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　北山公園の中央部東側に『ビオトープ 

天神の里』は広がっています。元々は笠

間市の「かさまの自然再生事業」として

スタートしましたが、平成25年１月か

らは地元有志で結成された『NPO法人 

ビオトープ天神の里を作る会』によって

運営されています。

　天神の里は、荒廃していた所をビオ

トープとして整備し、昭和50年頃の豊

かな自然を再生することを目指していま

す。里内には山林や湿地帯、池などがあっ

て、ホタルやトンボ、チョウなどの昆虫

や200種類を超える植物が自生。それら

を写真で紹介する案内板が120枚も設置

されているので、名前や特徴がすぐに分

かって便利です。釣り大会や自然鑑賞会

などのイベントも積極的に行われ、毎月

第１日曜日（１月・５月は第２日曜日、６月

から９月は第３土曜日も活動）の午前中は、

草刈などのボランティア作業が行われて

います。興味がある人はお手伝い歓迎で

す。ビオトープの場所は北山公園の管理

事務所を目指すと分かりやすいですよ。

発行日／2017年6月15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
東京→（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。また、平成29年4月１日より、
　　一部運行便にて座席予約をすることができます）

問い合わせ／ tel 090-2214-5589（橋本）

案内板のおかげで植物の名前等がすぐに分かります

ビオトープ 天神の里

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
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ひたち海浜公園

東関東自動車道

潮来IC

大栄JCT

茨城県
IBARAKI

つくば中央

つくばJCT

MAP

笠間の
穴場
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久喜白岡JCT

自然観察会などのイベントも開催されます

シャガの花

ビオトープ天神の里を作る会・副理事長の橋本正男さん

案内看板

自然ふれあいの森

かつての豊かな自然を再生！ 地元有志がNPOで運営中

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体にも
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.17-0107

スカイロッジ宿泊プラン紹介　　かさまアート情報
食の逸品「白鳥最中」岡田屋　　第17代 かさま観光大使
笠間の穴場「自然ふれあいの森  ビオトープ 天神の里」   ほか

笠間特別観光大使
NEVA GIVE UP
夏のイベント情報
笠間再発見！NPO法人 稲田en日

′

至 宍戸駅

北山公園管理事務所
（笠間市平町1416-1）

表紙写真／（左段）ビオトープ 天神の里　（右段・上から）NPO法人 稲田en日　浴衣の女性が歩く笠間稲荷神社（※1）　灯籠流しが行われる涸沼川（※2）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「献灯祭の夕べ」高田良昇　※2 ｢灯籠流し｣佐海忠夫）

●

●

駐
車
場

ビオトープ
天神の里

●
北山公園
バーベキュー場
キャンプ場

ビオトープへの入口は
案内看板が目印です
ビオトープへの入口は
案内看板が目印です
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◆車の茅の輪くぐり　6/25（日） 10:00～ 
　場／佐白山麓笠間稲荷神社外苑駐車場  料／1,000円～　
◆夏越の大祓式（なごしのおおはらいさい）
　―茅の輪くぐり―　6/30（金） 16:30～
◆事比羅祭（ことひらさい）　8/1（火） 13:00～
◆末社祭（まっしゃさい）　8/1（火） 15:00～
◆献燈祭（けんとうさい）　8/6（日） 17:00～
◆小笠原流弓術奉納式　9/23（土・祝） 12:30～

◆夏越大祓祭　6/25（日）14:00～
◆夏のみたままつり　8/15（火） 18:00～
　みたまむすびの霊行・提灯献灯
◆秋のみたままつり　9/23（土・祝） 11:00～

◆夏の市民大学講座（22-2）  ７/15（土）～16日(日)
　1.Summer Seminar　申込要・定員70名（有料）
　　今井雅晴先生（筑波大学名誉教授）〈15（土）13:00～16:00〉
　　　「親鸞の伝記の研究 (2)―吉水草庵の学び、越後流罪―」
　　阿部能久先生（鎌倉国宝館学芸員）〈16(日)９:00～12:00〉
　　　「関東の親鸞像―人々はどのような思いをかけたか―」
　　今井先生と阿部先生のご対談〈16日(日)12:00～12:30〉
　　※７/12（水）までにお申し込みください。
　　料／１日3,000円・２日5,500円（Spring Seminarとの割引あり）
　　　　ご宿泊（Seminar特別料金）・お弁当も承ります。
　2.公開講座〈16(日)13:30～15:30〉 申込不要・定員70名（先着順／無料）
　　山本義隆先生（科学史家・駿台予備学校講師・元東大全共闘代表）
　　　「科学技術の150年―黒船からフクシマまで―」
◆玉日さま・恵信尼さま報恩講 　９/3（日）
　自由参加（申込不要）　料／無料
　玉日廟への「わらじ参り」 ８：30～９：45
　お経／10:30～11:20　法話／11:30～12:00

