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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/index.html

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。カラダ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…6,700円～ 9,300円（タクシー付き）
出　発　日…月、火、水、木旅行プラン

心を洗う笠間の１日
詳しくは　 ☜パワースポット巡り／コースNo.13-0107

冬のイベント情報（初詣・初日の出スポット、節分祭）
笠間ファン倶楽部 Facebook ページ開設！
かさまアート情報　　我らは笠間応援団！ 　ほか

笠間昔話「悪態まつり」
笠間のいな吉が行く！
　B－１グランプリin北九州編
食の逸品「チョンガクキムチ」 

表紙写真提供（敬称略）雪の北山公園／立原 英二　笠間稲荷神社の節分祭／竹内 治　どんど焼き／長谷川 正一　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
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笠間観光協会HP　検索

　笠間はたまたま次男の嫁の里でした。嫁
の実家に遊びに行き、昼食に笠間クライン
ガルテンの蕎麦を食べに行きました。そこ
でクラインガルテンの風景を見て、食事そっ
ちのけで施設を見て回りました。そしてす
ぐに事務所に申し込み方法を尋ね応募しま

した。運良く当たり、それから笠間通いが
始まりました。定年退職はしたものの嘱託
での仕事もあり、週の4日くらいを笠間で
過ごす生活が始まりました。
　クラインガルテンは宿泊施設付きの貸し
農園です。そこに住んで本格的に野菜作り
ができるのです。やはり寝泊まりしないと
野菜は生き物ですから東京から毎日通うわ
けにはいきません。里山に住むのはいいも
ので春はうぐいすに起こされます。毎日山
の色が変わっていくさまは本当に心が洗わ
れます。自分で作った野菜で料理を作りた
いとの願いも叶い本当に多種類のものを作
りました。
　また野菜作りのプロの方との出会いもあ
りいい勉強になり多くの陶芸家とも出会い
色々な器に料理を盛り楽しみました。また
笠間のいなり寿司コンテストの審査員や料
理教室を頼まれ地元の方たちとも親交を深
めることができ、本当に楽しい日々を過ご
すことができました。野菜作りは楽しいで
すね。ましてや自分でその野菜を料理し皆
さんに楽しんでいただくことは本当に素敵
なことです。
　笠間ではいい思い出がたくさんできまし
た。また唐辛子味噌や赤かぶのスープ、大

根ステーキなど、いまだにみなさんに喜ん
で頂いております。クラインガルテンは最
長5年間借りられますが、キャンピングカー
の旅もしたいので3年で返納しました。12
月に返納届を出し3月退去の寸前に東日本
大震災です。そこで計画が大幅に変更にな
りました。被災地の惨状に何かできないか
と友人たちとボランティアを応援するボラ
ンティアを気仙沼で始めました。ハウスト
レーラーによる支援活動です。この活動を
通して消防レスキュー OBの隊長達と「防
災ボランティアドリーム・チーム集結」を
立ち上げ、被災地支援を現在も続けていま
す。
　笠間で過ごした3年間は人生にとても有
意義な時でした。沢山の友人もでき今年も
秋のイベント笠間浪漫に「たかはし塾料理
教室」を頼まれ、4日間10回の講習をやり
ました。笠間は食材の宝庫であり、また器
の産地でもあり、食と器のコラボを楽しめ
るとこは全国探しても少ないです。里山が
あり芸術あり食材あり人間味あり、また日
本一のクラインガルテンあり東京からも近
く本当に素晴らしいところです。これから
もずーっと笠間との関わりが続くことと思
います。

高橋 恒雄笠間の思い出

2013年 冬号
VOL.033

K A S A M A  F A N

笠間へのアクセスAccess

高橋恒雄さんのプロフィール… 1943年群馬県生まれ。1965年宮内庁入庁、
2003年主厨長に就任。宮中晩餐会の料理や、天皇・皇后両陛下の毎日の献立を
担当した。定年退職後は、全国で料理教室を開催。
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笠間焼陶雛

