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KASAMA
笠間

笠間市長より「笠間特別観光大使」の任命を受けた
NEVA GIVE UPの5人。

左から：安達勇人、須藤凌汰、岡田鷹斗、中山大輝、Ray
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笠間が好きなひと。応援したいひと。この指とまれ！

http://www.city.kasama.lg.jp/fanclub/

旅行プラン

詳しくは　 ☜

スカイロッジ　秋の味覚満載プラン

食の逸品「クロワッサン・オ・ブール」森の石窯パン屋さん

かさまアート情報　  外国人研修員に聞いた笠間の魅力

我らは笠間応援団！ 　ほか

秋のイベント情報（笠間の菊まつり ほか）
笠間浪漫  開催！
笠間の家

表紙写真（上段）秋の笠間芸術の森公園、神事 流鏑馬（やぶさめ）、（下段）笠間浪漫、門前通りの商店、笠間稲荷神社を参拝する外国人研修員
表紙写真提供（敬称略）飯村淳子、太田典男、小林豊帆／フォトコンテスト応募作品より

東京方面から
上野→（JR常磐線・特急65分）→友部→
（JR水戸線10分またはかさま観光周遊バス10分）→笠間
上野→（JR常磐線）→岩間→（JR常磐線6分）→友部→（JR水戸線10分）→笠間
東北方面から
郡山→（JR東北新幹線80分）→小山→（JR水戸線60分）→笠間
→（JR水戸線10分）→友部→（JR常磐線6分）→岩間

電車からのアクセス

高速道路からのアクセス

東北自動車道

関
越
自
動
車
道

栃木都賀JCT

岩舟JCT高崎JCT

笠間観光協会HP　検索

　今年8月、「笠間特別観光大使」に就任した
「NEVA GIVE UP（ネバギブアップ）」。第10
代かさま観光大使を務めた安達勇人さんをは
じめ、メンバー全員が「笠間ファン」を公言
しています。今号では、「笠間特別観光大使」
として名実ともに“笠間応援団”となった
NEVA GIVE UPの皆さんより、メッセージ
をいただきました！

̶笠間市の印象は？

Rａｙ（レイ）：昨年、かさま陶芸の里ハーフ
マラソン大会にエントリーし、人生初のハー
フマラソンで、何度もくじけそうになりまし
たが、沿道からのたくさんの声援で無事ゴー
ルすることができました。いまでも、あの感
動は忘れません。
安達勇人（あだちゆうと）：第10代かさま観
光大使として、２年間務めさせていただきま
した。いまでもオフのときは、メンバーや俳
優仲間と笠間までドライブに出かけます。笠

間稲荷神社をはじめ、多くの観光資源がある
ので、何度連れてきても喜んでもらえます。
中山大輝（なかやまたいき）：食べ物がおいし
いですね。栗や蕎麦やイチゴなど…なんと
いっても笠間と言えば「いなり寿司」。蕎麦・
くるみ・舞茸など様々な素材を使った変り種
いなり寿司が大好きです。
須藤凌汰（すどうりょうた）：笠間のまつり。
僕達が笠間とつながりをもてたきっかけにも
なりました。本場青森の人形ねぶたや、「ラッ
セラー、ラッセラー」の掛け声で知られる跳
ね人による盛り上がりに感動しました。
岡田鷹人（おかだたかと）：笠間と言えば「笠
間焼」。はじめて笠間を訪れたときにマグカッ
プを購入しました。今度は、ロクロでマイカッ
プ作りに挑戦してみたいですね！

̶笠間特別観光大使に就任
して、皆さんの意気込みを
お願いします。

　魅力ある笠間市を多くの
方々にPRし、心をこめて、
色々な形でアピールして参
ります。このような貴重な
機会を頂けたことに感謝の
気持ちを忘れず、一瞬一瞬
を大切にして精一杯頑張り
ますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

高速バス（関東やきものライナー）からのアクセス

東京方面から
秋葉原駅→（110分）→笠間手越→やきもの通り→笠間駅前
→笠間稲荷神社入口→笠間ショッピングセンター→益子
※大人片道 1,300円×2枚（2,600円）
　片道のみの場合　大人1,500円　小人750円
　（上記は笠間までの料金です）

浄土真宗開宗の地とされる西念寺で法話を聞
いた後、昼食には地元の素材を使った心にも
優しい精進料理を楽しみます。午後からは、
鳳台院の観音堂で坐禅と写経で心をリフレッ
シュ。身体のまん中にエネルギーが充電でき
るパワープランです！

旅行代金…7,300円～9,800円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（法要でお受け出来ない場合もございます）

心を洗う笠間の１日
パワースポット巡り／コースNo.15-0107

おかげさまで
通巻40号

建築家  伊藤豊雄×陶芸家  里中英人
(故人)

◀◀ NEVA GIVE UP～プロフィール ▶▶

　2012年にデビューした原宿発ダンス＆ボーカル
ユニット。メンバーはリーダーのRayを筆頭に、安
達勇人、須藤凌汰、中山大輝、岡田鷹斗の5人。
2013年8月、「第23回笠間のまつり」にて行った
笠間市内での初ライブが、大いに盛り上がりを見せ、
成功に終わったことをきっかけに、市内の様々なイ
ベントに出演するようになる。かさま観光大使を務
めていた安達さんはもちろんのこと、昨年の笠間の
まつりで初めて笠間市を訪れた他のメンバーも「第
２の故郷」と公言するほどに、笠間に対して愛着を
もっており、ファンの中でも笠間が「聖地」として
認識されている。そして、彼らが笠間での活動を始
めてちょうど１年を迎えた8月17日（第24回笠間
のまつり）に、NEVA GIVE UPは「笠間特別観光
大使」へ就任し、今まで以上に笠間の魅力を全国に
PRしていくこととなった。

NEVA  G IVE  UP

K A S A M A  F A N  C L U B

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

2014年 秋号

VOL.040

真岡鐵道
鹿島臨海鉄道

原 宿 発 ダ ン ス ＆ ボ ー カ ル ユ ニ ッ ト

笠間特別観光大使に就任！

テレビ埼玉『モテ福』10月からレギュラー出演決定!!
毎週金曜日 23:00～23:30

8 ＊ KASAMA FAN



◆第5回オープン・アトリエ 陶の里　9/20（土）～9/23（火・祝）10:00～16:00
　場／手越地内　問／風の窯　tel 0296-72-5785

◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/20（土）10:00～17:00、　9/21（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第8回　かさま新栗まつり
　10/4（土）9:00～16:00、　10/5（日）9:00～15:30

