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　私が茨城交通の経営に
関わるようになって３
年。現在笠間市内を走る
路線バスは当社だけ（友
部地区、岩間地区を担当
していた茨城オートのバ
スは平成22年6月に茨
城交通へ統合）となり、

市のバス交通の維持・発展への責任の重さを感じな
がらやってきました。そんな中、東日本大震災で不
通となった常磐線・水戸線の代替交通手段として、
笠間―東京（秋葉原）間に高速バス、桃山駅－友部
駅に路線バスを臨時で走らせたのは、この地域の足
を担うという責任感からだったと思います。
　また、今年の陶炎祭では、笠間焼協同組合からの
依頼で畜産試験場跡地―会場間のシャトルバスを走
らせ、渋滞を避けて会場まで行けることで来場者か
ら大変好評でした。そして６月には高速バス笠間―
東京（秋葉原）を７年ぶりに復活させ、特に片道
1,000円の特別運賃期間中には予想以上の乗客で、
増発便でも足りないくらいのご利用がありました。
その間、市役所、笠間観光協会、笠間焼協同組合や

陶芸家の方々をはじめ、多くの方々と知己を得て交
流させていただきましたが、そこで感じたことはみ
なさんの動きが早く、しかもまとまりがあるという
ことです。当社が上記のような手を打てたのは、笠
間のみなさんのご協力はもちろんのこと、その熱意
と動きの早さに乗せられたこともあったかもしれま
せん。話をしていてこちらも刺激を受け、新たなア
イディアをぶつけ合えるという点で、私にとって笠
間は楽しい場所でもあります。
　常磐自動車道と北関東自動車道、JR常磐線と水
戸線の結節点である笠間は、茨城への観光の玄関口
です。陶芸や笠間稲荷神社をはじめとする様々な文
化・観光資源をより多くの人に知ってもらうために、
公共交通の事業者という立場だけでなく、旅行・観
光事業者の立場としても笠間の観光振興に貢献でき
ればと考えています。
　私が笠間に対して思い入れを持つのは、仕事が楽
しいというだけでなく、私の故郷（石川県能美市）
と共通点が多いことも理由かもしれません。焼物
（九谷焼）が身近にあり、のどかな田園風景に囲ま
れて過ごした子供のころをふと思い出させてくれる
場所です。
　この秋も笠間浪漫や新栗まつり、笠間の菊まつり
等いろんなイベントが開催されますが、仕事を理由
にして遊びに通いたいと思っています。

発行日／2012年9月6日　発行元／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/index.html

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（タクシー付き）
出　発　日　土・日・祝日旅行プラン

笠間で自作の１日
詳しくは　 ☜ものづくり体験／コースNo.12-0112

笠間ファン倶楽部
　協力店情報／体験事業報告／会員募集
笠間のいな吉が行く！　我らは笠間応援団！

秋のイベント情報（笠間の菊まつり、ほか）
注目の新イベント「笠間浪漫」
かさまアート情報
食の逸品「和心 笠間・栗のテリーヌ」 

表紙写真提供（敬称略）佐藤邦夫、福田義康、山口克治／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
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動
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道

栃木都賀JCT

岩舟JCT高崎JCT

笠間観光協会HP　検索

茨城交通株式会社　代表取締役社長　任田正史

笠間の観光振興に貢献を

2012年 秋号
VOL.032

K A S A M A  F A N

笠間へのアクセス

2012年 秋号
VOL.032

Access
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◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/22（土）10:00～17:00、　9/23（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第6回　かさま新栗まつり
　9/29（土）9:00～16:00、　９/30（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
　10/5（金）～10/8（月・祝）9:00～21:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆BIG BAND PICNIC in 笠間
　10/7（日）11:30～、　10/8（月・祝）10:20～

　場／笠間芸術の森公園野外ステージ

　問／ビックバンドピクニック in 笠間 実行委員会

　　　（渡辺）tel 080-8834-2966

◆かさま狐の嫁入り　10/13（土）16:00～
　場／笠間稲荷神社付近　※荒天時は翌日　

　問／柏屋　tel 0296-72-0139

◆笠☆狐（コン）　10/13日（土）17:00～（予定）
　場／笠間稲荷門前通り　

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆第７回　笠間のいなり寿司コンテスト
　10/13日（土）1２:00～（※数量限定）
　場／笠間稲荷門前通り　

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆秋季都市緑化祭　10/20（土）　※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

◆假屋崎省吾の世界　10/21（日）10:00～12:00
　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。

◆ふるさとまつり in かさま
　10/27（土） ・ 10/28（日）9:00～16:00

　場／笠間市みどりの広場（畜産試験場跡地）

　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532

◆笠間骨董我楽多市　11/1（木）～11/4（日）9:00～16:00
　場／笠間稲荷神社前　笹目酒造裏駐車場

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆第15回　笠間焼フェア
　1１/２（金）～11/4（日）10:00～17:00

　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2012
　11/3（土・祝）10:00～17:00、　11/4（日）10:00～15:30

　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

◆復興いばらき県民まつり2012
　11/3（土・祝）10:00～17:00、　11/4（日）10:00～1５:３0

　場／笠間芸術の森公園イベント広場・野外ステージ

　問／茨城県農林水産部農業政策課　tel 029-301-3828

◆六所神社祭礼　11/3（土・祝）・11/4（日）
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆常陸の國　鞴祭（ふいごまつり）　11/8（木）
　場／天正宮公誠殿境内（岩間地区）

