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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 1,400円×2枚（2,800円）
　片道のみの場合　大人1,600円　小人800円
　（上記は笠間までの料金です。秋葉原駅8:20発 益子駅行
　　益子駅16:00発 秋葉原駅行は座席予約することができます。
　　※注 但し除外日あり）

福ちゃんの森公園

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
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バーベキュー施設やドッグランもバーベキュー施設やドッグランも

圏央道

かさまアート情報
笠間の看板娘　　「笠間浪漫」開催！
食の逸品「めん焼セット」來楽～KIRAKU～
笠間の穴場「福ちゃんの森公園」ほか

笠間の菊まつり、悪態まつり、ほか
秋のイベント情報
笠間再発見！
笠間ふれあい体験旅行

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/

詳しくは　 ☜    笠間観光協会　   検索

お箸の材料は、桜・カリンなどから選ぶ事が
できます。昼食は「常陸秋そば」を使って蕎
麦打ちにチャレンジ！ 自作のマイ箸でいただ
く打ち立ての蕎麦は格別の味わい！ 午後から
は、窯元を選んで蕎麦猪口、箸置きを作る笠
間焼陶芸体験！ 贅沢な制作三昧の1日です！

旅行代金…8,600円～11,800円
　　　　　（2名様より タクシー付き）

出　発　日…土・日・祝

笠間で自作の１日
ものづくり体験／コースNo.18-0112

表紙写真／（上段）笠間稲荷神社の舞楽祭（※1）　（下段・左から）稲田禅房西念寺のお葉付きイチョウ（※2）　「笠間浪漫」笠間焼の販売　「笠間の菊まつり」開催中の笠間稲荷門前通り（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「迦陵頻（かりょうびん）」内藤純夫　※2「天も地もこがね色」山口克治　※3「菊灯りの調べ」鈴木健司）

　目の前に田んぼの風景が広がる笠間市
福田地内の里山に2018年6月オープン。
園内にはライブなどのイベントを開催で
きる屋外集会所、専用炉を６基設置した
屋根付きのバーベキュー施設、愛犬と遊
べるドッグランなどを備えています。バ
ーベキュー施設はペット同伴可能なとこ
ろが県内には少ないことから、愛犬家グ
ループの利用が期待されています。集会
所には管理事務所のほか多目的室、物販
室があります。多目的室には厨房を併設。

そば打ちの道具も備えているので、アイ
デア次第で色々な集まりに利用できそう
です。物販室を借りればお店を開くこと
もできますよ。水辺の散歩が楽しめる堂
ノ入池（どうのいけ）やせせらぎ水路も
おすすめです。
　「今後は植栽を行うなどして、四季折々
の景色を楽しめる公園にしていきたいで
す」と施設長の水越さん。入園料は無料
（ドッグラン等は有料）。里山の公園で、
のんびりとした１日を過ごしましょう。

↑屋外集会所では様々なイベントを開催できます。左側は屋根付きのバーベキュー施設

旅行プラン

住／茨城県笠間市福田 2990-1
問／0296-74-7455　休／月曜日と年末年始
※入園無料。多目的室、物販室、屋外集会所、ドッグラン、
　バーベキュー施設は有料

