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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　 ☜

笠間の縁独楽　　笠間アート情報
食の逸品「栗まんじゅう」伊藤菓子店
笠間観光協会 歳時記
スカイロッジ　クリスマス＆お鍋のプラン
笠間の穴場「愛宕山から見る初日の出」　他

笠間昔話 ～伊勢屋旅館～
冬のイベント情報（初詣情報 ほか）
笠間再発見  笠間ほろ酔い紀行

表紙写真　（上段）北山公園の雪景色［写真提供：菊池幸夫氏］　　（下段・左から）奥田製陶所の登り窯まつり［写真提供：竹内治氏］
　量深のうなぎの蒲焼と笠間焼の酒器　　愛宕神社の悪態まつり［写真提供：中根英治氏］

笠間観光協会HP　検索

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
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　愛宕山の山頂付近にある愛宕山大駐車

場は、笠間でおすすめの初日の出スポッ

ト。駐車場周辺が「あたご天狗の森」と

して整備されているため、車でのアクセ

スが容易。駐車場内にある売店「フォレ

ストハウス」のベランダや、眼下に笠間

を一望できる展望デッキから見る朝日が

格別です。山頂には日本三大火防神社の

ひとつに数えられる「愛宕神社」があり、

初詣も済ませられます。大晦日の夜から

は、愛宕神社での初詣と初日の出参拝が

セットになったイベント「未来へ歩く会」

が開催されているので（P3に関連情報あ

り）参加してもいいかも。

　この場所は眺めが良いことから「恋人

の聖地」に指定されているので、カップ

ルで行くのもおすすめ。人気の宿泊施設、

あたご天狗の森スカイロッジ（P3とP7

に関連情報あり）も近くにあります。

　JR常磐線の岩間駅から愛宕山大駐車

場までの所要時間は車で行けば 4 分ほど。

ハイキングコースになっていて、徒歩で

も30分ほどで到着できます。美しい朝

日をぜひ眺めに行きましょう！

　

　

発行日／2016年12月1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/

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

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）

問い合わせ／笠間観光協会  tel 0296-72-9222

笠間を一望できる展望デッキからの眺め

フォレストハウスのベランダから見た朝日

愛宕山から見る初日の出 ～恋人の聖地で朝日を見よう！～

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

真岡鐵道

鹿島臨海鉄道

笠間の
穴場
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　JR常磐線・友部駅前にある伊勢屋旅館。昭和
50年代はゴルフ客で繁盛、現在は主に工事関係者
に多く利用されています。その歴史は古く、明治時
代に常磐線・友部駅の開業に合わせて現在の地で旅
館業を開始しました。明治22年に水戸線が開通。
宍戸駅（笠間市大田町）周辺の商店街が繁盛を極め
ていた頃の明治28年2月に待望の常磐線が着工。
明治29年12月に友部駅が開業しました。当時の

友部駅前は原野の状態でしたが、先見の明を持った
何人かが宍戸から友部駅前へ移住してきました。そ
のひとりが伊勢屋旅館の初代・荒川万太郎氏でした。
万太郎氏は旅館業のほかに繭の買い付けや材木商な
ども手掛け、友部町（現在は笠間市）の発展に大き
く寄与しました。

参考文献／友部町百年史
　（昭和46年1月１日発行、友部町役場・友部町商工会）

◆【初詣】  笠間稲荷神社
　日本三大稲荷の一つ。約80万人の人が参拝に訪れます。
　問／tel 0296-73-0001
◆【初詣】  常陸国  出雲大社  
　日本最古の神社建築様式「大社造り」で、縁結びの神様で有名です。
　問／tel 0296-74-3000
◆【初詣／初日の出】  愛宕神社
　天狗の伝説が残る愛宕山は初日の出のスポットとして格別です。
　問／tel 0299-45-5637
◆【初参り 「修正会（しゅうしょうえ）」 】  稲田禅房西念寺（稲田御坊）
　1/1（日・祝）～1/3（火）
　新年の読経が7:00と15:00にあります。　料／無料（申込不要）
　問／tel 0296-74-2042