◆門前ビアガーデン　6/24（土）、7/22（土）、8/26（土）、9/23（土）
　各日18：00～21：00　※10月まで第4土曜日に開催
場/笹目宗兵衛商店中庭
酒蔵の中庭でビアガーデン！!  おいしい
おつまみと毎回テーマが違う生ライブの開催。
◆とりあえずやってみよう！大試食会（*＾∀＾*）
　７/15（土）、８/5（土）
場/㈱小田喜商店　tel/0299-45-2638
月１回開催される岩間栗の試食会
◆てんぐの森のクラフトサーカス
　7/16（日） 10:00～17:00（ステージは19:00まで）
　7/17（月・祝）  10:00～16:00（ステージも16:00まで）
ものづくり女子たちが奏でるクラフト＆ミュージック。
場／あたご天狗の森公園・野外ステージ周辺
◆八雲神社　夏季例祭　7/22（土）・7/23（日）
勇ましい掛け声とともに関係町内の神輿が渡御。
場／友部駅周辺
◆平神社 祇園祭（花火大会）　7/29（土）・ 7/30（日）
昔ながらの當家制度を受継ぐ祭。上町、中町、下町、橋爪の四町で神輿
を担ぎ、各町内を練り歩きます。
　場／平町、橋爪地区

◆八坂神社の祇園祭　8/5（土）・ 8/6（日）
　八坂神社の神輿や子ども神輿が市内を練り歩きます。
　場／笠間稲荷神社門前通りほか
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第17回 全国こども陶芸展 in かさま
　7/28（金）～８/31（木）
　9:30～17：00　※7/31、8/7、21、28は休館、8/14は開館
　場／茨城県陶芸美術館　県民ギャラリー
　問／茨城新聞社 地域連携室　tel 029-239-3005
◆十六夜まつり　8/13（日）・ 8/14（月） 18:00～21:00
地元の陶芸家や窯元などが制作した約1,000本の陶の筒灯りが歩道
に並べられ、幻想的な夏の夜を演出します。
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865
◆灯籠流し
　参加者の手によって涸沼川へ灯籠が流されます。
　情緒溢れる笠間の夏の風物詩です。
　8/16（水） 18:00～20:30
　場／笠間ショッピングセンターポレポレ脇
　問／笠間ブロック明るい社会づくりの会　tel 090-3043-6874（篠田）
◆第27回笠間のまつり 「光のオブジェ（ねぶた）＆神輿パレード」
　笠間の夏恒例のお祭りで、市民手づくりのねぶたや「ラッセーラー、ラッ
　セーラー」の掛け声で知られる跳ね人による盛り上がりは圧巻です。
　8/19（土） 18:00～21:30
　場／笠間稲荷神社周辺　問／笠間のまつり実行委員
　会事務局（笠間市商工観光課内） tel 0296-77-1101
◆GARAGE PICNIC BAZAAR vol.12　
　9/17（日）・9/18（月・祝）
　10:00～17:00（最終日は16:00まで）
　場／笠間市上加賀田1035　問／tel 090-3478-4723 （宮本）
◆第11回　かさま新栗まつり
　9/30（土） 9:00～16:00、  10/1（日） 9:00～16:00 
　場／市民センターいわま（笠間市役所岩間支所）
　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101
◆第9回　月見の会　10/9（月・祝） 18:00～20:00
「中秋の名月」に笠間つつじ公園山頂にて楽しむ秋の一夜。かがり火と
キャンドルで演出する「笠間稲荷囃子」などの演目は必見です。地元で
手作りの食事もご用意してあります。
　場／笠間つつじ公園　問／tel 080-1987-1146 （福田）

◆笠間市地域交流センターともべ 
　平成29年1月オープン。JR友部駅南口隣接。健康ルーム、会議室、カフェ等。
　地中熱換気システムを導入し、笠間焼の陶壁など地場産材を使用した施設。
　営／9:00～22:00　休／第2・4火曜、年末年始　問／0296-71-6637
◆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
　営／10:00～14:00
　料／2,550円（基本バーベキュー1セット）～
　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／tel 090-3009-7883（根本）
◆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）

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

夏　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2017. 6 → 2017. 10

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

問／tel 0296-74-3000常陸国出雲大社
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
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笠間のまつり

十六夜まつり

茅の輪くぐり

とりあえずやってみよう！
大試食会（*＾∀＾*）

NEW !