↑施設長の水越 均さん

↑厨房も使える多目的室

福ちゃんの森公園

↑屋外のドッグラン

↑バーベキュー施設
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◆第7回  笠間浪漫　※7ページに関連記事あり
　昼の部 10/6（土）～10/8（月・祝） 9:00～17:00
　夜の部 10/6（土） 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 KASAMA
　10/7（日） 9:15～、　10/8（月・祝） 10:30～
　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5回 陶芸と栗の里 かさまトレイルラン大会
　10/8（月・祝） 7：00～9：00  ※選手受付
　場／あたご天狗の森 スカイロッジ
　問／かさまトレイルラン大会 事務局　tel 0299-23-1251
◆第13回  笠間いなり寿司コンテスト
　10/8（月・祝） 11：00～（※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／E-mail kasamainakichikai@yahoo.co.jp
◆2018かさま市民運動会
　10/13（土） 8：45～15：30  ※予備日 10/14（日）
　場／笠間市総合公園芝生スポーツ広場（サッカー場）
　問／笠間市教育委員会スポーツ振興課　tel 0296-77-1101　
◆ふるさとまつり in かさま
　10/20（土） ・ 10/21（日） 9:00～16:00
　場／友部公民館
　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532
◆いばらき都市緑化フェスティバル
　10/27（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
◆陶とくらし。2018
　11/1（木）～11/4（日） 9:00～16:00（最終日15:30まで）
　場／笠間工芸の丘特設会場
　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313
◆いばらきストーンフェスティバル2018
　11/2（金）～11/4（日） 9:00～16:00
　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

◆六所神社例大祭　11/3（土・祝）・11/4（日）
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222
◆笠間匠のまつり
　11/10（土）10:00～21:00　11/11（日）10:00～16:00
　場／かさま歴史交流館 井筒屋
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222
◆第23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
◆陶のオルゴール展　12/1（土）～12/24（月・祝）
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865
◆第13回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　
　12/16（日） 8:45～　場／笠間芸術の森公園
　問／笠間市教育委員会スポーツ振興課　tel 0296-77-1101
◆悪態まつり　12/16（日）　
　場／飯綱神社　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」 
　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
◆笠間市地域交流センターいわま「あたご」 
　平成29年12月オープン。JR岩間駅西口隣接。愛宕山の山並みをイメ
　ージした形状で、地場産材を多く使用した施設。健康ふれあいルーム、
　会議室、有料シャワールーム等。
　営／9:00～22:00　休／第1・3火曜、年末年始　問／0299-57-3357
◆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
◆北山公園  オートキャンプ場・バーベキュー場
　【オートキャンプ場】
　設備／キャンプサイト 7 区画（各区画に電源設備あり）
　利用時間／13:00 ～翌11:00　料／1区画あたり 1泊3,240円
　【バーベキュー場】
　設備／バーベキュー屋根付炉９棟
　利用時間／第1部 10:00～15:00、 第2部 15:30～20:30
　料／1棟あたり 5時間1,620円
　問／北山公園管理事務所　tel 0296-78-3911
◆バザール de いわま　毎月第2日曜日　9:00～15:00
　場／笠間市地域交流センターいわま「あたご」　問／tel 090-3009-7883（根本）
◆筑波海軍航空隊記念館　開／9:00～17:00（最終入場16:00）　
　休／火曜・年末年始　料／大人（18歳以上）500円、小人300円
　場／県立こころの医療センター敷地　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）
◆福ちゃんの森公園　※8ページに関連記事あり
　笠間市福田に平成30年6月オープン。ドッグラン、バーベキューも楽
　しめます。
　営／9:00～17:00（バーベキューは10:00～15:00）
　休／月曜、年末年始
　料／無料（ドッグラン、バーベキュー施設、集会所は有料）
　問／福ちゃんの森公園管理事務所　tel 0296-74-7455

◆大菊花展及び市民菊花展
　10/20（土）～11/25（日） 6:00～日没
　場／笠間稲荷神社境内
◆菊人形展「西郷どん」
　10/20（土）～11/25（日）
　8:30～16:30（入場16:00まで） ※初日は12：00～
　料／大人（高校生以上）800円、小人（中学生）400円  ※小学生以下は無料
　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
　10/20（土）～11/25（日） 8:30～16:30 ※初日は12：00～
　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（土・祝） 10:00～、14:00～　
　場／笠間小学校前特設馬場
◆假屋崎省吾の世界展 
　10/20（土）～11/1（木） 8:30～16:30（16:00最終入場）
　※最終日は16:00まで（15:30最終入場）
　料／大人1,000円、中学生500円（菊人形展入場料込み）
　場／笠間稲荷神社  嘉辰殿
◆奉納 笠間示現流居合抜刀術
　11/10（土） 10:00～　場／笠間稲荷神社境内
◆大和古流奉納式
　11/11（日） 9:30～　
　場／笠間稲荷神社境内
◆舞楽祭　11/18（日） 10:00～、14:00～
　場／笠間稲荷神社拝殿前特設舞台