　場／市民センターいわま

　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101

◆笠間浪漫　※４ページに関連記事あり
　昼の部 10/10（金）～10/13（月・祝）9:00～17:00

　夜の部 10/11（土）～10/13（月・祝）17:00～21:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆BIG BAND PICNIC in 笠間
　10/12（日）10:00～、　10/13（月・祝）10:00～

　場／笠間芸術の森公園野外ステージ

　問／笠間ジャズ実行委員会

　　　（渡辺）tel 029-253-0916

◆第9回　笠間いなり寿司コンテスト
　10/12（日）13:30～（※数量限定）
　場／笠間芸術の森公園イベント広場（笠間浪漫内）

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆いばらき都市緑化フェスティバル
　10/18（土）10:00～15:00　※雨天中止

　場／笠間芸術の森公園 イベント広場　

　問／笠間市管理課　tel 0296-77-1101

◆ふるさとまつり in かさま
　10/25（土） ・ 10/26（日）9:00～16:00

　場／畜産試験場跡地

　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532

◆いばらきストーンフェスティバル2014
　10/31（金）～11/２（日）

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／茨城県石材業協同組合連合会　tel 0296-75-5458

◆2014 笠間焼フェア～陶と暮らし～
　11/1（土）～11/3（月・祝）9:00～16:00（最終日15:00）

　場／笠間工芸の丘特設会場

　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313

◆茨城をたべよう収穫祭
　11/1（土）10:00～16:30、　11/2（日）10:00～15:30

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／茨城県農林水産部販売流通課　tel 029-301-3894

◆六所神社例大祭　11/1（土）・11/2（日）
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆假屋崎省吾の世界　11/22（土）9:30～11:30
　場／笠間稲荷神社　稲光閣

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

　華道家・假屋崎省吾氏によるフラワーデモンストレーション＆トークショー。

◆岩間天狗まつり＆ファンタジーナイト
　11/15(土)11:00～18:30　予備日11/16(日)

　場／すずらんロード商店街(岩間駅前通り)

　問／笠間市商工会岩間事務所　tel 0299-45-5711

◆かさまキッズモール
　11/22（土） 10:00～16:00

　場／笠間ショッピングセンター ポレポレ

◆第19回　笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/28（金）まで

　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆ご当地グルメサミット in 笠間
　11/29（土）・11/30（日） 10:00～15:00

　場／笠間稲荷門前通り周辺　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆陶のオルゴール展　12/6（土）～12/21（日）
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865

◆第９回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　12/21（日）9:00～
　場／笠間芸術の森公園

　問／笠間市スポーツ振興課　tel 0296-77-1101

◆悪態まつり　12/21（日）　場／飯綱神社
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆北山公園・キャンプ場
　無料のキャンプ場とバーベキュー場があります。

　料／無料（キャンプ場の使用、鉄板レンタル、ほか）

　問／北山公園管理事務所　tel 0296-78-3911

◆スカイロッジ・バーベキュー広場
　標高300メートル付近から遠く太平洋、霞ヶ浦が望めます。　

　営／10:00～14:00

　料／基本バーベキュー1セット2,550円

　　　手ぶらでバーベキュー1セット4,550円+別途コース料金

　問／スカイロッジ管理事務所　tel 0299-45-6622

◆バザール de いわま　毎月第2日曜日　9:00～15:00
　場／岩間駅南広場　問／（根本）tel 090-3009-7883

◆筑波海軍航空隊記念館　開／9:00～17:00　
　料／大人500円、子供350円（20名以上50円引き）

　場／県立こころの医療センター内　問／tel 0296-73-5777

◆栗の家  骨董市
　毎月第１・３日曜日　6:00～15:00　　場／栗の家

　問／tel 0299-45-5124（※悪天時：誠屋 tel 090-1660-3460）

第107回　笠間の菊まつり
◆大菊花展及び市民菊花展
　10/18（土）～11/24（月・祝）6:00～日没

　場／笠間稲荷神社境内

◆菊人形展「軍師官兵衛」
　10/18（土）～11/24（月・祝）

　8:30～16:30（入場16:00まで）

　料／大人（高校生以上）800円、小中生400円

　場／笠間稲荷神社特設会場

◆私の好きな笠間図画コンクール
　10/18（土）～11/24（月・祝）8:30～16:30

　場／笠間稲荷神社特設会場（菊人形展会場内）

◆神事　流鏑馬（やぶさめ）
　11/3（月・祝）10:00～、14:00～　場／笠間小学校前特設馬場

◆奉納　笠間示現流居合抜刀術
　11/8（土）10:00～　場／笠間稲荷神社境内

◆大和古流奉納式
　11/9（日）9:30～、11:30～　場／笠間稲荷神社境内

◆舞楽祭　11/16（日）10:00～、14:00～

◆秋のみたままつり　9/23（火・祝）11:00～
◆秋季大祭　10/19（日）11:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（日・祝）9:00～
◆すす払い　12/14（日）9:00～
◆ご鎮座記念祭・龍蛇神社大祭　12/16（火）17:00～
◆年越大祓祭　12/23（火・祝）14:00～

◆玉日様・恵信尼様報恩講　9/7（日）  お経11:00～　お説教13:00～
　玉日姫御本廟への「わらじ参り」 8:30～9:45

 ◆親鸞聖人報恩講　11/8（土）　お経 11:00～
　人形劇（安藤圣一氏）「御絵伝：絵解き」　13:00～

　「御伝鈔」拝読と「あずきがゆ」のご接待　11/7（金） 19:00～

 ◆銀杏fest　11/15（土）・16（日）　午後市　13:00～17：00
　お葉付きイチョウのライトアップ　17:00～19:00

　地元の合唱団・吹奏楽団による演奏（詳細未定）

◆除夜の鐘　12/31（水）23:30～1:30（参加自由）

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（３日前まで）
　12/1（月）～12/18（木）、1/14（水）～3/19（木）の平日限定