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆岩間天狗まつり＆ファンタジーナイト
　11/17(土)11:00～19:00

　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

◆第17回　笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/30（金）まで

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆陶のオルゴール展　12/1（土）～12/25（火）
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865

◆第７回  かさま陶芸の里マラソン大会　12/16（日）9:00～
　場／笠間芸術の森公　問／笠間市スポーツ

　振興課　tel 0296-77-1101

◆悪態まつり　12/16（日）　場／飯綱神社
　問／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
　燦々と降り注ぐ太陽の下、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／1セット2,550円

　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

◆笠間いきいき市場　毎月第３日曜日　９:00～15:00
　場／笠間市みどりの広場（畜産試験場跡地）

　問／いきいき市場事務局　tel 0296-78-3911

◆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105回　笠間の菊まつり
◆大菊花展及び市民菊花展
　10/13（土）～11/25（日）6:00～日没

　場／笠間稲荷神社境内

◆菊人形展　大河ドラマ「平 清盛」
　10/13（土）～11/25（日）

　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
　10/13（土）～11/25（日）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（土）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
　11/10（土）10:00～

　場／笠間稲荷神社境内

◆大和古流奉納式
　11/11（日）9:30～、11:30～

　場／笠間稲荷神社境内

◆舞楽祭　11/18（日）10:00～、14:00～

◆ご鎮座２０周年記念大祭　10/21（日）10:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（金・祝）8:00～
◆ご鎮座記念祭・龍蛇神社大祭　12/16（日）17:00～
◆年越大祓祭　12/23（日）14:00～

◆親鸞聖人報恩講法要　11/3（土）・11/4（日）
　※お説教あり。

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（３日前まで）
　12/2（日）～12/19（水）、1/15（火）～3/15（金）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
　12/20（木）～12/25（火）　※要予約（3日前まで）

　料／4人棟21,800円、6人棟31,800円、12人棟54,800円

　笠間の人気スイーツ店「グリュイエール」プロデュースのクリスマス

　ケーキとディナー付プラン。

◆期間限定 笠間レストラン＠スワンカフェ　9/18（火）～10/10（水）
　場／スワンカフェ銀座店（東京都中央区銀座2-12-16）

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆第3回オープン・アトリエ　9/20（木）～9/23（日）10:00～16:00
　場／手越地内　問／風の窯　tel 0296-72-5785

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2012. 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6回  笠間アートのまちめぐり
９/13（木）～12/9（日）まで開催中

１ ２ ３

４

問／茨城県陶芸美術館　tel 0296-70-0011

※1日で4館を巡れる期間（10/20～11/25）

問／tel 0299-45-6622愛宕天狗の森 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

2 ＊ KASAMA FAN KASAMA FAN ＊ 3



◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/22（土）10:00～17:00、　9/23（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第6回　かさま新栗まつり
　9/29（土）9:00～16:00、　９/30（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
　10/5（金）～10/8（月・祝）9:00～21:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆BIG BAND PICNIC in 笠間
　10/7（日）11:30～、　10/8（月・祝）10:20～

　場／笠間芸術の森公園野外ステージ

　問／ビックバンドピクニック in 笠間 実行委員会

　　　（渡辺）tel 080-8834-2966

◆かさま狐の嫁入り　10/13（土）16:00～
　場／笠間稲荷神社付近　※荒天時は翌日　

　問／柏屋　tel 0296-72-0139

◆笠☆狐（コン）　10/13日（土）17:00～（予定）
　場／笠間稲荷門前通り　

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆第７回　笠間のいなり寿司コンテスト
　10/13日（土）1２:00～（※数量限定）
　場／笠間稲荷門前通り　

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆秋季都市緑化祭　10/20（土）　※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

◆假屋崎省吾の世界　10/21（日）10:00～12:00
　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。

◆ふるさとまつり in かさま
　10/27（土） ・ 10/28（日）9:00～16:00

　場／笠間市みどりの広場（畜産試験場跡地）

　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532

◆笠間骨董我楽多市　11/1（木）～11/4（日）9:00～16:00
　場／笠間稲荷神社前　笹目酒造裏駐車場

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆第15回　笠間焼フェア
　1１/２（金）～11/4（日）10:00～17:00

　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2012
　11/3（土・祝）10:00～17:00、　11/4（日）10:00～15:30

　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

◆復興いばらき県民まつり2012
　11/3（土・祝）10:00～17:00、　11/4（日）10:00～1５:３0

　場／笠間芸術の森公園イベント広場・野外ステージ

　問／茨城県農林水産部農業政策課　tel 029-301-3828

◆六所神社祭礼　11/3（土・祝）・11/4（日）
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆常陸の國　鞴祭（ふいごまつり）　11/8（木）
　場／天正宮公誠殿境内（岩間地区）

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆岩間天狗まつり＆ファンタジーナイト
　11/17(土)11:00～19:00

　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
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問／tel 0296-74-3000出雲大社  常陸
http://www.izumotaisha.or.jp/
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　  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。
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４
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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
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内　　容：笠間焼、手作り料理、自家栽培野菜、地場産品、木工