◆御魂殿月次祭　9/15（土）11:00～
◆秋のみたままつり　9/23（日・祝）11:00～
◆甲子祭　9/29（土）8:00～
◆月始祭　10/1（月）9:00～
◆御魂殿月次祭　10/15 （月）11:00～

◆秋季大祭　10/21（日）11:00～
◆月始祭　11/1（木）9:00～
◆御魂殿月次祭　11/15（木）11:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（金・祝）8:00～
◆甲子祭　11/28（水）8:00～
◆月始祭　12/1（土）9:00～
◆すす払い　12/9（日）9:00～
◆御魂殿月次祭　12/15（土）11:00～
◆御鎮座記念祭・龍蛇神祭　12/16（日）17:00～
◆年越大祓祭　12/23（日・祝）14:00～
◆若水祭　12/31（月）19:00～

◆玉日様・恵信尼様報恩講　9/2（日）
　読経 10:30～　法話 11:30～（詳細未定）　申込不要・無料
◆銀杏fest　11/18（日）　
　Fl.＆Gt.Duo chotto（フルート：中田由紀乃氏／ギター：谷島崇徳氏)
　の演奏　15:00～16:00
　黄葉した「お葉付き銀杏」のライトアップ　17:00～19:00　
　「午後市」では、ユニセフへのチャリティー（手芸品）や新鮮な野菜など
　の販売を行います。
◆親鸞聖人報恩講法要　11/18（日）
　読経 10:30～　法話 11:30～（詳細未定）　申込不要・無料
◆除夜の鐘　12/31（月） 23:30～1:30
　お茶などのご接待もあります。

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（5日前まで）
　12/3（月）～12/14（金）、1/16（水）～3/15（金）の平日限定
　（土曜、休前日は除く）　※5ページに関連記事あり
　料／4人棟15,500円、6人棟23,200円、12人棟39,000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、
　しょう油・塩ちゃんこ鍋、豆乳鍋から選べます。
◆クリスマスプラン
　12/20（木）～12/25（火）　※要予約（5日前まで）
　料／4人棟28,400円、6人棟42,600円、12人棟76,800円
　クリスマスケーキとオードブル＋朝食付プラン。

◆石の百年館企画展 「匠のワザ展」　9/11（火）～12/24（月・祝）
　9:00～17:00（10月～3月は16:00まで） ※月曜休館
　場／石の百年館　問／tel 0296-74-5114
◆門前ビアガーデン　9/22（土） 、10/27（土）18:00～22:00
　場／笹目宗兵衛商店中庭
◆第12回  かさま新栗まつり
　9/29（土）～9/30（日） 9:00～16:00
　場／笠間芸術の森公園 イベント広場
　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101
◆街コス in かさま　10/6（土）
　新たな若者文化・コスプレを、笠間稲荷神社周辺で楽しみましょう。
　場／笠間稲荷神社周辺
　問／笠間市商工観光課　tel0296-77-1101
◆笠間工芸の丘　木工＆クラフト in 笠間
　10/6（土）～10/8（月・祝） 9:00～16:00
　場／笠間工芸の丘 特設会場
　問／笠間工芸の丘　tel 0296-72-1313

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2018. ９ → １２

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

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/

おすすめ施設・定期開催イベント

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/
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イベント各種　※掲載は開催日時順

笠間浪漫

かさま歴史交流館 井筒屋常陸国出雲大社  拝殿

第111回  笠間の菊まつり
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笠間ふれあい体験旅行
田舎暮らし体験で笠間の魅力を伝える

地元有志によるNPO法人「笠間の魅力発信隊」が企画する「笠間ふれあい
体験旅行」が盛り上がっています。この旅行プランは、都会や海外の小中高・
大学及び一般旅行者を対象に、笠間市内の民家などで田舎暮らしを体験して
もらうという内容。同法人の代表を務める大坪 桂さんに、その活動内容と
笠間の魅力について話を伺いました。