夏の市民大学講座

笠間特別観光大使である NEVA GIVE UP のメンバー、安達 勇人（あ

だち・ゆうと）さんが2017年４月、たくさんのファンに惜しまれなが

らも、 NEVA GIVE UP を卒業されました。安達さんからファンの皆さ

んへメッセージをいただきました！

そしてこれからは、三宅 淳也（みやけ・あつや）さん・澁澤 克月（しぶさわ・

かつき）さん・安藤 裕也（あんどう・ゆうや）さんを新メンバーに迎え、7

人グループとなった新生 NEVA GIVE UP の皆さんに、引き続き笠間

市の魅力を発信していただきます。どうぞよろしくお願いいたします！

　僕にとって NEVA GIVE UP は、家族のような存在です。

大好きで大切な存在です。この5年間一緒に歩んできたメン

バーをはじめ笠間ファンの皆さん、 NEVA GIVE UP ファン

の皆さん、関係者の皆さんには心から感謝しています。笠間

市を訪れるたびに皆さんにあたたかく迎えていただき、いつ

も幸せな思いでいっぱいでした。僕がネバギブを卒業しても

ネバギブ魂を忘れずネバギブＯＢとして、これからはより一

層声優業や俳優業でたくさんの方々に愛されるキャラクター

を生んでいきながら、色々な活動を通して、笠間市はもちろ

ん、全国の方々が笑顔になってくれる瞬間を届けて行けたら

と思います。 NEVA GIVE UP は卒業となりますが、トーク

ショーなど茨城でも開催し、笠間市はもちろん、地元茨城を

ＰＲしていこうと思っていますので、是非茨城のトーク

ショーなどがありましたら来てくださいね！

　NEVA GIVE UP からの卒業は、新たな安達勇人のスター

トだと思っています。今年でデビュー10周年！さらに加速し、

活躍の場を皆さんにお見せしながら恩返し出来るよう精進し

ていこうと思います。

　今年は、ＴＶはもちろん、ミュージカルなどたくさんの機会

を通してお会いできそうなので、ネバギブや安達勇人の応援

よろしくお願いいたします。

［みやけ あつや・19歳・栃木県出身］

＊歌うことと洋服が好きです。 NEVA GIVE UP のメンバーとして恥

じないように行動し、歌もダンスも精一杯頑張っていきたいです。そ

して、笠間特別観光大使として、笠間市のいいところをたくさん学ん

でいきたいです。応援よろしくお願いします！

［しぶさわ かつき・21歳・東京都出身］

＊スイーツ・フルーツ大好き。キレイ好きだけど部屋は汚いです（笑）。

三度の飯より昼寝が好き。

＊常に当たって砕けろ精神です！ 

＊笠間市の魅力をまちの人たちに教えてもらいながら、たくさんの人

たちへ笠間市の魅力発信をしていきたいです。これから７人で精一杯

頑張りますので、応援よろしくお願いいたします！　

［あんどう ゆうや・23歳・北海道出身］

＊好きな食べ物は、チーズ。趣味はショッピング。特技はスポーツ全

般です。明るくポジティブで負けず嫌いな単純元気なヤツです。笠間

市では、自然豊かなところが大好きです！

＊まだまだ未熟ですが、今までの NEVA GIVE UP を引き継ぎ、笠

間特別観光大使として日々努力していきますので、応援よろしくお願

いします！

安達 勇人＊ネバギブは家族

三宅 淳也＊精一杯がんばる

澁澤 克月＊当たって砕けろ

安藤 裕也＊負けず嫌い

NEW FACE

安
達
勇
人

卒
業
で
す

KatsukiYuya Atsuya

笠　　間　　特　　別　　観　　光　　大　　使

NEVA GIVE UP

◆卒業メッセージ

◆新メンバー紹介

この春から新たに7人で活動している NEVA GIVE UP。
笠間特別観光大使として、これからもよろしくお願いします！

メンバー （左上から） 須藤凌汰さん、三宅さん、安藤さん、岡田鷹斗さん
（左下から）澁澤さん、Rayさん、中山大輝さん
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　はじまりは稲田石材商工業協同組合の有志でイベント『稲