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※2Pに関連記事があります
◆クリスマスプラン　※2Pに関連記事があります
　12/18（日）～12/25（日）　※要予約（3日前まで）
　料／4人棟25,200円、6人棟37,800円、12人棟67,600円
　クリスマス特別企画！クリスマスケーキとディナー、朝食付プラン。
　※他の割引はご利用できませんのでご注意下さい。
　場／あたご天狗の森スカイロッジ
　問／スカイロッジ管理事務所　tel 0299-45-6622
◆第16回 かさま除夜の鐘
　12/31（土）23:00～元日1:00
　温かい飲み物等の無料配布あり。先着100名。
　場／佐白山麓公園内　時鐘楼
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆除夜の鐘　12/31（土）23:30～元日1:30
　甘酒などの接待もあります。　料／無料（申込不要）
　場・問／稲田禅房西念寺（稲田御坊）　tel 0296-74-2042
◆来年へ歩く会
　12/31（土）22:30～元日0:30（受付は23:30まで）
　愛宕神社の初詣と山頂での初日の出。
　記念品で湯呑み茶碗をプレゼント。（先着300名）
　場／愛宕神社（受付／旧ホテル歌舞伎下駐車場）
　問／未来へ歩く会実行委員会（田口）　tel 090-2647-9815
◆第17回　彩初窯市（いろどりはつがまいち）
　1/2（月・祝）～1/5（木）10:00～16:00
　新春恒例の陶器市。福袋の販売や福引抽選会も行います。また笠間焼
　のコマ「縁独楽（エンコマ）」もお楽しみください。
　場・問／笠間工芸の丘  tel 0296-70-1313
◆かさまの陶雛 ～桃宴～　
　1/24（火）～3/5（日）　http://hinatouen.exblog.jp/
　笠間焼陶雛や手づくりによる雛人形展。飲食店では、ひな祭り限定メ
　ニューがいただけます。
　場／陶の小径、ギャラリーロード、笠間稲荷門前通り周辺、笠間工芸の
　　　丘、笠間駅周辺ほか
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆いちご狩り
　期／2月上旬～5月上旬　9:30～15:30（受付は15:00まで）
　料／2月1,400円、3月1,300円、4月1,200円、5月1,100円
　　　（3歳未満無料、20名以上割引有　※団体は要連絡）
　【南指原観光いちご園】
　休／月曜（祝日の場合は翌日）
　問／笠間クラインガルテン農産物直売所　tel 0296-70-3133
　【笠間観光いちご園】
　休／無休　問／笠間みんげい　tel 0296-72-9280

◆笠間初午いなり寿司まつり
　2/4（土）10：00～15：00（雨天順延 予備日2/5（日））
　笠間名物いなり寿司を食べ史上最長のそばいなり寿司巻きに挑戦！
　場／笠間稲荷神社境内　問／笠間市商工観光課  tel 0296-77-1101

◆節分追儺式／節分祭　2/3（金）
　笠間稲荷神社15:00～、19:00～　常陸国出雲大社15:00～　他
　笠間稲荷神社では、金銀福豆と福銭等が撒かれます。
　場／笠間稲荷神社、市内神社仏閣
　問／笠間稲荷神社 tel 0296-73-0001
　　　常陸国出雲大社 tel 0296-74-3000
　　　笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆稲田禅房西念寺　春の市民大学講座　3/5（日）　定員70名
　①公開講座　10：00～12:00　申込不要（無料）　
　　池知正昭先生（駿台予備学校講師・元明治学院大学講師）
　　「日本の近現代史を学ぼう！（主に戦後編）」
　②スプリングセミナー　13：30～16:30　※申込要
　　加藤智見先生（東京工芸大学名誉教授）
　　「世界の宗教と親鸞、そして日本の将来へ」
　　料／3,000円（サマーセミナーとの割引あり）
　　場・問／稲田禅房西念寺（稲田御坊）　tel 0296-74-2042
◆常陸国出雲大社　春のみたままつり  3/20（月・祝）11:00～
　春分の日に行う慰霊祭。ご先祖様や縁あるみたま様を偲びます。
　場・問／常陸国出雲大社　tel 0296-74-3000
◆第7回クラフト＆フードフェア in かさま
　3/18（土）～3/20（月・祝）10:00～17:00
　手作り工芸作家が全国から笠間に大集合！
　フードもフェスタ常連の有名店が全国より集まります！
　場・問／きらら館　tel 0296-72-3109