品、鉄製品、手作り雑貨　等

動員企画：着物イベント（着物持ち込みの方は着付サービス）

ステージ企画：おばあちゃんの味コンテスト、

　おじいちゃんの知恵袋（昔の遊び道具講習会）

　Ocha-1GP、私の食卓等　その他イベント企画中

笠間焼の展示・販
売も行われます。

　これまで笠間の秋は「匠のまつり」を行ってまいり

ましたが、春の陶炎祭の賑わいと比べると、少し落ち

着いた印象でした。

　みんなでいろいろと話し合った結果、ここは思い

切ってまつりを一から見直し、これまでにないまつり

を作ろうと立ち上がり、新たな取り組みをはじめまし

た。「匠のまつり」が進化したものだと考えていただ

ければわかりやすいと思います。名前はいろいろ議論

したのですが、消えゆく昭和の香りが漂い、ノスタル

ジックな雰囲気を思い起こすように「笠間浪漫」とし

ました。

　「笠間浪漫」では、笠間の特色を前面に出していき

ます。笠間には、美味しいものが豊富にあります。恵

まれた土地で育てられた農産物などを使って加工食品

をたくさん紹介していきます。

　イベントのキーワードは「手作り」です。私たちの

子どもの頃は、物が豊富にない時代でしたので、みん

な自分たちで作っていました。私たちの先輩方はその

ノウハウを持っています。その貴重な手作りの技を次

の世代に継承していくことが私たちの役割でもありま

す。伝統的工芸品である笠間焼、匠の技が光る石の作

品、手芸や木工などなど。これら手作りにこだわった

自慢の一品に出会えることでしょう。

　夜には、昔の横丁・屋台村のように、みんなで美味

しいものを食べたり、地酒を飲んだりしながら、音楽や

会話を楽しんでもらえるような空間にしていきます。

　出展するお店の数は、約200店舗。この秋一番の

ビッグイベントとなります。

　そして今回は、何より地元の人たちに来てもらいた

い、参加してもらいたい、なんとか笠間の人たちを集

めたいと思っております。地元の人に、笠間の良さを

再認識してもらい、一緒に笠間を盛り上げ、まちおこ

しに繋げていきたいと考えております。

　「笠間」を凝縮したまつり「笠間浪漫」。今年が第

1回目です。多くのみなさまのご来場を、お待ちして

おります。

　笠間浪漫は笠間焼や石材などの地場産業のPRをす

るとともに、昔から伝わっている地元の郷土料理を

使って、笠間を活性化することを目的として、これま

で秋に行われてきた「匠のまつり」をより魅力溢れる

イベントへと一新させたものです。今回は特に、これ

まで出展できなかった個人・グループ・町内会等のみ

なさんが気軽に参加できるようにして、地元のみなさ

んと共に作り上げるような、楽しいまつりにしたいと

考えています。

　具体的には、伝統文化・田舎料理などを受け継いで

いる方々が参加しやすいように、手作り・笠間産・郷

土愛・田舎・懐かしい等のテーマごとに区分けをし、

参加者を地元から募集します。

１．手作り・懐かしい…の伝承
　手作りで懐かしい、昔ながらの田舎の味を都会の人

や若者にも味わってもらいたい。おばあちゃんの味等

に触れることで、昔の良さを再発見し、次の世代へ伝

えていきたいと考えています。

２．ちょっと寄ってみたくなるようなあたたかさ
　今までの地場産品に加えて、新たに飲食店舗・町内

会・生産農家・組合・個人等をグループ分けし、がん

ばっぺ横町・ぶらり横町・のれん横町・おふくろ横

町・駅前商店横町といったように面白い横町名を考

え、ちょっと寄ってみたくなるような、あたたかみの

ある場所にします。

３．訪れた方が楽しめるような工夫
　お店の配置も、訪れた方がわかりやすく、スムーズ

に目的の場所へ行けるようにします。また、お客様が

お土産品を持ち帰りやすいように、スタッフが荷物を

運ぶお手伝いなどもいたします。飲食ゾーンは、屋台

村のように夜９時まで営業できるようにし、ゆっくり

とくつろげる空間にしていきます。

　飲食以外にも、笠間の特産品や新鮮な野菜を効果的

に配置し、見るだけで楽しめるような演出をします。

　このように、このイベントに参加するだけで、笠間

の今を体験できるように「笠間浪漫」を企画中です。

みなさまのご参加、ご来場を心よりお待ちしておりま

す！

匠のまつりの進化形、キーワードは「手作り」

笠間浪漫　川野輪 和康（かわのわ・かずやす） 実行委員長に聞きました

書／川又 南岳

始動
秋のビッグイベント「匠のまつり」が、今年から「笠間浪漫」として新たに生まれ変
わります。「手作り」をキーワードにノスタルジックに昔の横町、屋台の雰囲気を演
出。地元の参加を広く募り、笠間の特色を全面に出していきます！

地元に開かれたまつりとして企画、屋台村の雰囲気も

10/5（金）～ 10/8（月・祝）　9:00 ～ 21:00
場／笠間芸術の森公園イベント広場
問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