　（土曜、休前日は除く）

　料／4人棟15,100円、6人棟22,600円、12人棟37,800円

　宿泊されたお客様にお鍋を無料でサービス！ピリ辛キムチ鍋、

　ヘルシー鶏鍋、豚鍋から選べます。

◆クリスマスプラン
　12/19（金）～12/25（木）　※要予約（3日前まで）

　料／4人棟23,000円、6人棟34,000円、12人棟60,000円

　クリスマスケーキとオードブル＋朝食付プラン。

笠間浪漫

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2014. ９ → １２

問／tel 0296-73-0001笠間稲荷神社
http://www.kasama.or.jp/

問／tel 0296-74-3000出雲大社  常陸
http://www.izumotaisha.or.jp/

問／tel 0296-74-2042稲田禅房 西念寺（稲田御坊）
http://www.inadagobo.org/

イベント各種　※掲載は開催日時順

おすすめ施設・定期開催イベント

　  笠間日動美術館　　  春風萬里荘　　  茨城県陶芸美術館

　  笠間稲荷美術館　　を巡るスタンプラリー。

すべてのスタンプを集めると各館の招待券として利用できます。

第8回  笠間アートのまちめぐり
9/13（土）～12/7（日）まで開催中

１ ２ ３

４

問／茨城県陶芸美術館　tel 0296-70-0011

問／tel 0299-45-6622あたご天狗の森 スカイロッジ
http://www.kasama-kankou.jp/atago_skylodge/

※美術館の展示内容については6ページ「かさまアート情報」をご参照ください。
笠間日動美術館

春風萬里荘

茨城県陶芸美術館

笠間稲荷美術館

悪態まつり

流鏑馬

笠間の菊まつり
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◆第5回オープン・アトリエ 陶の里　9/20（土）～9/23（火・祝）10:00～16:00
　場／手越地内　問／風の窯　tel 0296-72-5785

◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/20（土）10:00～17:00、　9/21（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第8回　かさま新栗まつり
　10/4（土）9:00～16:00、　10/5（日）9:00～15:30

　場／市民センターいわま

　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101

◆笠間浪漫　※４ページに関連記事あり
　昼の部 10/10（金）～10/13（月・祝）9:00～17:00

　夜の部 10/11（土）～10/13（月・祝）17:00～21:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆BIG BAND PICNIC in 笠間
　10/12（日）10:00～、　10/13（月・祝）10:00～

　場／笠間芸術の森公園野外ステージ

　問／笠間ジャズ実行委員会

　　　（渡辺）tel 029-253-0916

◆第9回　笠間いなり寿司コンテスト
　10/12（日）13:30～（※数量限定）
　場／笠間芸術の森公園イベント広場（笠間浪漫内）

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆いばらき都市緑化フェスティバル
　10/18（土）10:00～15:00　※雨天中止

　場／笠間芸術の森公園 イベント広場　

　問／笠間市管理課　tel 0296-77-1101

◆ふるさとまつり in かさま
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　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／茨城県農林水産部販売流通課　tel 029-301-3894
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　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
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　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

　華道家・假屋崎省吾氏によるフラワーデモンストレーション＆トークショー。

◆岩間天狗まつり＆ファンタジーナイト
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　問／笠間市商工会岩間事務所　tel 0299-45-5711
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◆第19回　笠間観光フォトコンテスト作品募集
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笠間浪漫

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2014. ９ → １２

問／tel 0296-73-0001笠間稲荷神社
http://www.kasama.or.jp/

問／tel 0296-74-3000出雲大社  常陸
http://www.izumotaisha.or.jp/

問／tel 0296-74-2042稲田禅房 西念寺（稲田御坊）
http://www.inadagobo.org/

イベント各種　※掲載は開催日時順

おすすめ施設・定期開催イベント

　  笠間日動美術館　　  春風萬里荘　　  茨城県陶芸美術館

　  笠間稲荷美術館　　を巡るスタンプラリー。

すべてのスタンプを集めると各館の招待券として利用できます。

第8回  笠間アートのまちめぐり
9/13（土）～12/7（日）まで開催中

１ ２ ３

４

問／茨城県陶芸美術館　tel 0296-70-0011

問／tel 0299-45-6622あたご天狗の森 スカイロッジ
http://www.kasama-kankou.jp/atago_skylodge/

※美術館の展示内容については6ページ「かさまアート情報」をご参照ください。
笠間日動美術館

春風萬里荘

茨城県陶芸美術館

笠間稲荷美術館

悪態まつり

流鏑馬

笠間の菊まつり
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笠間芸術の森公園
イベント広場

［夜の部］10/11（土）～13（月・祝） 17:00～21:00

会
場

10/10   ▶13金 月・祝

9 : 00～17 : 00

　昨年に続き今年も「笠間浪漫」が盛大に開催されま

す。笠間ならではの田舎の良さ、懐かしさ、面白さを

堪能できる4日間のイベントです。地場産業である笠

間焼や稲田みかげ石、木工製品、笠間産の農産物や田

舎料理、ご当地グルメなど、150以上の店が軒をつ

らねます。ベーゴマ廻しや紙飛行機づくりなどの昔遊

び教室、珍しい笠間人車の運行などイベントも充実。

夜の部ではお楽しみの稲田縁日が開催されるので、笠

間産のおいしいおつまみと笠間焼の器で酌み交わす地

酒で、ゆったりとした笠間の夜をお過ごしください！

【主なイベント】
●笠間浪漫　カレー村　10/11（土）～13（月・祝）　9:00～17:00
●笠間人車の運行　10/11（土）～13（月・祝）　9:00～17:00

●笠間焼　ビールフェア
　10/10（金）～13（月・祝）　9:00～17:00

●笠間焼　ぬる燗器企画展
　10/10（金）～13（月・祝）　17:00～21:00

●笠間焼　ぐい呑み展
　10/10（金）～13（月・祝）　9:00～17:00

●笠間焼　器と食フェア（仮称）　10/11（土）～13（月・祝）
●お菓子村（シュークリームまつり・お菓子教室）
　10/10（金）～13（月・祝）　9:00～17:00

●第9回 笠間いなり寿司コンテスト　10/12（日）　13:30～
●昔遊び教室　10/11（土）、13（月・祝）　10:00～17:00
●生バンドの演奏及び郷土芸能の上演
　10/10～13　10:00～17:00