田縁日』を行ったこと。2013年の秋、笠間芸術の森公園で『笠

間浪漫』が開催された時の話で、稲田石のPRを行うことが

目的でした。PRするばかりでなく、楽しくお酒が飲める場

所を提供したことで『稲田縁日』は大成功。そんな中、JR

稲田駅前の再開発で、駅前広場に稲田ゆかりの水田を作る計

画が浮上しました。水田は作って終わりではなく、管理・運

営が必要です。そこで白羽の矢が立ったのが『稲田縁日』を

行ったメンバーでした。打診を受けたメンバーはNPO法人

を作ることを決意。小比賀石材株式会社の代表取締役を務め

る小比賀英夫さんを初代理事長に選任し、2016年から

NPO法人『稲田en日』の活動がスタートしました。

　活動内容は稲田駅前広場の水田の管理・運営のほか、イベ

ントへの参加など。稲田石に限らず、稲田の良さを広く伝え

ています。「自分たちが楽しいと思えることをやっていきた

いです」と小比賀理事長。そうすることで仲間が集まり、力

が結束していくことを経験的に知っているのです。

　『稲田en日』には『イナダマ様』と呼ばれる稲田石で造っ

たユニークなキャラクターがいます。「里山台地（稲田）を守

る精霊として崇められてきた不思議な存在」とホームページ

では説明されています。活動にともない、この『イナダマ様』

が笠間のあちらこちらで見られるようになるかもです。

　『稲田en日』の活動に参加してみたいという人はホーム

ページから申し込みや問い合わせができます。

＊E-mailでのお問い合わせ：info@inada-ennichi.org

メンバーで記念撮影。一緒に盛り上げてくれる仲間を募集中です！

稲田en日
稲田の良さを伝えたい！

稲田石の産地として知られる笠間の稲田地区。稲田の魅力
をたくさんの人に知ってもらいたい！ということで、石材
業を営む若手経営者を中心に結成されたのがNPO法人
『稲田en日』です。イベントへの参加やボランティア活動
など、元気いっぱいの活動内容をレポートします！

稲田の良さをたくさんの人に知ってもらえるように
自分たちが楽しいと思うことをやっていきたい！

陶炎祭（ひまつり）会場に設けられた『稲田縁日』エリア

幻想的な美しさのキャンドルナイトで稲田石をPR 稲刈りは楽しい！刈り取った稲は「おだがけ」で天日干しにします

『NPO法人 稲田en日』理事長の小比賀 英夫さん

愛する故郷を美しくするため、清掃活動も行っています

NPO法人

【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

秋の味覚満載宿泊プラン 平日
限定 笠間火器で炊き上げる栗ごはん付き！笠間火器で炊き上げる栗ごはん付き！

笠
間
産
の
栗
と
米
を
笠
間
火
器
の

土
鍋
で
炊
き
上
げ
ま
す

実施期間（土曜・休前日を除く）平日限定
　平成29年9月1日（金）から11月30日（木）

※［　　］内はロングプランの料金、チェックアウト12時
※定員分のセット料金になります　※その他の割引プラン併用は不可

4人棟
6人棟
12人棟

 標準プラン　 ロングプラン

20,000 円［21,500 円］
28,000 円［30,000 円］
50,000 円［53,000 円］

朝食付

要予約
5日前まで

［いなだえんにち］［いなだえんにち］

背中の　  は『稲田en日』のロゴマーク

稲田en日稲田en日
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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。

笠
間
フ
ァ
ン
倶
楽
部
／
会
員
募
集

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：きらら館
　　　　　　（笠間市笠間2258-1）
氏名 : 鳥居 美伸（とりい・よしのぶ） さん
年齢 ： 24歳 ／ 血液型 : A型
職業 ： きらら館  販売スタッフ
趣味 ： 映画・音楽鑑賞
マイブーム ： カンナ削り
館内のオススメ ： オリジ
ナルの陶器売り場