笠間浪漫について

※写真はイメージです。
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　５月にB－1グランプリを主催する愛Ｂリーグの正会員に茨
城県内で初めて昇格した、笠間のいなり寿司いな吉会。笠間の
いなり寿司推進キャラクターである「笠間のいな吉」も、新聞
やラジオなど多数のメディアで大活躍！どこへ行ってもみん
なの人気者です。
　さらに１０月に開催される「B級ご当地グルメの祭典！ B－
１グランプリin北九州」で提供するメニューもそば稲荷・くる
み稲荷・プレーン稲荷の３種類に決まり、いな吉会は出展に向
けていよいよ本格的に始動します。笠間のいなり寿司の特徴
である“変り種”を存分に楽しめる自慢の１皿で、「笠間」を盛り
上げるために頑張ってきます。
　みなさん、応援よろしくお願いします！

◆開館40周年　20世紀フランス美術の栄光展
　鎌倉大谷記念美術館所蔵　ヴラマンク、デュフィを中心に
9/13（木） ～11/25（日）
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜日（但し9/17、10/8は開館、9/18、10/9は休館）
料／大人1000円、大学・高校生700円、中学・小学生500円、
65歳以上800円（20名以上の団体は各200円割引）
春風萬里荘との共通券／大人1,400円、大学・高校生900円、中学・小学生600
円、65歳以上1.100円（20名以上の団体は各200円割引）
◆対談会　「私が惚れたフランス美術」（聴講無料、入館料要）
10/7（日）  15:00～16:00　
講師／長谷川徳七（日動美術館館長）、長谷川智恵子（日動美術館副館長）
◆コンサート　「小菅優ピアノリサイタル」（予約要）
10/7（日）  18:30～　料／3000円　演奏／小菅優
◆学芸員によるギャラリートーク（聴講無料、入館料要）
10/13（土）、10/27（土）　14:00～14:30
◆美術講座 「一日画家体験」(受講無料、入館料要、材料費自己負担)
11/10（土）　テーマ／オーギュスト・ルノワール　定員／30名
講師／大塚好雄（日動美術館事務局長）
10:00～11:30　「画家の人生を、学んで体験」
13:00～16:00　「画家の作風を、模写で体験」
◆夢境庵茶会 (入館料要)
11/24（土）　10:00～16:00　場／春風萬里荘 「夢境庵」
席主／遠州流　齋藤宗光
◆プチコンサート 「マンドリンコンサート」(聴講無料、入館料要)
11/25（日）　１回目13:00～14:00　２回目15:00～16:00
演奏／水戸ジュピターマンドリンクラブ

◆長山六陶展　～10/8（月・祝）　◆橋口信弘作陶展　～10/8（月・祝）　◆清水
一博・町田幸展　10/11（木）～10/21（日）　◆松下知子（陶の物語展）　10/11
（木）～10/21（日）　◆茨城工芸会　会員展　10/24（水）～11/11（日）　◆ナナ
イロ　11/13（火）～12/2（日） 　◆たのしみのある空間展　11/13（火）～12/9
（日）　◆丘のなかまたち展　12/4（火）～12/16（日）

◆明治・大正時代の日本陶磁　ー産業と工芸美術ー　10/20（土）～12/9（日）
◆美術講演会　10/27（土）　◆ミュージアムコンサート　11/11（日）
◆呈茶会　11/17（土）
休／月曜（祝日の場合は開館し、翌日休館）　※（   ）内の料金は20名以上の団体料金
料／一般700円（550円）、高大生500円（400円）、小中生250円（200円）
◆近現代日本陶芸の巨匠たち　9/19（水）～H25.2/3（日）
◆現代茨城の陶芸展　10/11（木）～H25.2/11（月・祝）
◆フォトクラブ写楽彩　思い思いのミニ個展　10/30（火）～11/4（日）
◆笠間市児童生徒美術展覧会　11/23（金）～11/25（日）
◆茨城県立笠間高等学校美術作品展　12/9（日）～12/16（日）
休／月曜（祝日の場合は開館し、翌日休館）
料／一般300円（250円）、高大生250円（200円）、小中生150円（120円）

◆かまげん　tel 0296-72-0039
　田中荘弐　作品展　10/20（土）～10/28（日）
　武内雅之　器展　11月（予定）
◆Glass Gallery SUMITO　tel 0296-72-2104
　おとんぼ・宮下僚子・稲沢越子　３人展　9/29（土）～10/21（日）
　山崎葉・imaf　２人展　10/27（土）～11/11（日）
　Happy Christmas　11/17（土）～12/25（火）
◆きらら館　tel 0296-72-3109
　西村俊作陶展　9/25（火）～10/8（月・祝）
　若尾洋造漆陶展　10/10（水）～10/21（日）
　大崎透　陶の動物園　10/23（火）～11/4（日）
　上野猛作陶展　11/6（火）～11/18（日）
　外山亜基雄・高橋協子　二人展　11/20（火）～12/2（日）
◆ギャラリー桜　tel 0296-72-0803
　大貫博之展　花ごよみ　9/29（土）～10/14（日）
◆回廊ギャラリー門　0296-71-1507
　桑原典子作陶展　10/6（土）～10/19（金）
　及川静香・長谷川風子　二人展　10/20（土）～11/2（金）
　橋口信弘作陶展　11/3（土・祝）～11/16（金）

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、二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　有料会員限定　ご来店のお客様にお箸をプレゼント（有料会員
証の提示が必要です）
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/