問い合わせ／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222

　日本を代表する建築家・伊東豊雄氏の設計による

「笠間の家」は、陶芸家・里中英人氏のアトリエ兼自

宅として、1981年に建築されました。日本建築家協

会新人賞を受賞した建築作品として知られていました

が、里中氏は1989年、交通事故により急逝。家は長

らく空き家になっていました。

　その後、伊東氏は、2013年に建築界のノーベル賞

とも言われるプリツカー賞を受賞するなど、建築家と

して益々活躍。30年以上前の作品である「笠間の家」

も、再び脚光を浴びるようになってきました。

　そのような背景の中、笠間市は、故里中氏の遺族か

らこの家の寄贈を受けました。伊東豊雄建築設計事務

所の協力のもと、原型に近い形に修復し、建築当初の

姿に蘇らせ、現在は一般公開しています。自由な曲線

を描く天井、天窓から降り注ぐ自然光…建築物として

秀逸な「笠間の家」は、ギャラリーや創作工房として

利用することが可能です（陶芸用電気窯もあります）。

2014年5月には俳優・西村雅彦さんの絵画展も開か

れました。ぜひこの機会に、ご見学あるいはご利用い

ただき、笠間の魅力を再発見してください！

書／川又南岳

　スカイロッジでは11月30日（日）まで、平日限定

（土曜・休前日不可）で「秋の味覚満載宿泊プラン」

を実施します。笠間焼の土鍋（笠間火器）で炊いた笠

間産上郷米（すずらんの妖精）の栗ごはんに加え、地

元の人気洋食店・彩美亭の手作り夕食メニューが食

べられるお得な宿泊プランです。翌朝の朝食付きで、料金は4人棟（4名様）

17,500円、6人棟（6名様）26,200円、12人棟（12名様）45,000円。

問／スカイロッジ管理事務所（笠間市上郷2775-7）
　　tel 0299-45-6622　http://www.kasama-kankou.jp/atago_skylodge/

M A P

至笠間駅

R355 至 友部IC

かつら陶芸 ●

笠間の家 ●

開／9:30～17:00　休／月曜日（祝日の場合は翌平日）　住／笠間市下市毛79-9　電／0296-73-5521　
問／笠間市役所 都市建設部 まちづくり推進課　tel 0296-77-1101（代）

奥
田
製
陶
所 

●

桧
佐
陶
工
房 

●

笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、農産物、
田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店
笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、農産物、笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、農産物、
田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店
笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、農産物、
田舎料理、ご当地グルメなど150以上が出店

スカイロッジ　秋の味覚満載宿泊プラン

書／川又南岳

笠 間 の 家
建築家   伊 東 豊 雄  ×  陶 芸 家   里 中 英 人

(故人)
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書／川又南岳

笠 間 の 家
建築家   伊 東 豊 雄  ×  陶 芸 家   里 中 英 人

(故人)
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　五感で味わう笠間～大地と炎の饗宴（コラボ）～
今年も開催します。こだわりの料理を笠間焼の器で
お楽しみください。　期間／平成26年10月2日（木）
～11月11日（火）　価格／5,600円（全8品）
【有料会員特典】 ソフトドリンク１杯またはオススメにぎり１貫サービス
住／笠間市赤坂9-16　　電／0296-72-7775
営／11:30～14:00、17:00～22:00　　休／水曜日
https://ja-jp.facebook.com/kasama.uofuku

魚福　☆企画のご案内☆
　自然豊かなロケーション！木の匂いがワンちゃ
んを癒します。ログハウスの素敵なお店。笠間を観
光中、大事なわんちゃんをお預かりいたします。
【会員特典】 ご利用料金より10％引き
住／笠間市笠間4705-2　　電／0296-72-1932 
営／8:00～19:00（時間外応相談） 
休／不定休
http://www.k3.dion.ne.jp/~wans3/

ハッピーわんず
　やきもの通りにある古くからの窯元。昔ながらの
風情の中で自分だけの器づくり体験が楽しめます。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き
　　　　　　（陶芸教室料金は除く）
住／笠間市下市毛43-1
電／0296-72-0198 
営／8:15～17:15　　休／無休
http://www.hisatou.com

笠間焼窯元　桧佐陶工房

◆画家の夢と世界の児童画　8/21(木)～9/28(日)
　世界の児童の描いた「夢」にあふれた絵画作品には、大人
たちの遠い日を呼び戻す豊かな力があります。そして画家
の描いた世界には、人間としての普遍の「夢」が深く染み込
んでいます。子供時代にその「夢」を深化させ、描き続けた
画家たちの作品31点を、世界の児童画とともに展示。
◆茅葺き民家を追い求めて   向井潤吉展 　10/2(木)～12/7(日)
　向井潤吉（1901‐1995）は自然の豊饒さに魅せられ、日本
の民家、そして風土を、半生をかけて取材し描き続けまし
た。その真摯な作品は、観るものに自然の尊さ、風物の美し
さを教えてくれます。茅葺き民家に焦点をあてた油彩画約
60点、水彩画約30点により向井潤吉の画業を紹介。
【会期中のイベント】
●講演会　講師：世田谷美術館美術課長　橋本善八　開催日時未定 
●宗次郎 オカリナコンサート 10/12（日）18時開演
●プチコンサート　各日14:00～15:00
●1日画家体験「ジョルジュ・スーラ」  11/8（土） 10:00～15:00
　定員30名（要予約）
●水彩・パステル基礎講座　10/11（土）・11/15（土）
　10:00～15:00　定員30名（要予約）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日(ただし、祝日の場合は開館し翌日休館)
　料／大人1000円、大学・高校生700円、中学・小学生300円、
　　　65歳以上800円（20名以上の団体は各200円割引）
　春風萬里荘（北大路魯山人旧居）との共通券／大人1400円、
　　大学・高校生900円、中学・小学生400円、65歳以上1100円
　　（20名以上の団体は各200円割引）

◆企画展 「現代・陶芸現象」　9/13（土）～11/24(月・祝)
　現在、第一線で活躍し注目を集めている現代陶芸の新た
な旗手たち68人に焦点をあて、日本の現代陶芸の最新の状
況を紹介します。
　料／一般720円(570円)、高大生510円(410円)
　　　小中生260円(210円)
　開／9:30～17:00（入場は16:30まで）
　休／毎週月曜日
　　　(ただし、祝日の場合は開館し翌日休館)
　※（　）内は20名以上の団体料

◆いやしの灯と食卓をいろどる器達　9/2（火）～9/15（月・祝）
◆ロボット・ＲＯＢＯＴＳ・ろぼっと展　9/2（火）～9/15（月・祝）
◆井上卓陶人形展Ⅱ　9/17（水）～9/28（日）
◆鍛冶工房 studio ZWEI　Vol.6　9/17（水）～9/28（日）
◆丿貫プロジェクト「茶道具」と「器」の作陶展　9/30（火）～10/13（月）
◆新進作家陶芸展　10/15（水）～10/26（日）
◆笠間焼協同組合青年部制作発表会　10/15（水）～10/26（日）
◆茨城工芸会会員展　10/28（火）～11/9（日）
◆永井久美子展　11/11（火）～11/24（月・祝）
◆柊・土工房展　11/11（火）～11/24（月・祝）

◆ギャラリー桜　問／tel 0296-72-0803
●清水なつ子展　～山野草が絵かれて～　9/2(火)～9/28(日)
●大貫博之展　～秋の風景～　9/20(土)～10/5(日)
●高橋協子展　10/1(水)～10/30(木)
●外山亜基雄展　～絵本のうつわ～　11/1(土)～11/30(日)
●麻衣子雛展　～陶の雛～　12/6(土)～