◆笠間の家
　日本を代表する建築家である伊東豊雄（いとうとよお）氏設計。施設内
　では、カフェや様々な企画展・ワークショップ等あります。
　営／9:30～17:00　休／月曜（祝祭日の場合は翌平日）、年末年始
　料／無料（カフェ等は有料）
　問／笠間の家　tel 0296-73-5521　
◆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・食材は予約承ります。
　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）

彩初窯市『笠間の縁独楽』開催　笠間工芸の丘
　　　　2017年1月2日から5日までイベント盛りだくさん
　毎年、お正月に開催される彩初窯市で2016年に生まれた『笠間の縁独楽』。

お金が回る、人間関係がうまく回るなどの意味をもつ、縁起物である独楽（コ

マ）を笠間焼で製作し、笠間市や茨城県の特産品の一つにしていきたいという

想いでスタートしました。出店作家のアイデアによる縁独楽の展示、対戦ゲー

ム、独楽のプレゼントなど、子供からお年寄りまで楽しめる企画です。

問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313

伊勢屋旅館 ～先見の明で宍戸から友部へ移住して開業～

冬　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2016. 12 → 2017. 3

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

初詣・初日の出スポット
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笠間昔話

置かれる調度品が宿の歴史を感じさせてくれます。開業当時に建てられた土蔵が残されています。 JR友部駅が目の前という絶好の立地にあります。

現在（平成28年）の
伊勢屋旅館。

建て替え直前（昭和30
年頃）に撮影された伊勢
屋旅館。当時は民家の
ような木造二階建ての
宿でした。建築資材が
前に置かれ、窓や扉は
すでに取り外されてい
るのが分かります。

エン   コ   マ



　10月7日から10日まで「笠間浪漫」を開催しました。今年2回目となる100人BBQは、
メニューの充実を図り、昨年以上に好評でした。笠間焼ビアマグ+クラフトビールと共に楽
しむお客様で賑わいました。ステージでは、三味線奏者 川嶋志乃舞（かわしましのぶ）さんと
NEVA GIVE UPのみなさんが質の高いパフォーマンスを披露して来場者を楽しませました。
　また、再建が熱望されていた笠間稲荷神社の大鳥居が、10月9日に竣功されました。更に
門前通りには、稲田みかげ石の路面も完成し、109年の歴史を持つ「笠間の菊まつり」に花
を添えました。
　大晦日には、佐白山麓公園の時鐘楼で恒例の「かさま除夜の鐘」が開催されます。温かい
飲み物などを用意して皆様をお迎えします。一年の締めくくりの鐘突きにどうぞお越しくだ
さい。（詳細３ページイベント情報に掲載）
　結びに、今年一年のご支援に感謝を申し上げるとともに、新しい年が皆様にとって幸多い
年になることを祈念いたします。　　　　　　　　　（一社）笠間観光協会スタッフ一同
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笠間浪漫100人BBQ

　店はアジアンテイストの落ち着いたカフェといった

雰囲気ですが、おすすめは刺身盛り合わせ！東京の寿

司店で修行を積んだ店主の確かな目利きで仕入れる新

鮮な魚介を目当てに、連日多くのファンが訪れます。

魚介は刺身のほか、煮物、焼物、揚物など各種あり。

一方でグラタンやカルパッチョなどの洋食メニューも

充実しています。お酒は日本酒、焼酎、カクテル、ワ

インなど幅広い品揃え。コース料理も楽しめます。

＊常備する地酒→ 稲里辛口、松緑、東海
＊使用する笠間焼→ 全体の半分ぐらいは笠間焼

【お問合せ・ご予約】
あたご天狗の森スカイロッジ
TEL　0299-45-6622

〒319-0201茨城県笠間市上郷2775-7 

【お問合せ・ご予約】
あたご天狗の森スカイロッジ
TEL　0299-45-6622

〒319-0201茨城県笠間市上郷2775-7 

笠間観光協会笠間観光協会

平成28年度 お鍋でぽっかぽかキャンペーン平日
限定

笠間ほろ酔い紀行

キャンペーン期間期間（土曜・休前日を除く）平日限定・朝食付
　平成28年12月 1日（木）から12月15日（木）
　平成29年1月16日（月）から3月17日（金）