県内に1台しかない豪華ミニバスを持つバス会社です。グループ旅行を専門
に扱い、親切で丁寧は当然として、その上で安くて速い手配をモットーに営
業しています。
会員特典　国内海外旅行を、5名様以上でお申込みの場合、5,000～10,000円
相当の特典か値引き。10名様以上の場合は、10,000～20,000円相当の特典か
値引き。詳しくはお問い合わせください。
住／笠間市平町1108-4　電／0296-78-5441　営／10:00～18:00
休／土・日曜日、祝日　http://www.daidaimiyabi.com/
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橙雅交通株式会社

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。

　今回の食の逸品は、最高級の食材を確かな技術と工夫で見事に融合させた、栗のテ

リーヌ「和心」です。オーナーシェフの伊藤修二（50歳）さんは、東京や水戸で修行を積

み、現在地に15年ほど前に手作りフランス菓子の店・くりーむをオープンさせました。

地元とのおつきあいの中で、生産量日本一を誇る栗をＪＡのメンバーから紹介され、 ひ

と口食べて「こんなにおいしい栗を食べたのははじめて」と感激。地元で作られる栗で

洋菓子を作れないかと試行錯誤を繰り返し、半年かかって納得のいくテリーヌを、一昨

年に完成させました。

　ふんだんに使用するメインの栗は、「極」と呼ばれる笠間の栗の中でも最高級のもの。

丹精込めて育てられた栗を1ヶ月間低温熟成させることで、糖度を高くしています。他

の食材についても、砂糖は沖縄産サトウキビのみを原料糖としたプレミアム砂糖の「本

和香糖」、バターはフランス中西部のエレシ村で生産される最高級発酵バター「エレシ・

バター」、洋酒はフランスで280年を超える歴史をもち、その伝統的な手法を用いて最高

級の名を冠するコニャックの神髄「レミー・マルタン」といった具合に、最高品質の食材

を使用しています。それら世界各地の本物の食材と、笠間の栗を見事に融合させ、「和

心」は作られています。価格は6,800円（税込）。

手作りフランス菓子の店　くりーむ
住／笠間市東平1-9-13　電／0296-77-9918
営／10:00～19:00　休／毎週水曜日（祭日の場合変更あり）
※和心の購入は要予約

1本6,800円（税込）
のプレミアムなお
菓子です。
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昨日笠間に行きました。笠間はとらえどころがないように思えて近
くに居ながら足がなかなか向かなかったのですが、じっくり歩くと
なかなか懐の広い面白い場所と分かり、夫婦でファンになりました。
どうぞよろしくお願い致します。　　　　　　　　　（茨城県・女性）

回廊ギャラリー  門

幸せだんご（玄米・うるち米）やおむすびなどをお米屋が手作りで販売して
います。おいしいお米はもちろん、加工品も販売しています。一番人気は玄
米だんごです。
会員特典　お買い上げのお客様に、玄米だんご１本サービス。
住／笠間市笠間1100　電／0296-72-0157
営／10:00～18:00　休／日曜日
http://www.nabeya-rice.com/

鍋　屋

　６月3０日、笠間ファン倶楽部体験事業を行いました。この日の内容は

笠間クラインガルテン隣接の「あいあい農園」で収穫した新鮮な夏野菜を

使ってのお料理教室とホタルの鑑賞。参加された20名の皆さんは暑い中

たくさんの夏野菜を収穫しました。

　収穫したのは、ジャガイモ、インゲン、枝豆などです。たくさんの採れた

て夏野菜をお土産に持ち帰りました。

　収穫した野菜を使って、ジャガイモ餅、豆乳そうめん、夏野菜のちらし

寿司、インゲンの胡麻和えを作りました。

　料理をおいしくいただいた後、「南指原ホタルの里」に移動し、ホタルの

鑑賞を行いました。この日はたくさんのゲンジボタル・ヘイケボタルを見

ることができ、幻想的な風景にスタッフも感動しました。

　今回の体験事業では、笠間クラインガルテンOBの「笠間サポート倶楽

部」の皆さんにボランティアとして、また、竹江弘子さんにお料理の講師

としてお手伝いいだきました。ご協力ありがとうございました。

　今後も楽しい体験事業を企画していきますので、皆さん是非ご参加く

ださい。 左から：そば稲荷・プレーン稲荷・くるみ稲荷

アルベール・マルケ
「ヴェニスの朝」
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」®

年に一度の神社参拝と焼物の街のイメージしかありませんでした
が、この通信を手にし、いろいろなジャンルで魅力あるスポットや催
事があることにおどろき、イメージが拡がりました。これからはこの
通信で度々訪れたいと思っています。　　　　　　    （千葉県・男性）

　５月にB－1グランプリを主催する愛Ｂリーグの正会員に茨
城県内で初めて昇格した、笠間のいなり寿司いな吉会。笠間の
いなり寿司推進キャラクターである「笠間のいな吉」も、新聞
やラジオなど多数のメディアで大活躍！どこへ行ってもみん
なの人気者です。
　さらに１０月に開催される「B級ご当地グルメの祭典！ B－
１グランプリin北九州」で提供するメニューもそば稲荷・くる
み稲荷・プレーン稲荷の３種類に決まり、いな吉会は出展に向
けていよいよ本格的に始動します。笠間のいなり寿司の特徴
である“変り種”を存分に楽しめる自慢の１皿で、「笠間」を盛り
上げるために頑張ってきます。
　みなさん、応援よろしくお願いします！