笠間いきいき市場

　今回の笠間昔話は、日本三大奇祭の１つ「悪態祭

り」を紹介します。祭りが行われる愛宕神社の総代

会長、三村正光さんに話を伺いました。

　悪態祭りは悪口を言いながら供物を奪い合うとい

うユニークな祭りで、江戸時代中頃より行われてい

ます。元々は藩の役人が自分たちの政治について、

一般大衆の考えを聞くためのものでした。祭りの夜

は、誰に対してどんな悪態（悪口）を言っても罪に

問われないということで始まったそうです。

　愛宕山には13天狗の伝説があります。それにち

なみ、白衣に身を包み天狗の仮装をした13人が、

愛宕山のふもとの水神様から、愛宕神社がある愛宕

山頂の天狗の社まで、神宮の後に続いて供物を供え

ながら巡拝します。その間、天狗は無言の業に徹し

なければなりません。参拝客は、「ばかやろう」な

どと、天狗に悪態をついて、供物を奪い合います。

供え物を取れれば、その１年は幸運がやって来ると

言われていますが、天狗は青竹を持って、無言で供

え物を奪うものを追い払います。また、参拝客同士

でも悪態を言い合い、言い勝った者が福運を得ると

されています。その際は、相手の名前は絶対に言わ

ない約束です。

　祭りは毎年霜月（旧歴11月14日）の夜、午前

０時に開催されていましたが、現在は日中からのス

タートと、開始時間が変更になりました。全部で

18ヶ所を巡る巡拝は14時半頃から始まり、巡拝

終了後は、参拝客が楽しみにしている餅まきが行わ

れます。境内では、がまの口上、筑波よさこい連に

よるよさこいソーラン、江戸芸かっぽれが披露され、

祭りを盛り上げています。

１　参拝終了後の13天狗による餅まき　　２　供物を奪い取ろうとする参加者を青竹で追い払います
３　供物を供えながら参拝していきます　　４　愛宕神社・総代会長の三村正光さん

１ ２

３ ４

◆【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】  出雲大社  常陸
　日本最古最大様式の「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
◆【初日の出】  あたご天狗の森スカイロッジ
　愛宕山の山頂近くにある宿泊施設「スカイロッジ」は、初日の出を見る
　のにも絶好のスポットです。
　問／スカイロッジ管理事務所　tel 0299-45-6622
◆【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（火・祝）～1/3（木）
　7:00～50および15:00～20には新年の読経が行われます。
　問／tel 0296-74-2042

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※5Pに関連記事があります
◆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。
　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12回 かさま除夜の鐘
　12/31（月）23:00～元日1:00
　温かい飲み物の無料配布サービスがあります。
　場／佐白山麓公園内　時鐘楼
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆来年へ歩く会
　12/31（月）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。記念品として湯呑み茶碗をプレ
　ゼント（限定300名予定）。
　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14回　彩初窯市（いろどりはつがまいち）
　1/2（水）～1/6（日）10:00～16:00（最終日は15:00まで）
　新春恒例の陶器市。ほかにチャリティー福袋の販売や福引抽選会等。
　場／笠間工芸の丘　特設会場
　問／笠間焼協同組合　tel 0296-73-0058
　　　（会期中は笠間工芸の丘  tel 0296-70-1313）
◆かさまの陶雛 ～桃宴 TOUEN～　
　1/30（水）～3/3（日）　http://hinatouen.exblog.jp/
　笠間焼陶雛や手づりによる雛人形展。春風萬里荘では、江戸後期のお
　雛様を展示。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、笠間稲荷神社門前通り周辺、笠間工
　　　芸の丘、笠間駅周辺、やきもの通り、友部インターチェンジ周辺
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆節分追儺式／節分祭
　2/3（日） 笠間稲荷神社 15:00～、19:00～　出雲大社常陸 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
　　　出雲大社常陸　tel 0296-74-3000
　　　笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆笠間初午いなり寿司まつり
　2/9（土）10:00～15:00
　笠間名物いなり寿司を食べて、
　史上最長のそばいなり寿司巻き
　に挑戦してみませんか？
　場／笠間稲荷神社内
　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101
◆ご当地グルメサミットin笠間　※４～５Pに関連記事があります
◆いちご狩り
　期／1月下旬～5月中旬　9:30～15:30（受付は15:00まで）
　料／1・2月1300円、3月1200円、4月1100円、5月1000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
◆スプリングセミナー「親鸞の思想とは？」
　（加藤智見先生／東京工芸大学名誉教授）
　3/10（日） 13:00～16:00　定員70名
　料／3,000円 （3月8日までにご予約ください）
　　　割引制度もあります （詳細はお問い合わせください）
　場・問／稲田禅房西念寺（稲田御坊）　tel 0296-74-2042
◆子どもたちの花祭り
　３/24（日） 13:30～15:30　定員50名　料／無料
　場・問／稲田禅房西念寺（稲田御坊）　tel 0296-74-2042
◆第９回  クールシュヴェール国際音楽アカデミー in かさま
　3/21（木）～3/30（土）
　フランスで毎年開催される世界最高レベルのピアノとヴァイオリン
　のアカデミーを笠間で開催し、国内外の有名な講師陣による充実した
　レッスンが行われます。また、公開レッスン、講師や生徒によるコンサ
　ート、音楽セミナーなども企画されています。
　問／クールシュヴェール国際音楽アカデミー in かさま実行委員会
　　　tel 0296-77-1101（笠間市生涯学習課）