6 ＊ KASAMA FAN

気軽に遊びに来て
くださいね！

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

多くの来館者を

トリコにした罪
多くの来館者を

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

　笠間市役所本所のすぐ隣に店を構える『岡田屋』は、昭和12年創業の老舗和菓子店。今から
55年ほど前、2代目店主・岡田治さんが笠間（当時は友部町）の名物を作りたいと考え、誕生し
たのが『白鳥最中』です。以来変わらずに、岡田さんが現役で店を切り盛りし、その味を守り
続けています。最中の餡には、皮が薄くてやわらかい北海道産の小豆を原料に使用。手に持つ

とずっしりと重く、甘さの中に小豆本来の味が楽しめる昔
ながらの味わいです。現在『岡田屋』の商品は『白鳥最中』
のほかに大小2種類の大きさがある『開運どら焼き』と『ほ
のぼのみそまん』の3種類。ほかに季節の商品が加わるこ
とがあるのでそちらも楽しみです。

《製造元・お問い合わせ》

岡田屋
住／笠間市中央3－1－2　tel／0296－77－0255
営／8:30～16:30　休／日曜日

第
17
代
か
さ
ま
観
光
大
使
に
就
任
し
ま
し
た
！

誇れるふる里、笠間市を応援します。
（京都府八幡市・男性）
誇れるふる里、笠間市を応援します。
（京都府八幡市・男性）

笠間が大好きです！ 神社仏閣、歴史、焼き
物、その土地に生きる人々ステキ！
（つくばみらい市・女性）

笠間が大好きです！ 神社仏閣、歴史、焼き
物、その土地に生きる人々ステキ！
（つくばみらい市・女性）

二代目店主の岡田 治さん

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

白鳥最中 ［220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

KASAMA FAN ＊ 7

読
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なんでもありの笠間が好きです。夢を持って
可能性をどんどん拡げてゆきたいです。
（笠間市・男性）

なんでもありの笠間が好きです。夢を持って
可能性をどんどん拡げてゆきたいです。
（笠間市・男性）

   応募のきっかけは？
（手面さん）今まで都内で生活をしていましたが、13年振り
に地元茨城に戻ってきたことがきっかけです。久しぶりに
笠間市を訪れ、自然も多く観光スポットも沢山あるという
ことを改めて知り、感銘を受け応募しました。
（平澤さん）笠間の特産品や観光名所を広めるとともに、そ
の先にある地域の人々の想いも観光客の方に伝えるお手伝
いがしたいと思い、応募させていただきました。笠間と人
をつなぐ、架け橋になりたいです。

　　　　　　　　
   笠間市で好きなところは？
（手面さん）笠間芸術の森公園です。美術館やイベント広場

があり、一日過ごせるのが魅力です。
（平澤さん）世代を問わず私たちを魅了してくれる笠間です
が、わたしは地域の人々の温かさが何よりも好きです。ひ
との優しさであふれた笠間のおもてなしに心が和みます。

   笠間ファンのみなさまに一言！
（手面さん）笠間市を県内外の沢山の方々に知ってもらえる
よう、精一杯頑張ります！どうぞよろしくお願い致します！
（平澤さん）はじめまして、17代かさま観光大使の平澤優香
と申します。皆さま、魅力あふれる笠間のおもてなしに触
れてみませんか。

かさま観光大使
に就任しました！
かさま観光大使
に就任しました！

飾る・楽しむガラス
Glass Gallery SUMITO

貴島雄太朗作品
Glass Gallery SUMITO

55年前に発売された 『白鳥最中』

小池商店（こめとぎゃらりぃ小池）

　創業100年以上続く老舗米穀店です。お庭には、季
節ごとに盆栽や蓮の花を展示してサロンのような
形になっております。お気軽にご来店ください。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引
住／笠間市笠間1120　電／0296-72-0047
営／8:00～19:30　休／年中無休

★会員の皆さまへ ［協力店での会員特典について］

　笠間ファン倶楽部協力店は、笠間市内に全部で21
店あります。会員の方は、協力店来店時にメンバー
シップ・カード（会員証）をご提示ください。お買い
物代金割引やドリンクサービスなどの会員特典を
受けることができます！
　会員特典・協力店情報については、笠間ファン倶
楽部公式ホームページからチェックできます。
URL　http://city.kasama.lg.jp/fanclub/