宿泊料金

※その他の割引プラン
　併用は不可

4人棟
6人棟
12人棟

（4名様）
（6名様）
（12名様）

15,100円
22,600円
37,800円

【第5回】笠間観光協会  歳時記

オシャレなカフェもいいけれど、今日は何
だか飲みたい気分。笠間でおいしいお酒を
飲みたいあなたに捧げるスペシャル企画！

新鮮な刺身でグイッと／遊食酒空間  鍛冶屋
　陶芸家の高野利明氏が立ち上げた店。高野氏率いる

笠間焼の窯元「一窯」を展開する（株）ティーフォーの

飲食事業部として2016年11月にオープンしました。

おすすめは焼鳥。岩手の地鶏「十文字鶏」を使った焼

鳥はやわらかくて旨味が濃厚です。一番人気のレバー

をゴマ油と塩で食べると絶品。メニューはほかに、高

野氏自慢のトルティーヤ、ハートランドの生ビール、

笠間産の野菜がたっぷり食べられるサラダ各種など。

＊常備する地酒→ 松緑、稲里辛口
＊使用する笠間焼→ 窯元「一窯」の作家の作品

焼鳥でグイッと／俺厨房  Hige Boss

　落ち着きのある隠れ家的雰囲気の店。極上の国産う

なぎをつまみにお酒が楽しめます。閉店した東京・武

蔵野の老舗うなぎ店「田川」から継承したタレを使用し、

紀州備長炭で焼き上げる蒲焼が絶品。タレに地酒の稲

里辛口を合わせているので、日本酒との相性がバツグ

ンです。日本酒以外では、ワインを組み合わせても美味。

つまみはほかに、だし巻き玉子もおすすめです。

＊常備する地酒→ 松緑大吟醸、松緑蔵出し原酒、松
緑生酒、稲里大吟醸、稲里生酒、山桜桃

＊使用する笠間焼→ 寺本守氏の作品がメイン

極上のうなぎでグイッと／うなぎ・麦とろ 量深

刺身盛り合わせ1,400円。ちなみにこれで一人前です。
この日のお刺身はヒラメ、ヒラメのエンガワ、
生ダコ、ウニ、中トロ、ホッキ貝など。
旬の魚介が盛りだくさん！

住／笠間市笠間1095
問／0296-72-3891
営／11:30～14:00
　　17:00～23:00
　　　（LO22:30）
休／水曜・第3木曜

席はカウンターを含め余裕のある広さ。お酒と料理をゆっくりと楽しめます。

店内は高級料亭といった雰囲気。ぜいたくなひと時を過ごせそう。

店主の菅谷さん。

うなぎを焼く店主の馬場万作さん。

住／笠間市笠間1253-3
問／0296-72-9333
営／11:30～14:00
　　18:00～21:00
休／月曜（祝日は営業）
http://www.ryousin.com

ほろ酔いMAP

笠間稲荷神社
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常陽銀行 ●

R50↑

Hige Boss ●

はしごもいいかも・・

蒲焼は特上3,350円、上2,800円。
日本酒と一緒にぜひ！

宿泊された方に鍋料理が無料サービス（３種類からお好みの鍋をお選びいただけます）宿泊された方に鍋料理が無料サービス（３種類からお好みの鍋をお選びいただけます）

・ピリ辛キムチ鍋　・ヘルシー鶏鍋　・豚鍋

住／笠間市笠間1349
問／070-4027-6861
営／17:00～23:00（LO）
休／月曜

焼鳥を焼く高野利明氏。手作りのテーブルやイスが並ぶ店内。
焼鳥（レバー）2本280円。

いちよう

R50↑
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笠間市 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、笠間の旬な情報をお知らせ。また笠間でのお買
い物が楽しくなる特典もあり。年会費は無料。
あなたの「笠間、気になる」にこたえます。

○会員特典／本誌の送付、ファン俱楽部協力店でのサービス　など   

←笠間ファン俱楽部への
　入会申請はこちらから
　（いばらき電子申請・届出サービス）　

メールの際は、件名を「笠間ファン」
として、本文にご用件をご記載
ください。
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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」®

確保場所：ポーターハウス（自然食品・カフェ）
　　　　　　（笠間市手越109-2）
氏名 : 郷家 秀仁 （ごうけ ひでじ）さん
年齢 ： 33歳 ／ 血液型 : B型
職業 ： ポーターハウス代表・宅地建物取引士
趣味 ： 食べ歩き
マイブーム ： シフォンケーキづくり
オススメMENU ： 酵素プレート（左下写真）