◆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）
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笠間昔話

日本三大奇祭「悪態祭り」について

冬　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2012. 12 → 2013. 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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笠間いきいき市場

　今回の笠間昔話は、日本三大奇祭の１つ「悪態祭

り」を紹介します。祭りが行われる愛宕神社の総代

会長、三村正光さんに話を伺いました。

　悪態祭りは悪口を言いながら供物を奪い合うとい

うユニークな祭りで、江戸時代中頃より行われてい

ます。元々は藩の役人が自分たちの政治について、

一般大衆の考えを聞くためのものでした。祭りの夜

は、誰に対してどんな悪態（悪口）を言っても罪に

問われないということで始まったそうです。

　愛宕山には13天狗の伝説があります。それにち

なみ、白衣に身を包み天狗の仮装をした13人が、

愛宕山のふもとの水神様から、愛宕神社がある愛宕

山頂の天狗の社まで、神宮の後に続いて供物を供え

ながら巡拝します。その間、天狗は無言の業に徹し

なければなりません。参拝客は、「ばかやろう」な

どと、天狗に悪態をついて、供物を奪い合います。

供え物を取れれば、その１年は幸運がやって来ると

言われていますが、天狗は青竹を持って、無言で供

え物を奪うものを追い払います。また、参拝客同士

でも悪態を言い合い、言い勝った者が福運を得ると

されています。その際は、相手の名前は絶対に言わ

ない約束です。

　祭りは毎年霜月（旧歴11月14日）の夜、午前

０時に開催されていましたが、現在は日中からのス

タートと、開始時間が変更になりました。全部で

18ヶ所を巡る巡拝は14時半頃から始まり、巡拝

終了後は、参拝客が楽しみにしている餅まきが行わ

れます。境内では、がまの口上、筑波よさこい連に

よるよさこいソーラン、江戸芸かっぽれが披露され、

祭りを盛り上げています。

１　参拝終了後の13天狗による餅まき　　２　供物を奪い取ろうとする参加者を青竹で追い払います
３　供物を供えながら参拝していきます　　４　愛宕神社・総代会長の三村正光さん

１ ２

３ ４

◆【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】  出雲大社  常陸
　日本最古最大様式の「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
◆【初日の出】  あたご天狗の森スカイロッジ
　愛宕山の山頂近くにある宿泊施設「スカイロッジ」は、初日の出を見る
　のにも絶好のスポットです。
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◆【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（火・祝）～1/3（木）
　7:00～50および15:00～20には新年の読経が行われます。
　問／tel 0296-74-2042

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※5Pに関連記事があります
◆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。
　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12回 かさま除夜の鐘
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　温かい飲み物の無料配布サービスがあります。
　場／佐白山麓公園内　時鐘楼
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　愛宕神社の初詣と山頂での初日の出。記念品として湯呑み茶碗をプレ
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▲いな吉会のFacebookページもぜひご覧ください！

ご当地グルメサミット in 笠間ご当地グルメサミット in 笠間

日時　平成25年2月10日（日）・11日（月・祝）  
　　　10:00～ 15:00
場所　笠間芸術の森公園 イベント広場

　「ご当地グルメでまちを元気に !」を合
言葉に、茨城県内外からご当地グルメま
ちおこし団体が集結！ おいしいご当地
グルメを食べながら、それぞれのまちの
魅力を存分に感じてください。