か　さ　ま　ア　ー　ト　情　報
問／tel 0296-70-0011茨城県陶芸美術館

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

問／tel 0296-72-2160笠間日動美術館

ギャラリー情報

和心 笠間・栗のテリーヌ  （くりーむ）
見つけた！笠間のおいしいもの

笠間のいな吉が行く！

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

食の逸品

採れたて夏野菜の料理教室＆ホタルの鑑賞
笠間ファン倶楽部体験事業報告
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　５月にB－1グランプリを主催する愛Ｂリーグの正会員に茨
城県内で初めて昇格した、笠間のいなり寿司いな吉会。笠間の
いなり寿司推進キャラクターである「笠間のいな吉」も、新聞
やラジオなど多数のメディアで大活躍！どこへ行ってもみん
なの人気者です。
　さらに１０月に開催される「B級ご当地グルメの祭典！ B－
１グランプリin北九州」で提供するメニューもそば稲荷・くる
み稲荷・プレーン稲荷の３種類に決まり、いな吉会は出展に向
けていよいよ本格的に始動します。笠間のいなり寿司の特徴
である“変り種”を存分に楽しめる自慢の１皿で、「笠間」を盛り
上げるために頑張ってきます。
　みなさん、応援よろしくお願いします！

◆開館40周年　20世紀フランス美術の栄光展
　鎌倉大谷記念美術館所蔵　ヴラマンク、デュフィを中心に
9/13（木） ～11/25（日）
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜日（但し9/17、10/8は開館、9/18、10/9は休館）
料／大人1000円、大学・高校生700円、中学・小学生500円、
65歳以上800円（20名以上の団体は各200円割引）
春風萬里荘との共通券／大人1,400円、大学・高校生900円、中学・小学生600
円、65歳以上1.100円（20名以上の団体は各200円割引）
◆対談会　「私が惚れたフランス美術」（聴講無料、入館料要）
10/7（日）  15:00～16:00　
講師／長谷川徳七（日動美術館館長）、長谷川智恵子（日動美術館副館長）
◆コンサート　「小菅優ピアノリサイタル」（予約要）
10/7（日）  18:30～　料／3000円　演奏／小菅優
◆学芸員によるギャラリートーク（聴講無料、入館料要）
10/13（土）、10/27（土）　14:00～14:30
◆美術講座 「一日画家体験」(受講無料、入館料要、材料費自己負担)
11/10（土）　テーマ／オーギュスト・ルノワール　定員／30名
講師／大塚好雄（日動美術館事務局長）
10:00～11:30　「画家の人生を、学んで体験」
13:00～16:00　「画家の作風を、模写で体験」
◆夢境庵茶会 (入館料要)
11/24（土）　10:00～16:00　場／春風萬里荘 「夢境庵」
席主／遠州流　齋藤宗光
◆プチコンサート 「マンドリンコンサート」(聴講無料、入館料要)
11/25（日）　１回目13:00～14:00　２回目15:00～16:00
演奏／水戸ジュピターマンドリンクラブ

◆長山六陶展　～10/8（月・祝）　◆橋口信弘作陶展　～10/8（月・祝）　◆清水
一博・町田幸展　10/11（木）～10/21（日）　◆松下知子（陶の物語展）　10/11
（木）～10/21（日）　◆茨城工芸会　会員展　10/24（水）～11/11（日）　◆ナナ
イロ　11/13（火）～12/2（日） 　◆たのしみのある空間展　11/13（火）～12/9
（日）　◆丘のなかまたち展　12/4（火）～12/16（日）

◆明治・大正時代の日本陶磁　ー産業と工芸美術ー　10/20（土）～12/9（日）
◆美術講演会　10/27（土）　◆ミュージアムコンサート　11/11（日）
◆呈茶会　11/17（土）
休／月曜（祝日の場合は開館し、翌日休館）　※（   ）内の料金は20名以上の団体料金
料／一般700円（550円）、高大生500円（400円）、小中生250円（200円）
◆近現代日本陶芸の巨匠たち　9/19（水）～H25.2/3（日）
◆現代茨城の陶芸展　10/11（木）～H25.2/11（月・祝）
◆フォトクラブ写楽彩　思い思いのミニ個展　10/30（火）～11/4（日）
◆笠間市児童生徒美術展覧会　11/23（金）～11/25（日）
◆茨城県立笠間高等学校美術作品展　12/9（日）～12/16（日）
休／月曜（祝日の場合は開館し、翌日休館）
料／一般300円（250円）、高大生250円（200円）、小中生150円（120円）

◆かまげん　tel 0296-72-0039
　田中荘弐　作品展　10/20（土）～10/28（日）
　武内雅之　器展　11月（予定）
◆Glass Gallery SUMITO　tel 0296-72-2104
　おとんぼ・宮下僚子・稲沢越子　３人展　9/29（土）～10/21（日）
　山崎葉・imaf　２人展　10/27（土）～11/11（日）
　Happy Christmas　11/17（土）～12/25（火）
◆きらら館　tel 0296-72-3109
　西村俊作陶展　9/25（火）～10/8（月・祝）
　若尾洋造漆陶展　10/10（水）～10/21（日）
　大崎透　陶の動物園　10/23（火）～11/4（日）
　上野猛作陶展　11/6（火）～11/18（日）
　外山亜基雄・高橋協子　二人展　11/20（火）～12/2（日）
◆ギャラリー桜　tel 0296-72-0803
　大貫博之展　花ごよみ　9/29（土）～10/14（日）
◆回廊ギャラリー門　0296-71-1507
　桑原典子作陶展　10/6（土）～10/19（金）
　及川静香・長谷川風子　二人展　10/20（土）～11/2（金）
　橋口信弘作陶展　11/3（土・祝）～11/16（金）