6 ＊ KASAMA FAN

一緒に笠間を盛り
上げましょう！

笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！イケメンイケメンイケメンイケメン

シフォンケーキで

多くの女子を

トリコにした罪

シフォンケーキで

多くの女子を

トリコにした罪 ご協力ありがとう
　　　　ございました！

Fか1,000,0001,000,000

　大正７年創業の割烹です。創業以来の秘伝のたれ
で焼きあげた蒲焼きや、季節の味を活かした料理な
ど、個室でゆっくり楽しんでください。全室個室の
ため要予約。（0120-72-0148 ※予約専用フリーダイヤル）
【会員特典】 予約の方、ソフトドリンク一杯サービス
所在地／笠間市笠間1392　電／0296-72-0148
営／11:30～14:00、17:00～21:00　休／不定休
http://tenyoshi.sakura.ne.jp/

割烹　天芳
　回廊式の建物の中には常に80名程の作家の作品
が並んでいます。ギャラリースペースでは、２週間
ごとに替わる個展が行われ、いつでも作家の新作を
展示販売しています。
【会員特典】 お会計時にお箸をプレゼント
住／笠間市笠間2230-1　電／0296-71-1507
営／10:00～18:00　休／無休
http://www.gallery-mon.co.jp/

回廊ギャラリー　門
　陶器･和雑貨専門店です。日本国内でも有数の品
揃えで、笠間焼を中心に多数の陶芸家の作品を展示
販売しています。日常で使いたくなる器や花器、小
物が揃っています。ぜひご来店ください。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き（一部除外品有）
住／笠間市笠間2258-1　電／0296-72-3109
営／10:00～18:00　休／年中無休（年末のみ休業）
http://www.kilalakan.jp/

きらら館

◆鳥取県立博物館・田辺市立美術館所蔵名品展
　昭和洋画のパイオニアたち  －前田寛治と佐伯祐三を中心に－
　 1/2（月）～3/ 12 （日） 
　1920 年代に多くの日本人画家がフランスへ留学し、大正期末
頃にあいついで帰国。友情と情熱によって結ばれた前田寛治、里
見勝蔵、木下孝則、佐伯祐三、小島善太郎ら5 人は、1926 年、留学
の成果を披露する場として『1930 年協会』を結成しました。昭和
初期の日本洋画界に新風を吹き込んだ彼らの功績は大変大きな
ものであったと言えるでしょう。本展覧会では鳥取県立博物館
と田辺市立美術館の協力のもと、前田寛治と佐伯祐三を中心に
1930 年協会のメンバーの作品をご紹介します。
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜日(但し1/2 、1/9は開館、1/10休館）
料／大人1000円、65歳以上800円、大学・高校生700円、中学以下無料、春風萬　
里荘（北大路魯山人旧居）との共通券／大人1400円、65歳以上1100円、大学・　
高校生900円、 中学以下無料、　※20名以上の団体は各200円割引。※障害者　
手帳をお持ちの方および同伴者１名は各半額割引
（会期中のイベント）
●ギャラリートーク  1/14（土）／2/4（土）各日 14：00～
●1日画家体験「マリーローランサン」 ／3/4（土）10：00～15：00
●水彩パステル基礎講座 「私の描くパレット画」 3/11（土）10：00～15：00
●春風萬里荘イベント「かさまの陶雛～桃宴～」 1月下旬～3/3（金）

◆企画展 「華麗なるノリタケの挑戦－オールドノリタケから　
現代のマスターピースコレクションへ－」　12/ 11(日)まで
　(株)ノリタケカンパニーリミテドの特別協力のもと、オールド
ノリタケとして知られる明治・大正期の華麗な花瓶や飾皿から
現代の粋を凝らした傑作まで、110年にわたるその歩みを紹介。
料／一般820（670）円、高大生620（510）円、小中生310（260）円
◆企画展 「現代の茶陶」 1/2（月）～3/12（日）
　伝統に基づきながら個性表現を追究した作家たちの作品や新
進作家たちのユニークな作品など、現代における茶陶の多様性
を紹介し、その造形について考えます。
料／一般720（570）円、高大生510（410）円、小中生260（210）円
※企画展チケットでテーマ展、コレクション展も鑑賞できます。
◆テーマ展「進行形女子陶芸Ⅱ」10/19（水）～2/19（日）