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●天気輪工房　二人展　9/30(火)～10/13(月・祝)　
　笠間の作家。宮澤厚夫・鈴木玲子夫婦による２人展。象嵌の技法で描いた作品。
●「仲本律子　作陶展　10/15(水)～10/26(日)　
　粉引き技法を用いて作られた、日常使いの器や花器などを展示予定。
●大﨑　透　「陶の動物園２０１４」　10/28(火)～11/9(日)　
　可愛らしい動物の繊細な陶人形。ギャラリーはまるで動物園。
●櫻井理人・あゆみ　2人展　11/11(火)～11/24(月・祝)　
　埼玉県のご夫婦による作陶展。青色で描かれた花や水玉の模様の器など。
●西村俊彦　作陶展　11/26(水)～12/7(日)　
　益子焼の作家。プラチナを施した線文、粉引、刷毛目など日常使いの器や花器。
●茂野俊也　作陶展　12/9(火)～12/14(日)　
　“居心地の良い器”を作陶。コバルトブルーの食器、重箱、シーサーなどを予定。
●久野半衛門　作陶展　12/16(火)～12/28(日)　
　江戸時代から受け継がれる笠間焼発祥の窯元。伝統的な器や壺、花器など。
 
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●小さなガラスの表現者～バーナーワークそれぞれの世界～　10/4（土）～10/19（日）
●谷美由紀個展　10/25日（土）～11/9（日）
●クリスマス展　11/15日（土）～12/25（木）

笠
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笠間市役所 商工観光課 （笠間ファン倶楽部事務局）
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
TEL 0296-77-1101　FAX 0296-77-1146
E-mail　kasamafan@city.kasama.ibaraki.jp

笠間ファン倶楽部＊会員募集中＊
笠間ファン倶楽部は、笠間の隠れた情報を発信し、交流人（外の眼）
が多くの笠間人（内の眼）とふれあえる場をつくる新しい仕組みです。
ぜひ皆さんお申し込み下さい。   ※無料会員と有料会員があります。

←笠間のいな吉ブログはこちら
　観光・イベント情報や様々な取り組みなどを配信中！　

メールの際にはタイトルに
「笠間ファン」と記載してください。

　2014年7月のオープンながら早くも人気店の仲間入りを果たした「森の石窯パ

ン屋さん」。バゲットなどのハード系パンからバターたっぷりのリッチパンまで、

店頭には100種類ほどの焼きたてパンが並んでいます。

　一番のおすすめは「クロワッサン・オ・ブール」。バターと生地を16層に重ね、

香ばしく焼き上げた本格クロワッサンで、ザクッとした食感と芳醇なバターの風

味が見事に調和した自信作。食事パンとしてサーモンやクリームチーズをはさん

でサンドイッチにしてもバツグンの

おいしさです。シェフ・ブーランジェ

（ブーランジェとはフランス語でパ

ン職人という意味）を務めるのは岩

本進さん。訪れてくれた人たちに本

当においしいパンの味を知ってもら

いたいと腕をふるいます。

　9月中には2階にカフェスペース

をオープンする予定とのことで、こ

ちらも楽しみです。

森の石窯パン屋さん
住／笠間市笠間2286-1
tel／0296-74-0888　　営／10:00～17:00
休／水曜日　　http://mori-pan.com
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声

　ますますわが街笠間が楽しく美
しい街として発展しますように！
　全国の方にPRしましょう。
　　　　　　　（笠間市・女性）

　おいしそうに饅頭をほおばっているのは、今年6月から

外国人研修員として笠間市商工観光課に赴任したラオスの

シーサワット・ビンボさん（以下、ボーさん）と、ミャンマー

のテイン・リン・アウンさん（以下、テインさん）。外国人

から見た笠間の魅力などについて話を伺いました。

　ボーさんの好きな日本食はうどんとお寿司。地元笠間の

八雲神社のお祭りに参加して御神輿を担ぎ、ワッショイ！

ワッショイ！というかけ声を楽しんだそうです。テインさ

んはいなり寿司が好物。笠間日動美術館がお気に入りで、

特に企画展示館の先にある野外彫刻庭園が好きな場所との

こと。お二人はほかにも、笠間焼や稲田石の加工技術など

に関心をお持ちでした。

　ちなみに取材した日はかなりの猛暑でしたが、自国の暑

さに比べたら大したことないそうです。二人の任期は2015

年の3月末日まで。それまでの期間、たくさんの笠間の魅

力を感じ取ってくれることを期待しています！

笠間いなり寿司
推進キャラクター
笠間特別観光大使
「笠間のいな吉」®

外
国
人
研
修
員
に
聞
い
た
笠
間
の
魅
力

小さなガラスの表現者
～バーナーワークそれぞれの世界～
（Glass Gallery SUMITO）

キメラ　植羽香澄　2008
（茨城県陶芸美術館）

笠間ファン倶楽部フェイスブックページをご覧ください
笠間ファン倶楽部のイベント情報や笠間市の観光情報、特産品の情報など、笠間市の
楽しい情報をタイムリーに皆様にお知らせしていきたいと考えています。
ぜひご覧の上、「いいね！」または「シェア」をお願いします。