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、二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　有料会員限定　ご来店のお客様にお箸をプレゼント（有料会員
証の提示が必要です）
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/

県内に1台しかない豪華ミニバスを持つバス会社です。グループ旅行を専門
に扱い、親切で丁寧は当然として、その上で安くて速い手配をモットーに営
業しています。
会員特典　国内海外旅行を、5名様以上でお申込みの場合、5,000～10,000円
相当の特典か値引き。10名様以上の場合は、10,000～20,000円相当の特典か
値引き。詳しくはお問い合わせください。
住／笠間市平町1108-4　電／0296-78-5441　営／10:00～18:00
休／土・日曜日、祝日　http://www.daidaimiyabi.com/
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橙雅交通株式会社

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。

　今回の食の逸品は、最高級の食材を確かな技術と工夫で見事に融合させた、栗のテ

リーヌ「和心」です。オーナーシェフの伊藤修二（50歳）さんは、東京や水戸で修行を積

み、現在地に15年ほど前に手作りフランス菓子の店・くりーむをオープンさせました。

地元とのおつきあいの中で、生産量日本一を誇る栗をＪＡのメンバーから紹介され、 ひ

と口食べて「こんなにおいしい栗を食べたのははじめて」と感激。地元で作られる栗で

洋菓子を作れないかと試行錯誤を繰り返し、半年かかって納得のいくテリーヌを、一昨

年に完成させました。

　ふんだんに使用するメインの栗は、「極」と呼ばれる笠間の栗の中でも最高級のもの。

丹精込めて育てられた栗を1ヶ月間低温熟成させることで、糖度を高くしています。他

の食材についても、砂糖は沖縄産サトウキビのみを原料糖としたプレミアム砂糖の「本

和香糖」、バターはフランス中西部のエレシ村で生産される最高級発酵バター「エレシ・

バター」、洋酒はフランスで280年を超える歴史をもち、その伝統的な手法を用いて最高

級の名を冠するコニャックの神髄「レミー・マルタン」といった具合に、最高品質の食材

を使用しています。それら世界各地の本物の食材と、笠間の栗を見事に融合させ、「和

心」は作られています。価格は6,800円（税込）。

手作りフランス菓子の店　くりーむ
住／笠間市東平1-9-13　電／0296-77-9918
営／10:00～19:00　休／毎週水曜日（祭日の場合変更あり）
※和心の購入は要予約

1本6,800円（税込）
のプレミアムなお
菓子です。
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昨日笠間に行きました。笠間はとらえどころがないように思えて近
くに居ながら足がなかなか向かなかったのですが、じっくり歩くと
なかなか懐の広い面白い場所と分かり、夫婦でファンになりました。
どうぞよろしくお願い致します。　　　　　　　　　（茨城県・女性）

回廊ギャラリー  門

幸せだんご（玄米・うるち米）やおむすびなどをお米屋が手作りで販売して
います。おいしいお米はもちろん、加工品も販売しています。一番人気は玄
米だんごです。
会員特典　お買い上げのお客様に、玄米だんご１本サービス。
住／笠間市笠間1100　電／0296-72-0157
営／10:00～18:00　休／日曜日
http://www.nabeya-rice.com/

鍋　屋

　６月3０日、笠間ファン倶楽部体験事業を行いました。この日の内容は

笠間クラインガルテン隣接の「あいあい農園」で収穫した新鮮な夏野菜を

使ってのお料理教室とホタルの鑑賞。参加された20名の皆さんは暑い中

たくさんの夏野菜を収穫しました。

　収穫したのは、ジャガイモ、インゲン、枝豆などです。たくさんの採れた

て夏野菜をお土産に持ち帰りました。

　収穫した野菜を使って、ジャガイモ餅、豆乳そうめん、夏野菜のちらし

寿司、インゲンの胡麻和えを作りました。

　料理をおいしくいただいた後、「南指原ホタルの里」に移動し、ホタルの

鑑賞を行いました。この日はたくさんのゲンジボタル・ヘイケボタルを見

ることができ、幻想的な風景にスタッフも感動しました。

　今回の体験事業では、笠間クラインガルテンOBの「笠間サポート倶楽

部」の皆さんにボランティアとして、また、竹江弘子さんにお料理の講師

としてお手伝いいだきました。ご協力ありがとうございました。

　今後も楽しい体験事業を企画していきますので、皆さん是非ご参加く

ださい。 左から：そば稲荷・プレーン稲荷・くるみ稲荷

アルベール・マルケ
「ヴェニスの朝」

笠
間
の
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
」®

年に一度の神社参拝と焼物の街のイメージしかありませんでした
が、この通信を手にし、いろいろなジャンルで魅力あるスポットや催
事があることにおどろき、イメージが拡がりました。これからはこの
通信で度々訪れたいと思っています。　　　　　　    （千葉県・男性）