豊かな自然とものづくりに根ざした生き方に真の豊かさを感じて

海外からの参加者には日本の伝統文化を知るプログラムが充実

NPO法人「笠間の魅力発信隊」の代表を務める大坪 桂さん

【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

スカイロッジ 秋の味覚満載宿泊プラン＆お鍋でぽっかぽかキャンペーン

体験旅行参加者を受け入れる側も盛り上がってきました！

農家の軒先でいなり寿司弁当などの食事を楽しむ千葉県内から来た中学生。地元の人たちとの交流に自然と笑みがこぼれます

宿泊された方に鍋料理が無料サービス
（４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　・しょうゆちゃんこ鍋
・塩ちゃんこ鍋　・豆乳鍋
【キャンペーン期間】（土曜・休前日を除く）平日限定
・平成30年 12月 3日（月）から12月 14日（金）
・平成31年 1月 16日（水）から3月 15日（金）
【宿泊料金】
・4人棟（4名様）15,500 円
・6人棟（6名様）23,200 円
・12人棟（12名様）39,000 円
※その他の割引プラン併用は不可
※朝食付
※要予約5日前まで

宿泊された方に鍋料理が無料サービス
（４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　・しょうゆちゃんこ鍋
・塩ちゃんこ鍋　・豆乳鍋
【キャンペーン期間】（土曜・休前日を除く）平日限定
・平成30年 12月 3日（月）から12月 14日（金）
・平成31年 1月 16日（水）から3月 15日（金）
【宿泊料金】
・4人棟（4名様）15,500 円
・6人棟（6名様）23,200 円
・12人棟（12名様）39,000 円
※その他の割引プラン併用は不可
※朝食付
※要予約5日前まで

お鍋でぽっかぽかキャンペーンお鍋でぽっかぽかキャンペーン
笠間産の栗と米を笠間火器の土鍋で炊き上げます！
・栗ごはん、みそ汁、おかず
　（笠間焼のお茶碗使用）
【実施期間】（土曜・休前日を除く）平日限定
・平成30年 9月 3日（月）から11月 30日（金）
【宿泊料金】
・4人棟（4名様）20,000 円
・6人棟（6名様）28,000 円
・12人棟（12名様）50,000 円
※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
※朝食付
※要予約5日前まで

笠間産の栗と米を笠間火器の土鍋で炊き上げます！
・栗ごはん、みそ汁、おかず
　（笠間焼のお茶碗使用）
【実施期間】（土曜・休前日を除く）平日限定
・平成30年 9月 3日（月）から11月 30日（金）
【宿泊料金】
・4人棟（4名様）20,000 円
・6人棟（6名様）28,000 円
・12人棟（12名様）50,000 円
※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
※朝食付
※要予約5日前まで

秋の味覚満載宿泊プラン秋の味覚満載宿泊プラン

　NPO法人『笠間の魅力発信隊』の代表を務める大坪 桂さ
んは、2015年３月に千葉県浦安市の中学校校長を定年退職。
その年の4月に笠間と元々の自宅がある千葉県船橋市との二
地域居住を開始します。以前から田舎暮らしに憧れていた大
坪さんですが、笠間が好きになった理由は、豊かな自然があ
ることと、アートの香りが気に入ったから。2010年頃から
週末のたびに笠間へ通っていたことから縁が生まれ、船橋の
自宅のほかに、笠間で新居を構えるに至りました。
　笠間の魅力発信隊のメイン事業である「笠間ふれあい体験
旅行」は、都会や海外の子供たちが笠間の地で異世代交流、
自然体験、生活体験をすることで、生きる力を育むことを目
的としています。具体的には陶芸体験、合気道体験、竹細工
やわら細工などの伝統文化の体験、収穫体験、そば打ち体験
など、盛りだくさんの内容。これらを参加者の年齢や住む地
域を考えながら、より楽しく学べる内容へとアレンジしてい
きます。笠間の人たちとのふれあいの中で、仕事の喜びや厳
しさ、食につながる命の大切さ、日本の伝統文化や歴史、自
然を尊ぶ心など、参加者が学べることはたくさんあると言い
ます。「参加する子供たちには笠間の豊かな自然と、笠間に
住む人たちのものづくりに根ざした生き方にふれることで、
真の豊かさとは何であるかということを感じてほしい。また、
この体験旅行をとおして笠間の魅力を発信していきたいと考
えています」と大坪さん。「将来的には笠間で仕事を見つけ
て移住してくれるような人を育てていければ」と、未来を見
据えた話をしていただきました。
　同法人では体験旅行をする子供たちの受け入れに協力して
くれる民家を随時募集しています。現在100軒以上の受け
入れ民家がありますが、今後益々必要になることが予想され
ます。協力したいという人は、ぜひお問い合わせください！
問／090-5765-0544（大坪まで）