◀笠間ファン倶楽部facebookページURL
　http://www.facebook.com/kasamafan

▲笠間観光協会FacebookページURL
　https://www.facebook.com/kasamakankou

渡邊 榮一「少年王国 
〈自画像を描くというこは、 
おの ずから潜在的に潜む
眼球から情緒への
移項 をいみする〉」

　2014年7月のオープンながら早くも人気店の仲間入りを果たした「森の石窯パ

ン屋さん」。バゲットなどのハード系パンからバターたっぷりのリッチパンまで、

　一番のおすすめは「クロワッサン・オ・ブール」。バターと生地を16層に重ね、

香ばしく焼き上げた本格クロワッサンで、ザクッとした食感と芳醇なバターの風

門前通りにある “たち

ばな” さんでバター饅

頭をほおばる外国人研

修員のお二人。左から

ラオスのシーサワット・

ビンボ（27）さんとミャ

ンマーのテイン・リン・

アウンさん(27)。右側

の写真は笠間稲荷神社

の参道にて撮影。

ザクッとした食感で人気のクロワッサン・オ・ブール

シェフ・ブーランジェを務める岩本進さん

　厳しい経済環境の中、観光客を
増やすため、長期作戦でお願いし
ます。　　　　（石岡市・男性）

　陶芸をはじめ、自然の宝庫…笠
間市。大好きな街です。いつまで
も素晴らしい伝統文化が発展され
る事を期待しています。
　　　　　　　（東京都・男性）

　特に秋は果物狩り等魅力が一杯
ですね。たびたび行きたいです！
　　　　　　　（東京都・女性）

春陽富士
（山梨県南都留郡忍野村忍草）
1965年  向井潤吉アトリエ館
寄託　©Mieko Mukai 2014 
（笠間日動美術館）

谷美由紀個展

クリスマス展

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

春らんまん☆たけのこ祭り

か　　さ　　ま　　ア　　ー　　ト　　情　　報

問／tel 0296-70-0011茨城県陶芸美術館

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘問／tel 0296-72-2160笠間日動美術館

その他美術館／ギャラリー情報

クロワッサン・オ・ブール（200円・税込）
見つけた！笠間のおいしいもの

F A N  F A N  K A S A M A

食の逸品

外国人研修員に聞いた笠間の魅力
ラオス、ミャンマーからようこそ！
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　五感で味わう笠間～大地と炎の饗宴（コラボ）～
今年も開催します。こだわりの料理を笠間焼の器で
お楽しみください。　期間／平成26年10月2日（木）
～11月11日（火）　価格／5,600円（全8品）
【有料会員特典】 ソフトドリンク１杯またはオススメにぎり１貫サービス
住／笠間市赤坂9-16　　電／0296-72-7775
営／11:30～14:00、17:00～22:00　　休／水曜日
https://ja-jp.facebook.com/kasama.uofuku

魚福　☆企画のご案内☆
　自然豊かなロケーション！木の匂いがワンちゃ
んを癒します。ログハウスの素敵なお店。笠間を観
光中、大事なわんちゃんをお預かりいたします。
【会員特典】 ご利用料金より10％引き
住／笠間市笠間4705-2　　電／0296-72-1932 
営／8:00～19:00（時間外応相談） 
休／不定休
http://www.k3.dion.ne.jp/~wans3/

ハッピーわんず
　やきもの通りにある古くからの窯元。昔ながらの
風情の中で自分だけの器づくり体験が楽しめます。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き
　　　　　　（陶芸教室料金は除く）
住／笠間市下市毛43-1
電／0296-72-0198 
営／8:15～17:15　　休／無休
http://www.hisatou.com

笠間焼窯元　桧佐陶工房

◆画家の夢と世界の児童画　8/21(木)～9/28(日)
　世界の児童の描いた「夢」にあふれた絵画作品には、大人
たちの遠い日を呼び戻す豊かな力があります。そして画家
の描いた世界には、人間としての普遍の「夢」が深く染み込
んでいます。子供時代にその「夢」を深化させ、描き続けた
画家たちの作品31点を、世界の児童画とともに展示。
◆茅葺き民家を追い求めて   向井潤吉展 　10/2(木)～12/7(日)
　向井潤吉（1901‐1995）は自然の豊饒さに魅せられ、日本
の民家、そして風土を、半生をかけて取材し描き続けまし
た。その真摯な作品は、観るものに自然の尊さ、風物の美し
さを教えてくれます。茅葺き民家に焦点をあてた油彩画約
60点、水彩画約30点により向井潤吉の画業を紹介。
【会期中のイベント】
●講演会　講師：世田谷美術館美術課長　橋本善八　開催日時未定 
●宗次郎 オカリナコンサート 10/12（日）18時開演
●プチコンサート　各日14:00～15:00
●1日画家体験「ジョルジュ・スーラ」  11/8（土） 10:00～15:00
　定員30名（要予約）
●水彩・パステル基礎講座　10/11（土）・11/15（土）
　10:00～15:00　定員30名（要予約）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日(ただし、祝日の場合は開館し翌日休館)
　料／大人1000円、大学・高校生700円、中学・小学生300円、
　　　65歳以上800円（20名以上の団体は各200円割引）
　春風萬里荘（北大路魯山人旧居）との共通券／大人1400円、
　　大学・高校生900円、中学・小学生400円、65歳以上1100円
　　（20名以上の団体は各200円割引）

◆企画展 「現代・陶芸現象」　9/13（土）～11/24(月・祝)
　現在、第一線で活躍し注目を集めている現代陶芸の新た
な旗手たち68人に焦点をあて、日本の現代陶芸の最新の状
況を紹介します。
　料／一般720円(570円)、高大生510円(410円)
　　　小中生260円(210円)
　開／9:30～17:00（入場は16:30まで）
　休／毎週月曜日
　　　(ただし、祝日の場合は開館し翌日休館)
　※（　）内は20名以上の団体料

◆いやしの灯と食卓をいろどる器達　9/2（火）～9/15（月・祝）
◆ロボット・ＲＯＢＯＴＳ・ろぼっと展　9/2（火）～9/15（月・祝）
◆井上卓陶人形展Ⅱ　9/17（水）～9/28（日）
◆鍛冶工房 studio ZWEI　Vol.6　9/17（水）～9/28（日）
◆丿貫プロジェクト「茶道具」と「器」の作陶展　9/30（火）～10/13（月）
◆新進作家陶芸展　10/15（水）～10/26（日）
◆笠間焼協同組合青年部制作発表会　10/15（水）～10/26（日）
◆茨城工芸会会員展　10/28（火）～11/9（日）
◆永井久美子展　11/11（火）～11/24（月・祝）
◆柊・土工房展　11/11（火）～11/24（月・祝）

◆ギャラリー桜　問／tel 0296-72-0803
●清水なつ子展　～山野草が絵かれて～　9/2(火)～9/28(日)
●大貫博之展　～秋の風景～　9/20(土)～10/5(日)
●高橋協子展　10/1(水)～10/30(木)
●外山亜基雄展　～絵本のうつわ～　11/1(土)～11/30(日)
●麻衣子雛展　～陶の雛～　12/6(土)～

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●天気輪工房　二人展　9/30(火)～10/13(月・祝)　
　笠間の作家。宮澤厚夫・鈴木玲子夫婦による２人展。象嵌の技法で描いた作品。
●「仲本律子　作陶展　10/15(水)～10/26(日)　
　粉引き技法を用いて作られた、日常使いの器や花器などを展示予定。
●大﨑　透　「陶の動物園２０１４」　10/28(火)～11/9(日)　
　可愛らしい動物の繊細な陶人形。ギャラリーはまるで動物園。
●櫻井理人・あゆみ　2人展　11/11(火)～11/24(月・祝)　
　埼玉県のご夫婦による作陶展。青色で描かれた花や水玉の模様の器など。
●西村俊彦　作陶展　11/26(水)～12/7(日)　
　益子焼の作家。プラチナを施した線文、粉引、刷毛目など日常使いの器や花器。
●茂野俊也　作陶展　12/9(火)～12/14(日)　
　“居心地の良い器”を作陶。コバルトブルーの食器、重箱、シーサーなどを予定。
●久野半衛門　作陶展　12/16(火)～12/28(日)　
　江戸時代から受け継がれる笠間焼発祥の窯元。伝統的な器や壺、花器など。
 