　５月にB－1グランプリを主催する愛Ｂリーグの正会員に茨
城県内で初めて昇格した、笠間のいなり寿司いな吉会。笠間の
いなり寿司推進キャラクターである「笠間のいな吉」も、新聞
やラジオなど多数のメディアで大活躍！どこへ行ってもみん
なの人気者です。
　さらに１０月に開催される「B級ご当地グルメの祭典！ B－
１グランプリin北九州」で提供するメニューもそば稲荷・くる
み稲荷・プレーン稲荷の３種類に決まり、いな吉会は出展に向
けていよいよ本格的に始動します。笠間のいなり寿司の特徴
である“変り種”を存分に楽しめる自慢の１皿で、「笠間」を盛り
上げるために頑張ってきます。
　みなさん、応援よろしくお願いします！

か　さ　ま　ア　ー　ト　情　報
問／tel 0296-70-0011茨城県陶芸美術館

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

問／tel 0296-72-2160笠間日動美術館

ギャラリー情報

和心 笠間・栗のテリーヌ  （くりーむ）
見つけた！笠間のおいしいもの

笠間のいな吉が行く！

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

食の逸品

採れたて夏野菜の料理教室＆ホタルの鑑賞
笠間ファン倶楽部体験事業報告

6 ＊ KASAMA FAN KASAMA FAN ＊ 7



群馬県

栃木県
茨城県

北関東自動車道
北
関
東
自
動
車
道

常磐自動車道

至 三郷

至 東京

至 東京

至 いわき

茨城空港北IC

茨城空港

水戸IC

茨城町JCT

笠
間
西
IC

笠
間
PA

友
部
IC

友部
スマート
IC岩

間
IC

友部JCT

至 仙台

至 長岡

笠間西ICまで90分

笠間西ICまで35分

三郷JCTから岩間ICまで40分

GUNMA

TOCHIGI
IBARAKI

KASAMA
笠間

　私が茨城交通の経営に
関わるようになって３
年。現在笠間市内を走る
路線バスは当社だけ（友
部地区、岩間地区を担当
していた茨城オートのバ
スは平成22年6月に茨
城交通へ統合）となり、

市のバス交通の維持・発展への責任の重さを感じな
がらやってきました。そんな中、東日本大震災で不
通となった常磐線・水戸線の代替交通手段として、
笠間―東京（秋葉原）間に高速バス、桃山駅－友部
駅に路線バスを臨時で走らせたのは、この地域の足
を担うという責任感からだったと思います。
　また、今年の陶炎祭では、笠間焼協同組合からの
依頼で畜産試験場跡地―会場間のシャトルバスを走
らせ、渋滞を避けて会場まで行けることで来場者か
ら大変好評でした。そして６月には高速バス笠間―
東京（秋葉原）を７年ぶりに復活させ、特に片道
1,000円の特別運賃期間中には予想以上の乗客で、
増発便でも足りないくらいのご利用がありました。
その間、市役所、笠間観光協会、笠間焼協同組合や

陶芸家の方々をはじめ、多くの方々と知己を得て交
流させていただきましたが、そこで感じたことはみ
なさんの動きが早く、しかもまとまりがあるという
ことです。当社が上記のような手を打てたのは、笠
間のみなさんのご協力はもちろんのこと、その熱意
と動きの早さに乗せられたこともあったかもしれま
せん。話をしていてこちらも刺激を受け、新たなア
イディアをぶつけ合えるという点で、私にとって笠
間は楽しい場所でもあります。
　常磐自動車道と北関東自動車道、JR常磐線と水
戸線の結節点である笠間は、茨城への観光の玄関口
です。陶芸や笠間稲荷神社をはじめとする様々な文
化・観光資源をより多くの人に知ってもらうために、
公共交通の事業者という立場だけでなく、旅行・観
光事業者の立場としても笠間の観光振興に貢献でき
ればと考えています。
　私が笠間に対して思い入れを持つのは、仕事が楽
しいというだけでなく、私の故郷（石川県能美市）
と共通点が多いことも理由かもしれません。焼物
（九谷焼）が身近にあり、のどかな田園風景に囲ま
れて過ごした子供のころをふと思い出させてくれる
場所です。
　この秋も笠間浪漫や新栗まつり、笠間の菊まつり
等いろんなイベントが開催されますが、仕事を理由
にして遊びに通いたいと思っています。

発行日／2012年9月6日　発行元／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/index.html

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（タクシー付き）
出　発　日　土・日・祝日旅行プラン

笠間で自作の１日
詳しくは　 ☜ものづくり体験／コースNo.12-0112

笠間ファン倶楽部
　協力店情報／体験事業報告／会員募集
笠間のいな吉が行く！　我らは笠間応援団！

秋のイベント情報（笠間の菊まつり、ほか）
注目の新イベント「笠間浪漫」
かさまアート情報
食の逸品「和心 笠間・栗のテリーヌ」 

表紙写真提供（敬称略）佐藤邦夫、福田義康、山口克治／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

茨城交通株式会社　代表取締役社長　任田正史

笠間の観光振興に貢献を

2012年 秋号
VOL.032
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笠間へのアクセス

2012年 秋号
VOL.032

Access
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