　斬新な表現やその美しさで現代陶芸を華やかに彩る女子作家たちは、現在
各方面から注目を集めています。昨年度開催した 「進行形・女子陶芸」の第２弾
となる今回は、西日本で活躍する作家に焦点を当てます。                                    
◆コレクション展 「近現代日本陶芸の巨匠たち」通年開催
　開／9:30～17:00（入場は16:30）
　休／毎週月曜（但し祝日は開館、翌平日休館　※12/29～1/1休館　1/2開館）

●干支物展　11/22（火）～12/11（日）
●清水一博作陶展　1/2（月）～1/22（日）
●ひとにやさしい器展　1/2（月）～1/22（日）
●桃宴（陶雛人形）　1/24（火）～3/5（日）
●山口堅造鍛金個展　1/31（火）～2/19（日）
●清水陶房展　2/21（火）～3/5（日）

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●西村俊彦　作陶展　11/29（火）～12/11（日）
●茂野俊也　作陶展　「重なる器・重ねる器」
　12/13（火）～12/18（日）
●「くみこの器とゆうたの器」　島田久美子　作陶展
　12/20（火）～12/25（日） 
●陶雛展 　1/1（日）～3/3（金）
●杉本遊炫・千裕　夫婦展　1/7（土）～1/22（日）
●坪内孝典・中林由香梨　二人展　1/24（火）～2/5（日）
●川田達哉・敦子　二人展　2/7（火）～2/19（日）
●松下昇二・知子　二人展　2/21（火）～3/5（日）
◆かつら陶芸　問／tel 0296-72-6688
●〈ちぐはぐな仲間たち〉展　11/26（土）～12/11（日）
●選りすぐりの伊藤東彦作品展　1/1（日）～1/15（日）
●陶雛展　1/1（日・祝）～3/3（金）  
●尾崎高行　作陶展　2/24（金）～3/12（日）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●ガラス・冬スタイル　11/19（土）～12/25（日）
●ガラスのお雛様～春の宴　1/21（土）～3/2（木）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●佐藤家の色　12/3（土）～12/26（月）
●古川欽彌・雅子　作陶展　1/1（日）～1/13（金）
●額賀章夫　作陶展　1/14（土）～1/27（金）

　伊藤菓子店の『栗まんじゅう』は、笠間産の栗が丸々１個入ったぜいたくな和菓子。栗を包
む白アンには北海道産の白てぼ豆が使われています。元々は10年ほど前に岩間町商工会（現在
は笠間市商工会）で実施した「一店逸品」運動のために開発した商品でしたが、徐々に人気が高
まり、今では同店を代表するヒット商品になりました。笠間の岩間地区は全国有数の栗の産地
であることから「今後も栗を使った新商品を開発していきたい」と三代目店主の伊藤正美さん

は話しています。同店の和菓子は季節限定品を含めて約20
種類。アンを落雁（らくがん）で挟んだ三角形の「あんおし
（80円）」が根強い人気。栗を使った商品では同じく栗が丸々
１個入った『栗どら（200円）』があります。

《製造元・お問い合わせ》

伊藤菓子店
住／笠間市下郷4081-17　tel／0299-45-2152
営／9:00～18:00　休／不定休
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　笠間は私の大好きな町です。海外からのお
客様も自信を持って案内出来る町です。古い
もの、新しいものが同時に楽しめる町です。
　　　　　　　　　　　　（石岡市・女性）

　笠間は私の大好きな町です。海外からのお
客様も自信を持って案内出来る町です。古い
もの、新しいものが同時に楽しめる町です。
　　　　　　　　　　　　（石岡市・女性）

　毎年笠間稲荷のお正月初詣に来ています。
子どもを連れてくるのにいい所がたくさんあ
りますね。　　　　　　　（水戸市・女性）

　毎年笠間稲荷のお正月初詣に来ています。
子どもを連れてくるのにいい所がたくさんあ
りますね。　　　　　　　（水戸市・女性）

季節限定商品を含め約20種類ほどの和菓子が店頭に並びます

か　　さ　　ま　　ア　　ー　　ト　　情　　報

問／tel 0296-70-0011茨城県陶芸美術館

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

栗まんじゅう ［1個・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

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘
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　笠間で生まれた訳ではないのに何故か故郷
のように感じます。
　　　　　　　　　（千葉県松戸市・男性）

　笠間で生まれた訳ではないのに何故か故郷
のように感じます。
　　　　　　　　　（千葉県松戸市・男性）
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　笠間ファン倶楽部事務局［（一社）笠間観光協会、笠間市商