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●小さなガラスの表現者～バーナーワークそれぞれの世界～　10/4（土）～10/19（日）
●谷美由紀個展　10/25日（土）～11/9（日）
●クリスマス展　11/15日（土）～12/25（木）
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笠間市役所 商工観光課 （笠間ファン倶楽部事務局）
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
TEL 0296-77-1101　FAX 0296-77-1146
E-mail　kasamafan@city.kasama.ibaraki.jp

笠間ファン倶楽部＊会員募集中＊
笠間ファン倶楽部は、笠間の隠れた情報を発信し、交流人（外の眼）
が多くの笠間人（内の眼）とふれあえる場をつくる新しい仕組みです。
ぜひ皆さんお申し込み下さい。   ※無料会員と有料会員があります。

←笠間のいな吉ブログはこちら
　観光・イベント情報や様々な取り組みなどを配信中！　

メールの際にはタイトルに
「笠間ファン」と記載してください。

　2014年7月のオープンながら早くも人気店の仲間入りを果たした「森の石窯パ

ン屋さん」。バゲットなどのハード系パンからバターたっぷりのリッチパンまで、

店頭には100種類ほどの焼きたてパンが並んでいます。

　一番のおすすめは「クロワッサン・オ・ブール」。バターと生地を16層に重ね、

香ばしく焼き上げた本格クロワッサンで、ザクッとした食感と芳醇なバターの風

味が見事に調和した自信作。食事パンとしてサーモンやクリームチーズをはさん

でサンドイッチにしてもバツグンの

おいしさです。シェフ・ブーランジェ

（ブーランジェとはフランス語でパ

ン職人という意味）を務めるのは岩

本進さん。訪れてくれた人たちに本

当においしいパンの味を知ってもら

いたいと腕をふるいます。

　9月中には2階にカフェスペース

をオープンする予定とのことで、こ

ちらも楽しみです。

森の石窯パン屋さん
住／笠間市笠間2286-1
tel／0296-74-0888　　営／10:00～17:00
休／水曜日　　http://mori-pan.com
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　ますますわが街笠間が楽しく美
しい街として発展しますように！
　全国の方にPRしましょう。
　　　　　　　（笠間市・女性）

　おいしそうに饅頭をほおばっているのは、今年6月から

外国人研修員として笠間市商工観光課に赴任したラオスの

シーサワット・ビンボさん（以下、ボーさん）と、ミャンマー

のテイン・リン・アウンさん（以下、テインさん）。外国人

から見た笠間の魅力などについて話を伺いました。

　ボーさんの好きな日本食はうどんとお寿司。地元笠間の

八雲神社のお祭りに参加して御神輿を担ぎ、ワッショイ！

ワッショイ！というかけ声を楽しんだそうです。テインさ

んはいなり寿司が好物。笠間日動美術館がお気に入りで、

特に企画展示館の先にある野外彫刻庭園が好きな場所との

こと。お二人はほかにも、笠間焼や稲田石の加工技術など

に関心をお持ちでした。

　ちなみに取材した日はかなりの猛暑でしたが、自国の暑

さに比べたら大したことないそうです。二人の任期は2015

年の3月末日まで。それまでの期間、たくさんの笠間の魅

力を感じ取ってくれることを期待しています！

笠間いなり寿司
推進キャラクター
笠間特別観光大使
「笠間のいな吉」®

外
国
人
研
修
員
に
聞
い
た
笠
間
の
魅
力

小さなガラスの表現者
～バーナーワークそれぞれの世界～
（Glass Gallery SUMITO）

キメラ　植羽香澄　2008
（茨城県陶芸美術館）

笠間ファン倶楽部フェイスブックページをご覧ください
笠間ファン倶楽部のイベント情報や笠間市の観光情報、特産品の情報など、笠間市の
楽しい情報をタイムリーに皆様にお知らせしていきたいと考えています。
ぜひご覧の上、「いいね！」または「シェア」をお願いします。

◀笠間ファン倶楽部facebookページURL
　http://www.facebook.com/kasamafan

▲笠間観光協会FacebookページURL
　https://www.facebook.com/kasamakankou

渡邊 榮一「少年王国 
〈自画像を描くというこは、 
おの ずから潜在的に潜む
眼球から情緒への
移項 をいみする〉」

　2014年7月のオープンながら早くも人気店の仲間入りを果たした「森の石窯パ

ン屋さん」。バゲットなどのハード系パンからバターたっぷりのリッチパンまで、

　一番のおすすめは「クロワッサン・オ・ブール」。バターと生地を16層に重ね、

香ばしく焼き上げた本格クロワッサンで、ザクッとした食感と芳醇なバターの風

門前通りにある “たち

ばな” さんでバター饅

頭をほおばる外国人研

修員のお二人。左から

ラオスのシーサワット・

ビンボ（27）さんとミャ

ンマーのテイン・リン・

アウンさん(27)。右側

の写真は笠間稲荷神社

の参道にて撮影。

ザクッとした食感で人気のクロワッサン・オ・ブール

シェフ・ブーランジェを務める岩本進さん

　厳しい経済環境の中、観光客を
増やすため、長期作戦でお願いし
ます。　　　　（石岡市・男性）

　陶芸をはじめ、自然の宝庫…笠
間市。大好きな街です。いつまで
も素晴らしい伝統文化が発展され
る事を期待しています。
　　　　　　　（東京都・男性）

　特に秋は果物狩り等魅力が一杯
ですね。たびたび行きたいです！
　　　　　　　（東京都・女性）

春陽富士
（山梨県南都留郡忍野村忍草）
1965年  向井潤吉アトリエ館
寄託　©Mieko Mukai 2014 
（笠間日動美術館）

谷美由紀個展

クリスマス展

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

春らんまん☆たけのこ祭り

か　　さ　　ま　　ア　　ー　　ト　　情　　報

問／tel 0296-70-0011茨城県陶芸美術館

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘問／tel 0296-72-2160笠間日動美術館

その他美術館／ギャラリー情報

クロワッサン・オ・ブール（200円・税込）
見つけた！笠間のおいしいもの

F A N  F A N  K A S A M A

食の逸品

外国人研修員に聞いた笠間の魅力
ラオス、ミャンマーからようこそ！
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JR水戸線
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部
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間
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笠間西IC