　笠間のいなり寿司いな吉会は2012年10月20日（土）と21

日（日）、福岡県北九州市小倉で行われた「Ｂ-１グランプリ 

in 北九州」に参加。2日間で61万人が来場する中、笠間の

いなり寿司を通して、笠間市を大々的にPRしてきました。

　前日の朝10時に笠間を出発。羽田空港を発ち、上空から

眺める富士山に感動しながら、約1時間半のフライトの

後、福岡空港に到着し、会場の北九州市に入りました。そ

の日の夜には前夜祭が行われ、全64の出展団体ののぼりが

一堂に集結。自分たちの地元を盛り上げよう！と、ものす

ごい熱気が会場中に漂っていました。

　本番当日は笠間市をPRするため、笠間焼の即席ギャラ

リーを設置。ぐいのみ、抹茶碗、焼酎カップの展示のほ

か、陶芸家によるろくろ実演を行いました。また、ステー

ジで行われたPRタイムでは、いな吉ガールズが笠間の魅力

を5分間にぎゅっと凝縮して紹介。観客の皆さんから温か

い拍手が沸き起こりました。さらに、簡単で楽しい「笠間

のいな吉体操」を披露し、会場を大いに盛り上げました。

 いな吉会の様子はといえば・・・料理の提供開始時間前か

ら行列が出来ていました！提供の際にはお客さんから必ず

「笠間市って何県？」という質問を受け、北九州市との距

離を痛感することもありましたが、初めて食べたというお

客さんから「おいしい！」の一言をいただきとても感激し

ました。また、茨城県出身の方や以前笠間市に住んでいた

方が、わざわざいな吉会のブースに並び、励ましの言葉を

かけてくださるといううれしい出来事もありました。

　今回のＢ-１グランプリは、いな吉会にとって初の全国大

会出展ということもあり、とても緊張しました。残念なが

ら入賞は出来ませんでしたが、笠間を知っていただく良い

きっかけになったと思います。

　このＢ-１グランプリには「地元を盛り上げる」という一

つの目的を持った団体が全国から集まってきます。彼らの

姿に刺激され、さらにやる気を高めたいな吉会。今回の経

験を糧に、今後より一層成長した「笠間のいなり寿司いな

吉会」を披露していきます！

　皆さま、応援よろしくお願いします！

2日間で61万人が来場。

たくさんのいなり寿司を作ります。

好評だった「笠間のいな吉体操」。

笠間焼のろくろ実演にお客さんも興味津々。

完成した笠間のいなり寿司。1パック3個入り。

子どもたちにも大人気。

笠間のいなり寿司にも行列が出来ました。

にっこり笑顔で提供中。

ゴールドグランプリ
八戸せんべい汁研究所（青森県八戸市）

シルバーグランプリ
対馬とんちゃん部隊（長崎県対馬市）

ブロンズグランプリ
今治焼豚玉子飯世界普及委員会

　　　　　　　　　（愛媛県今治市）

　「ご当地グルメでまちを元気に !」を合
言葉に、茨城県内外からご当地グルメま
ちおこし団体が集結！ おいしいご当地
グルメを食べながら、それぞれのまちの
魅力を存分に感じてください。

告知

実施期間
・平成24年12月2日（日）～平成24年12月19日（水）
・平成25年1月15日（火）～平成25年3月15日（金）
・平日限定（土曜・休前日を除く）
料理の種類
　三種類の中から選べます。　・ピリ辛キムチ鍋　・ヘルシー鶏鍋　・豚鍋
料金
・平日宿泊料金のみ（鍋料理代金は、無料サービス）
・4人棟（4名様） 15，100円　・6人棟（6名様） 22，600円　・12人棟（12名様） 37，800円
・キャンペーンご利用の場合は、他の割引は利用できません。
朝食
・翌朝の朝食は、無料サービス（定員人数分）
ご予約・お問い合わせ （要予約３日前まで）
　TEL  ０２９９－４５－６６２２　または　インターネット （スカイロッジで検索）

スカイロッジで今年の冬は暖かく、忘年会におすすめ！！
春までやってる鍋プラン、卒業記念パーティーに、卒業旅行に是非どうぞ！！

あたご天狗の森
スカイロッジ

ゴールドグランプリ
八戸せんべい汁研究所（青森県八戸市）八戸せんべい汁研究所（青森県八戸市）

シルバーグランプリ
対馬とんちゃん部隊（長崎県対馬市）

八戸せんべい汁研究所（青森県八戸市）

ブロンズグランプリ
今治焼豚玉子飯世界普及委員会

対馬とんちゃん部隊（長崎県対馬市）

日時　平成25年2月10日（日）・11日（月・祝）  
　　　10:00～ 15:00
場所　笠間芸術の森公園 イベント広場

Ｂ－１という大舞台を終えて爽やかな笑顔を見せる笠間のいなり寿司いな吉会。ボランティアメンバーが中心となって頑張りました！
ご当地グルメサミット in 笠間

お鍋でぽっかぽかキャンペーン

笠間のいな吉が行く！

Ｂ－１グランプリin北九州編

お鍋でぽっかぽかキャンペーン
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笠間ファン倶楽部フェイスブックページを開設！
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.gwbg.ws/kasamafan

