉を残していただき、会場に止
まっている車の数が私達へのごほうびのように感じられました。
そして最終日として行った表彰式を兼ねたかかし祭りを終えて思うこと。
今年で６回目となったかかし祭りは他の行事と重なったため来場者数が心配されました
が、両方参加という方も多く、昨年にひき続き、いきいき稲倉まちづくり協議会よさこい夢
チーム、総勢 32 名のみなさんの元気いっぱいの踊りに、会場の雰囲気も最高に盛り上がっ
たところでの表彰式となりました。
快く出店を引き受けてくださった皆様のお陰もあり、大盛況に終えることが出来ました。
うつくしい里部会長
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蔵本久美

かかし祭
2019 年

10月20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 11時から
新米釜炊きご飯・しし汁・おでん・ポン菓子・いか焼き・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

QR コードを読み取ってかかし祭りへ Go!

主催：県の里まちづくり推進協議会

■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

「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