工観光課］では、去る９月19日（月・祝）に、「ぜいたく笠間

旅2」を開催しました。参加者を募集したところ、予想以

上の反響があり、定員をはるかに超える方々にお申込みい

ただきましたので、抽選となりました。

　当日は、笠間の特産・栗ひろいや、伝統工芸士（高野利明

さん）に学ぶ陶芸体験などを実施。「収穫の秋」「行楽の秋」

のオンシーズンとなる10月・11月を前に、参加者の方々

には、初秋の笠間を堪能していただけたことと思います。

また、笠間に遊びに来てくださいね。

　今回、抽選により参加できなかった方々…申し訳ござい

ませんでした。事務局では、今後も「笠間ならでは！」の

体験・交流イベントを開催いたしますので、みなさま、ぜ

ひご参加ください。

【Main Contents】

★かさまの秋の味・栗ひろい＠愛宕山を望む栗畑

★こだわりの地産地消フレンチ＠モン・ラパン

★芸術の秋・美術館めぐり

　＠茨城県陶芸美術館、笠間日動美術館

★伝統工芸士（高野利明さん）に学ぶ

　ビアカップとうつわ作り

秋の笠間がもっと楽しくなるプレツアー
「ぜいたく笠間旅2」 開催しました

植葉香澄
「キメラ」  2008年 
茨城県陶芸美術館寄託

ガラスのお雛様～春の宴
Glass Gallery SUMITO

ガラス・冬スタイル
Glass Gallery SUMITO

色絵金盛薔薇風景
文蓋付飾壺
1891-1921年

(株)ノリタケカンパニーリミテド蔵
（画像提供：出雲文化伝承館）
茨城県陶芸美術館

無
事確保

佐伯祐三
「リュクサンブール公園」

1927年
田辺市立美術館所蔵

栗まんじゅう 200円

体験・交流イベント情報は
『笠間ファン倶楽部  公式ホームページ』

をご確認ください

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

酵素プレート



MAP

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　 ☜

笠間の縁独楽　　笠間アート情報
食の逸品「栗まんじゅう」伊藤菓子店
笠間観光協会 歳時記
スカイロッジ　クリスマス＆お鍋のプラン
笠間の穴場「愛宕山から見る初日の出」　他

笠間昔話 ～伊勢屋旅館～
冬のイベント情報（初詣情報 ほか）
笠間再発見  笠間ほろ酔い紀行

表紙写真　（上段）北山公園の雪景色［写真提供：菊池幸夫氏］　　（下段・左から）奥田製陶所の登り窯まつり［写真提供：竹内治氏］
　量深のうなぎの蒲焼と笠間焼の酒器　　愛宕神社の悪態まつり［写真提供：中根英治氏］

笠間観光協会HP　検索

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
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　愛宕山の山頂付近にある愛宕山大駐車

場は、笠間でおすすめの初日の出スポッ

ト。駐車場周辺が「あたご天狗の森」と

して整備されているため、車でのアクセ

スが容易。駐車場内にある「フォレスト

ハウス」のベランダや、眼下に笠間を一

望できる展望デッキから見る朝日が格別

です。山頂には日本三大火防神社のひと

つに数えられる「愛宕神社」があり、初

詣も済ませられます。大晦日の夜からは、

愛宕神社での初詣と初日の出参拝がセッ

トになったイベント「未来へ歩く会」が

開催されているので（P3に関連情報あり）

ぜひ参加してみてはいかかでしょうか。

　この場所は眺めが良いことから「恋人

の聖地」に指定されているので、カップ

ルで行くのもおすすめ。人気の宿泊施設、

あたご天狗の森スカイロッジ（P3とP5

に関連情報あり）も近くにあります。

　JR常磐線の岩間駅から愛宕山大駐車

場までの所要時間は車で行けば10分ほ

ど。ハイキングコースになっていて、徒

歩でも60分ほどで到着できます。美し

い朝日をぜひ眺めに行きましょう！
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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

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）

問い合わせ／笠間観光協会  tel 0296-72-9222

笠間を一望できる展望デッキからの眺め

フォレストハウスのベランダから見た朝日

愛宕山から見る初日の出 ～恋人の聖地で朝日を見よう！～

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

真岡鐵道

鹿島臨海鉄道

笠間の
穴場
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