都会の子供たちにとって農業体験は新鮮な刺激がいっぱい！
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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.lg.jp（☆を@にして送信）

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」®
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《お問い合わせ》

來楽～KIRAKU～
住／茨城県笠間市笠間2247-1（『笠間民芸の里』内）
電／080－8867－8008
営／11:30～16:00　休／不定休

笠
間
焼
・
グ
ル
メ
・
台
湾
フ
ェ
ア
も
「
笠
間
浪
漫
」
開
催
！

最近、友達とよく笠間に来ています♪ 子供た
ちの挨拶、巡り会う人達の温もり、そして素
晴らしい景色！ なぜかほっとする場所です。
（茨城県水戸市・女性）

最近、友達とよく笠間に来ています♪ 子供た
ちの挨拶、巡り会う人達の温もり、そして素
晴らしい景色！ なぜかほっとする場所です。
（茨城県水戸市・女性）

笠間大好きです！ もっとたくさんの人に訪れ
てほしい素敵な街だと思います。
（茨城県つくば市・女性）

笠間大好きです！ もっとたくさんの人に訪れ
てほしい素敵な街だと思います。
（茨城県つくば市・女性）

ウッディな外観が特長

めん焼セット ［1,000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
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読
者
の
声

千葉から一番近い陶芸の街で、よく訪れてい
ます。暖かみのある笠間焼が気に入っていま
す。（千葉県・男性）

千葉から一番近い陶芸の街で、よく訪れてい
ます。暖かみのある笠間焼が気に入っていま
す。（千葉県・男性）

笠間の地場産業である笠間焼や木工製品などのクラフト、

笠間産の美味しい農作物やグルメなどたくさんのお店が会

場に軒をつらねます。また、メイン企画として、今年８月

に台湾・台北市内に「笠間市台湾交流事務所」が開設され

たことを記念し、「台湾フェア」を開催します。台湾ローカ

ルフードである「魯肉飯」「小籠包」「牛肉麺」など、15メ

ニュー以上をご用意。台湾ビールやお土産もあります。そ

のほかにも、親子で体験ができる「かさま手仕事村」、笠間

焼作家と生ビールのコラボイベント「笠間焼ビールフェア」

などイベント盛りだくさん。６日には夜の部を設け、生バ

ンドの演奏やNEVA GIVE UP・ナイトライブなどを行います。

笠間産のおつまみを食し、笠間焼の器で地酒を酌み交わし

ながら、スローな時間を堪能しましょう！

【開催イベント】
▼ 笠間市台湾交流事務所開設記念「台湾フェア」（※１）

▼ かさま手仕事村（※１）

▼ 笠間焼ビールフェア（※１、※２）

▼ 笠間浪漫・夜の部「笠間夜市」（※２）

▼ 笠間いなり寿司コンテスト（※３）

▼ 生バンドの演奏及び郷土芸能の上演（※４）
　※１　10/6～10/8　9:00～17:00
　※２　10/6　17:00～21:00
　※３　10/8　11:00～（数量限定）
　※４　10/6～10/8　10:00～17:00

【　会　場　】笠間芸術の森公園  イベント広場
【お問い合わせ】（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