田子美紀  ガラス展
Glass Gallery SUMITO

モイーズ・キスリング
「自画像」

無
事確保

包装紙の絵は店主自らが描いたもの 落ち着きのある店構え

第17代

今年4月、第17代かさま観光大使として、手面さんと
平澤さんが就任しました。これから2年間、県内外の
観光キャンペーンなどで、笠間市のPRを行います！
笠間ファンのみなさま、よろしくお願いします。

◆企画展 「カンヴァスの中の巨匠たち Self-Portraits by Painters」
　5/27（土）～7/30 （日） 
　古くから画家は自画像を描いてきました。鏡の中の顔を見つめ、
心の中で対話しながら描かれた自画像は単なる肖像画ではなく、
自ずと精神性が表れたものであるはずです。絵を描く職業ならで
はの、究極の自己表現が自画像といえましょう。笠間日動美術館所
蔵の自画像コレクションより約60作家を取り上げ、絵画作品も合
わせ展示します。
〈主な出品作家〉モイーズ・キスリング／マルク・シャガール／パブ
ロ・ピカソ／相笠昌義／入江 観／梅原龍三郎／奥谷 博／鴨居 玲
／北川民次／城戸義郎／佐伯祐三／中川一政／林 武／藤田嗣治
／宮本三郎／開 光市／安井曾太郎ほか
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜日(但し7/17は開館、7/18は休館）
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。※障がい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  6/10（土）、7/8（土）、7/23（日）　各日 14：00～14：30

◆企画展 「第24回 日本陶芸展」　6/17（土）～9/3（日） 
　本展は隔年で開催される公募展で「実力日本一の陶芸作家を選
ぶ」とのコンセプトのもと、現代日本トップレベルの作品が一堂に
会します。公募部門に現代の巨匠が出品する招待部門を加えた計
150点の作品を展示します。
料／一般720（570）円、高大生510（410）円、小中生260（210）円
　　※（　）内は20名以上の団体料金
◆コレクション展 「新収蔵品展」　料／企画展チケットで観覧可
　第１展示室　6/6（火）～10/9（月•祝）
　第２展示室  6/21（水）～10/15（日）
◆第17回全国こども陶芸展 in かさま　料／入場無料　
　7/28（金）～8/31（木）
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／毎週月曜（但し祝日は開館し、翌日休館）

●一期一会の器　6/13（火）～7/2（日）

●さとうしづ 陶展　6/20（火）～7/2（日）
●good morning　7/4（火）～7/17（月・祝）
●谷口将海 作陶展　7/4（火）～7/17（月・祝）
●柳陶房展　7/19（水）～8/6（日）
●米出康人  個展　7/19（水）～8/6（日）
●迫二郎・杉山洋二 ガラス展　8/8（火）～8/20（日）
●尾﨑高行  作陶展　8/22（火）～9/3（日）
●食卓の情景展　8/22（火）～9/10（日）
●いやしの灯と食卓をいろどる器達Ⅱ　9/12（火）～9/24（日）
●笠間焼協同組合青年部会展　9/12（火）～9/24（日）

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●いぬ展　6/20（火）～7/2（日）
●外山亜基雄・髙橋協子  2人展  『STORY'S 2017』　7/4（火）～7/17（月・祝）
●野村晃子グループ展　7/19（水）～7/30（日） 
●第13回 ねこ展　8/1（火）～8/20（日）
●吉田丈・樋口早苗  二人展　8/22（火）～9/3（日）
●田山健司  作陶展　9/5（火）～9/18（月・祝）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●みずのみさ  ガラス展　6/10（土）～6/23（金）
●沖 誠  展　6/24（土）～7/7（金）
●生形由香・中村恵子・佐々木康弘　三人展　7/8（土）～7/21（金）  
●鈴木美汐  作陶展　7/22（土）～8/3（木）
●台所の風景　8/5（土）～8/18（金）
●水野幸一  作陶展　8/19（土）～9/1（金）
●近藤文  作陶展　9/2（土）～9/15（金）
●鈴木稔  作陶展　9/16（土）～9/29（金）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●飾る・楽しむガラス～佐野猛、佐野曜子、上野ツカサ、鄭継深、
　佐藤幸恵、塚村剛、川辺雅規、大野和美　6/3（土）～7/9（日）
●貴島雄太朗、早崎志保  2人展　7/15（土）～7/30（日）
●田子美紀  ガラス展　8/5（土）～8/20（日）
●小浜恵子、土屋章  2人展　8/26（土）～9/10（日）
◆zakka ＆ café gallery LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●Kasummer Jam　6/16（金）～6/26（月）
●LE MIDI 19th Anniversary  19周年祭　6/17（土）～6/18（日）
●「夜空」  orizinal zakka   月 - tsuki -  7/1（土）～7/10（月）
●「うみのあお、そらのあお」 Amulet 個展　7/19（水）～7/30（日）
●高橋協子  個展　8/3（木）～8/17（木）
●鯨井円美  個展　8/19（土）～8/28（月）