益子

茨城町JCT 大洗
KASAMA
笠間

笠間市長より「笠間特別観光大使」の任命を受けた
NEVA GIVE UPの5人。

左から：安達勇人、須藤凌汰、岡田鷹斗、中山大輝、Ray

発行日／2014年9月4日　発行元／一般社団法人 笠間観光協会　〒309-1611 茨城県笠間市笠間1357-1　TEL 0296-72-9222　http://www.kasama-kankou.jp/

笠間が好きなひと。応援したいひと。この指とまれ！

http://www.city.kasama.lg.jp/fanclub/

旅行プラン

詳しくは　 ☜

スカイロッジ　秋の味覚満載プラン

食の逸品「クロワッサン・オ・ブール」森の石窯パン屋さん

かさまアート情報　  外国人研修員に聞いた笠間の魅力

我らは笠間応援団！ 　ほか

秋のイベント情報（笠間の菊まつり ほか）
笠間浪漫  開催！
笠間の家

表紙写真（上段）秋の笠間芸術の森公園、神事 流鏑馬（やぶさめ）、（下段）笠間浪漫、門前通りの商店、笠間稲荷神社を参拝する外国人研修員
表紙写真提供（敬称略）飯村淳子、太田典男、小林豊帆／フォトコンテスト応募作品より

東京方面から
上野→（JR常磐線・特急65分）→友部→
（JR水戸線10分またはかさま観光周遊バス10分）→笠間
上野→（JR常磐線）→岩間→（JR常磐線6分）→友部→（JR水戸線10分）→笠間
東北方面から
郡山→（JR東北新幹線80分）→小山→（JR水戸線60分）→笠間
→（JR水戸線10分）→友部→（JR常磐線6分）→岩間

電車からのアクセス

高速道路からのアクセス

東北自動車道

関
越
自
動
車
道

栃木都賀JCT

岩舟JCT高崎JCT

笠間観光協会HP　検索

　今年8月、「笠間特別観光大使」に就任した
「NEVA GIVE UP（ネバギブアップ）」。第10
代かさま観光大使を務めた安達勇人さんをは
じめ、メンバー全員が「笠間ファン」を公言
しています。今号では、「笠間特別観光大使」
として名実ともに“笠間応援団”となった
NEVA GIVE UPの皆さんより、メッセージ
をいただきました！

̶笠間市の印象は？

Rａｙ（レイ）：昨年、かさま陶芸の里ハーフ
マラソン大会にエントリーし、人生初のハー
フマラソンで、何度もくじけそうになりまし
たが、沿道からのたくさんの声援で無事ゴー
ルすることができました。いまでも、あの感
動は忘れません。
安達勇人（あだちゆうと）：第10代かさま観
光大使として、２年間務めさせていただきま
した。いまでもオフのときは、メンバーや俳
優仲間と笠間までドライブに出かけます。笠

間稲荷神社をはじめ、多くの観光資源がある
ので、何度連れてきても喜んでもらえます。
中山大輝（なかやまたいき）：食べ物がおいし
いですね。栗や蕎麦やイチゴなど…なんと
いっても笠間と言えば「いなり寿司」。蕎麦・
くるみ・舞茸など様々な素材を使った変り種
いなり寿司が大好きです。
須藤凌汰（すどうりょうた）：笠間のまつり。
僕達が笠間とつながりをもてたきっかけにも
なりました。本場青森の人形ねぶたや、「ラッ
セラー、ラッセラー」の掛け声で知られる跳
ね人による盛り上がりに感動しました。
岡田鷹斗（おかだたかと）：笠間と言えば「笠
間焼」。はじめて笠間を訪れたときにマグカッ
プを購入しました。今度は、ロクロでマイカッ
プ作りに挑戦してみたいですね！

̶笠間特別観光大使に就任
して、皆さんの意気込みを
お願いします。

　魅力ある笠間市を多くの
方々にPRし、心をこめて、
色々な形でアピールして参
ります。このような貴重な
機会を頂けたことに感謝の
気持ちを忘れず、一瞬一瞬
を大切にして精一杯頑張り
ますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

高速バス（関東やきものライナー）からのアクセス

東京方面から
秋葉原駅→（110分）→笠間手越→やきもの通り→笠間駅前
→笠間稲荷神社入口→笠間ショッピングセンター→益子
※大人片道 1,300円×2枚（2,600円）
　片道のみの場合　大人1,500円　小人750円
　（上記は笠間までの料金です）

浄土真宗開宗の地とされる西念寺で法話を聞
いた後、昼食には地元の素材を使った心にも
優しい精進料理を楽しみます。午後からは、
鳳台院の観音堂で坐禅と写経で心をリフレッ
シュ。身体のまん中にエネルギーが充電でき
るパワープランです！

旅行代金…7,300円～9,800円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（法要でお受け出来ない場合もございます）

心を洗う笠間の１日
パワースポット巡り／コースNo.15-0107

建築家  伊藤豊雄×陶芸家  里中英人
(故人)

◀◀ NEVA GIVE UP～プロフィール ▶▶

　2012年にデビューした原宿発ダンス＆ボーカル
ユニット。メンバーはリーダーのRayを筆頭に、安
達勇人、須藤凌汰、中山大輝、岡田鷹斗の5人。
2013年8月、「第23回笠間のまつり」にて行った
笠間市内での初ライブが、大いに盛り上がりを見せ、
成功に終わったことをきっかけに、市内の様々なイ
ベントに出演するようになる。かさま観光大使を務
めていた安達さんはもちろんのこと、昨年の笠間の
まつりで初めて笠間市を訪れた他のメンバーも「第
２の故郷」と公言するほどに、笠間に対して愛着を
もっており、ファンの中でも笠間が「聖地」として
認識されている。そして、彼らが笠間での活動を始
めてちょうど１年を迎えた8月17日（第24回笠間
のまつり）に、NEVA GIVE UPは「笠間特別観光
大使」へ就任し、今まで以上に笠間の魅力を全国に
PRしていくこととなった。

NEVA  G IVE  UP

K A S A M A  F A N  C L U B

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

2014年 秋号

VOL.040

真岡鐵道
鹿島臨海鉄道

原 宿 発 ダ ン ス ＆ ボ ー カ ル ユ ニ ッ ト

笠間特別観光大使に就任！

テレビ埼玉『モテ福』10月からレギュラー出演決定!!
毎週金曜日 23:00～23:30　テレビ埼玉他全8局放送
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