手作り餃子4つがセットになる『めん焼セット』

風通しが良く明るい店内 器には笠間焼が使われています

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

◆ベニス発！謎解き  ガラスの美術館　同時開催／世界の児童画
　9/30 （日）まで
◆日仏友好160周年・没後50年　藤田嗣治と陽気な仲間たち　
　10/6（土）～12/16 （日） 
　1913年、渡仏した藤田嗣治は芸術の都パリで研鑽を重ね、乳白
色の絵肌に日本の筆で線描する画風を確立します。エコール・
ド・パリの寵児として名を馳せた藤田のもとには多くの日本人
画家が訪れました。第二次世界大戦勃発後に帰国を余儀なくさ
れた藤田でしたが、戦後はアメリカを経由して渡仏。1955年に
帰化、のちにカトリックの洗礼を受け、レオナール・フジタと改
名しています。本展では、藤田を中心にエコール・ド・パリの画家
や日本人画家の作品を4つの章に分けて展示します。これらの
作品から動乱の時代をともに生きた画家たちの交流をたどり、
日仏両国で名声を得た藤田嗣治の生涯を紐解くものです。
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／月曜（祝日の場合開館、翌日休館）
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、その同伴者１名は各半額割引

◆欲しいがみつかる・うつわ展  －笠間と益子－
　9/22（土）～12/9（日） 
　笠間や益子のやきものというと、全国的に販路を広げた明治時
代に多くつくられていた、柿釉や糠白釉などの釉薬を使った昔
ながらのスタイルのものをイメージする人が多いかもしれませ
ん。しかし、現代の笠間と益子の作家がつくるやきものは、作家
によって土や釉薬など使用する素材はもちろんのこと、成形や
施釉の手段にも違いがあり、そのスタイルは実に様々です。
　本展では、笠間と益子を活動の拠点とする約60名の作家の作品
により、作家の個性や現代の感覚が取り入れられた新しいスタ
イルのうつわを紹介いたします。自分でも「使ってみたい」「飾っ
てみたい」など、欲しいうつわがみつかる展覧会です。
料／一般720円、高齢者（満70歳以上）360円
　　高大生510円、小中生260円
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／月曜（ただし、祝日の場合は開館し翌日休館）
　　※11/5(月)は臨時開館

●井上卓・陶人形展 Ⅴ　9/11（火）～9/24（月）
●青白磁・染付器展  －相馬晃・相馬登志恵－　9/11（火）～9/24（月）
●普段着のうつわ展　樫村恭子　9/26（水）～10/8（月）
●飯沼耕市  作陶展　9/26（水）～10/8（月）
●うきうきマイスター展　なかよし植木鉢2018　10/10（水）～10/21（日）
●Phoenix　グラハム マクアリスタ　10/10（水）～10/21（日）
●日中陶芸作家集団展　10/23（火）～11/4（日）
●Kōgei  日本工芸会東日本支部茨城研究会による　10/23（火）～11/4（日）
●土ものがたり  前野ともこ　11/6（火）～11/18（日）
●川口聡一  作陶展　11/6（火）～11/18（日）
●タスファイエ ガライヤ  作陶展　11/20（火）～12/2（日）
●森羅山房  「笠間焼/マクラメジュエリー」　二人展　11/20（火）～12/2（日）
●笠間工芸の丘絵画教室展　12/4（火）～12/9（日）