第十回 観蓮会 6/24（土）～7/23（日）

　小池商店の中庭で毎年恒例の「観蓮会（かんれんか
い）」を開催します。美しく可憐な蓮の花をぜひ観に来て
くださいね。入場は無料ですが、お店に一声かけてから
観蓮をお願いします。盆栽の展示も行っています！

至 小山 至 水戸IC
P

至 友部IC

R50

★小池商店

才木交差点

小浜恵子作品
Glass Gallery SUMITO

平澤  優香
（ひらさわ・ゆうか）
茨城町出身・20歳

手面  光里
（てつら・ひかり）
筑西市出身・29歳

大賞・桂宮賜杯
井上  雅之 「NT－171」 
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笠間西IC

益子

茨城町JCT 大洗
KASAMA
笠間

　北山公園の中央部東側に『ビオトープ 

天神の里』は広がっています。元々は笠

間市の「かさまの自然再生事業」として

スタートしましたが、平成25年１月か

らは地元有志で結成された『NPO法人 

ビオトープ天神の里を作る会』によって

運営されています。

　天神の里は、荒廃していた所をビオ

トープとして整備し、昭和50年頃の豊

かな自然を再生することを目指していま

す。里内には山林や湿地帯、池などがあっ

て、ホタルやトンボ、チョウなどの昆虫

や200種類を超える植物が自生。それら

を写真で紹介する案内板が120枚も設置

されているので、名前や特徴がすぐに分

かって便利です。釣り大会や自然鑑賞会

などのイベントも積極的に行われ、毎月

第１日曜日（１月・５月は第２日曜日、６月

から９月は第３土曜日も活動）の午前中は、

草刈などのボランティア作業が行われて

います。興味がある人はお手伝い歓迎で

す。ビオトープの場所は北山公園の管理

事務所を目指すと分かりやすいですよ。

発行日／2017年6月15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
東京→（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。また、平成29年4月１日より、
　　一部運行便にて座席予約をすることができます）

問い合わせ／ tel 090-2214-5589（橋本）

案内板のおかげで植物の名前等がすぐに分かります

ビオトープ 天神の里

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

8 ＊ KASAMA FAN

ひたち海浜公園

東関東自動車道

潮来IC

大栄JCT

茨城県
IBARAKI

つくば中央

つくばJCT

MAP

笠間の
穴場
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久喜白岡JCT

自然観察会などのイベントも開催されます

シャガの花

ビオトープ天神の里を作る会・副理事長の橋本正男さん

案内看板

自然ふれあいの森

かつての豊かな自然を再生！ 地元有志がNPOで運営中

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体にも
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.17-0107

スカイロッジ宿泊プラン紹介　　かさまアート情報
食の逸品「白鳥最中」岡田屋　　第17代 かさま観光大使
笠間の穴場「ビオトープ 天神の里」 　ほか

笠間特別観光大使
NEVA GIVE UP
夏のイベント情報
笠間再発見！NPO法人 稲田en日

′

至 宍戸駅

北山公園管理事務所
（笠間市平町1416-1）

表紙写真／（左段）ビオトープ 天神の里　（右段・上から）NPO法人 稲田en日　浴衣の女性が歩く笠間稲荷神社（※1）　灯籠流しが行われる涸沼川（※2）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「献灯祭の夕べ」高田良昇　※2 ｢灯籠流し｣佐海忠夫）

●

●

駐
車
場

ビオトープ
天神の里

●
北山公園
バーベキュー場
キャンプ場

ビオトープへの入口は
案内看板が目印です
ビオトープへの入口は
案内看板が目印です
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