◆zakka＆café gallery  LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●まのめ たかひろ展　9/21（金）～9/30（日）
●しばた あきこ展　10/5（金）～10/14（日）
●冬の森の祭日　10/19（金）～10/28（日）
●秋草(AKIKUSA)展　11/16（金）～11/25（日）
●Amulet  個展　12/1（土）～12/9（日）
◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●栗原節夫  作陶展　9/19（水）～9/30（日）
●山口由美  作陶展　10/2（火）～10/14（日）
●『泥魚展』  松尾昭典  作陶展　10/16（火）～10/28（日）
●大﨑  透  『陶の動物園'18』　10/30（火）～11/11（日） 
●西本典正   門脇美香江   二人展　11/13（火）～11/25（日）
●西村俊彦  作陶展　11/27（火）～12/9（日）
●伊藤純子  浜野陽子  +3　12/11（火）～12/24（月・祝）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●鈴木  稔  作陶展　9/15（土）～9/28（金）
●馬川祐輔 × 廣川温  作陶展　9/29（土）～10/12（金）
●斉藤政秋  作陶展　10/13（土）～10/26（金）
●伊藤剛俊  作陶展　10/27（土）～11/9（金）  
●阿部  誠  作陶展　11/10（土）～11/23（金）
●酒井敦志之  作陶展　11/24（土）～12/7（金）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●小さなガラスの表現者（中原雅恵・古木晶子・谷口知恵子）　9/8（土）～9/25（火）
●谷  美由紀  ガラス展　9/29（土）～10/16（火）
●田子美紀  ガラス展  　10/20（土）～11/6（火）

小さなガラスの表現者
Glass Gallery SUMITO

そば処　柊（ひいらぎ）zakka &cafe gallery LEMIDI（ラ・ミディ） 西洋割烹  かるにえ
稲荷神社より一本裏通りにある隠れ家的な料理店。
笠間焼の器を使って御料理を提供しています。個室
もご利用いただけます。
【会員特典】 ソフトドリンク１杯サービス
住／笠間市笠間1351　　電／0296-70-1118
営／11:30～14:00（L.O） 17:30～20:30（L.O）
休／月曜日　　http://www.carnier335.com

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

笠間焼を中心に、日本製にこだわった衣類やタオル
を扱っています。ゆっくりと時間が流れるカフェで
は、作家さんとの新しい出会いが待っています。
【会員特典】 ソフトクリーム100円引き
住／笠間市笠間1357-2　　電／0296-73-0430
営／10：00～18：00　　休／火曜日
https://zakka-lemidi.wixsite.com/home

あふれる笑顔で迎えてくれるのは、
オープン3年目の人気スイーツ店「パ
ティスリー おん」の若奥様、鮫島友恵
さん。現在3人のお子様を育てながら、
オーナーパティシエであるご主人を支
えてがんばっています。季節のフルー
ツを使ったタルトがおすすめ！

「笑顔で帰っていただくことが目標です！」  お店は人と人とのつながりを大事にしています。

笠間焼やグルメなど盛りだくさん！今年は台湾フェアも

「笠間浪漫」10/6（土）～10/8（月・祝）に開催！「笠間浪漫」10/6（土）～10/8（月・祝）に開催！

patisserie On（パティスリー おん）
茨城県笠間市鯉淵6266-190　電／0296-73-5202

契約農家から直接仕入れた薫り高いそば粉を使用
しています。ギャラリーロードに位置し、笠間工芸
の丘や茨城県陶芸美術館も徒歩圏内です。
【会員特典】ソフトドリンク１杯サービス
住／笠間市笠間2501-1　　電／0296-72-1967
営／11：00～14：00　　休／木曜日

モーリス・ユトリロ
「アベスの広場」 1922年
笠間日動美術館蔵

植竹  敏
「鉄釉しのぎコーヒー
カップ＆ソーサー」
「糠白しのぎポット」

2017年

高見沢  美穂
「まんまるマグカップ」

2017年

田村能里子
「駱駝の背骨」
2009年ガラス

谷  美由紀  ガラス展
Glass Gallery SUMITO

ショートモヒカンに髭づらという個性的な出で立ちの店主が、3年ほど前に脱サラして始めた店。
飾らない雰囲気の中、こだわり満載のオリジナル料理が食べられます。おすすめは、『めん焼』と『餃
子』と『チャーハン』。『めん焼』は平打ち細麺の自家製麺を、豚肉や野菜など、たっぷりの具材
と炒めたオリジナルメニュー。Ｂ級グルメっぽい見た目ですが、塩味の中に深みのある旨味が広
がる飽きのこない味わいです。皮まで手作りした大きめの『餃子』が４つ付いたセットメニュー
が人気。『餃子』は店主自慢のお手製ラー油をたっぷり付けて食べると美味です。 もうひとつのお
すすめ『チャーハン』は、お米から手作りしているというこだわりぶり。パラパラというよりは
モチッとした食感の、お米のおいしさを堪能できる一品です。お店は『笠間民芸の里』内にあって、
とても分かりやすい場所。料理だけでなく、話し好きの店主との会話もお楽しみのひとつです！

笠間夜市

笠間夜
市は 10

/6（土）1
7:00 か

ら003

パティスリー おん／鮫島友恵さん
笠間の看板娘笠間の看板娘
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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 1,400円×2枚（2,800円）
　片道のみの場合　大人1,600円　小人800円
　（上記は笠間までの料金です。秋葉原駅8:20発 益子駅行
　　益子駅16:00発 秋葉原駅行は座席予約することができます。
　　※注 但し除外日あり）

福ちゃんの森公園

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
久喜白岡JCT

鶴ヶ島JCT 鉾田IC

笠間の
穴場
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バーベキュー施設やドッグランもバーベキュー施設やドッグランも

圏央道

かさまアート情報
笠間の看板娘　　「笠間浪漫」開催！
食の逸品「めん焼セット」來楽～KIRAKU～
笠間の穴場「福ちゃんの森公園」ほか

笠間の菊まつり、悪態まつり、ほか
秋のイベント情報
笠間再発見！
笠間ふれあい体験旅行

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/

詳しくは　 ☜    笠間観光協会　   検索

お箸の材料は、桜・カリンなどから選ぶ事が
できます。昼食は「常陸秋そば」を使って蕎
麦打ちにチャレンジ！ 自作のマイ箸でいただ
く打ち立ての蕎麦は格別の味わい！ 午後から
は、窯元を選んで蕎麦猪口、箸置きを作る笠
間焼陶芸体験！ 贅沢な制作三昧の1日です！

旅行代金…8,600円～11,800円
　　　　　（2名様より タクシー付き）

出　発　日…土・日・祝

笠間で自作の１日
ものづくり体験／コースNo.18-0112

表紙写真／（上段）笠間稲荷神社の舞楽祭（※1）　（下段・左から）稲田禅房西念寺のお葉付きイチョウ（※2）　「笠間浪漫」笠間焼の販売　「笠間の菊まつり」開催中の笠間稲荷門前通り（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「迦陵頻（かりょうびん）」内藤純夫　※2「天も地もこがね色」山口克治　※3「菊灯りの調べ」鈴木健司）

　目の前に田んぼの風景が広がる笠間市
福田地内の里山に2018年6月オープン。
園内にはライブなどのイベントを開催で
きる屋外集会所、専用炉を６基設置した
屋根付きのバーベキュー施設、愛犬と遊
べるドッグランなどを備えています。バ
ーベキュー施設はペット同伴可能なとこ
ろが県内には少ないことから、愛犬家グ
ループの利用も期待されています。集会
所には管理事務所のほか多目的室、物販
室があります。多目的室には厨房を併設。

そば打ちの道具も備えているので、アイ
デア次第で色々な集まりに利用できそう
です。物販室を借りればお店を開くこと
もできますよ。水辺の散歩が楽しめる堂
ノ入池（どうのいけ）やせせらぎ水路も
おすすめです。
　「今後は植栽を行うなどして、四季折々
の景色を楽しめる公園にしていきたいで
す」と施設長の水越さん。入園料は無料
（ドッグラン等は有料）。里山の公園で、
のんびりとした１日を過ごしましょう。

↑屋外集会所では様々なイベントを開催できます。左側は屋根付きのバーベキュー施設

旅行プラン

住／茨城県笠間市福田 2990-1
問／0296-74-7455　休／月曜日と年末年始
※入園無料。多目的室、物販室、屋外集会所、ドッグラン、
　バーベキュー施設は有料

↑施設長の水越 均さん

↑厨房も使える多目的室

福ちゃんの森公園

↑屋外のドッグラン

↑バーベキュー施設
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