▲笠間観光協会によるツイッターもあります。
　こちらも元気に情報発信中！
　@kasamakankou

手前がチョンガクキムチ。
その奥はオイキムチと白菜のキムチ。
手前がチョンガクキムチ。
その奥はオイキムチと白菜のキムチ。

◆小磯良平　聖書のさしえ展　（同時開催／色彩は語る）
　11/29（木） ～2013.1/14（月・祝）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日（但し1/14は開館、1/15は休館）年末年始（12/27～1/2）
　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1400円、大学・高校生900円、
　中学・小学生600円、65歳以上1100円（20名以上の団体は各200円割引）
◆学芸員によるギャラリートーク（聴講無料、入館料要）
　1/14（月・祝）「小磯良平　聖書のさしえ展」　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)
　1/12（土）　テーマ／エドガー・ドガ　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」

◆丘のなかまたち展　12/4（火）～12/16（日）　◆窯業指導所成果展　1/2（水）
～1/20（日）　◆ひとにやさしい器展　1/２（水）～1/20（日）　◆中山正作陶展
　1/23（水）～２/３（日）　◆桃宴　1/30（水）～3/3（日）　◆火の子窯展　2/6
（水）～2/17（日）　◆NEXT～かさましこ再生土の会～　3/6（水）～３/17（日） 
◆南部漸陶芸展　3/6（水）～３/17（日）　◆森恭作陶展　3/20（水・祝）～3/31
（日）◆ローランドサクセ作陶展　3/20（水・祝）～3/31（日）

◆明治・大正時代の日本陶磁－産業と工芸美術－　～12/9(日)
　料/一般700円(550円)、高大生500円(400円)、小中生250円(200円)
◆アラビア窯－フィンランドのモダンデザイン－　１/２(水)～３/10(日)
　1873年にヘルシンキの郊外のアラビア地区に創業したアラビア窯は、北欧
を代表する陶磁器メーカーであり、そのシンプルかつ、ぬくもりのある良質な
日用食器は、世界中で愛されてきました。本展覧会では、岐阜県現代陶芸美術
館のコレクションを中心にアラビア窯の初期から現在の製品まで約80件を展
示し、アラビア窯の歴史を紹介します。
　休／毎週月曜日(祝日の場合は翌日休)
　料/一般700円(550円)、高大生500円(400円)、小中生250円(200円)
◆現代茨城の陶芸展「GEMSTONE－笠間の４人｣　10/11(木)～2/11(月・祝)
　本展で紹介する４人の作家は、何れも、成形、焼成、加飾といった造形要素の
中から、自身の表現を模索し、進化、変容を加えながら積極的に発表を続ける
新進気鋭の陶芸家です。本展では，茨城の陶芸の新たな動向の一翼を担う「磨
かれつつある原石」の世界をお楽しみいただければ幸いです。

　休／毎週月曜日(祝日の場合は翌日休)
　料／一般300円(250円)、高大生250円(200円)、小中生150円(120円)
◆[県民ギャラリー]茨城県立笠間高等学校美術作品展　12/9(日)～12/16(日)
　※入場無料
◆[県民ギャラリー]第５回ゆらゆら展　２/６(水)～２/11(月・祝)　※入場無料

◆回廊ギャラリー門　tel 0296-71-1507 
●猪飼祐一作陶展　12/1（土）～12/14（金）
　京都に工房を持つ猪飼。東京より北では初めての個展。
●木村直人・砂山ちひろ・根本峻吾三人展　12/15（土）～12/28（金）
　茨城県窯業指導所の同期、木村と根本。講師、砂山との三人展。
●古川鉄彌・古川雅子作陶展　1/1（火・祝）～1/18（金）
　お雛様を中心に、桃の節句に使いたくなる器を出店予定。
◆Glass Gallery SUMITO　tel 0296-72-2104 
●ハッピークリスマス　～12/25（火）
　クリスマスをモチーフとしたもの、楽しいきれい、心ときめくものを集めました。
●ガラスのお雛様　1/19（土）～3/3（日）
　ガラスで出来た華やかで美しいガラス雛が100体以上並びます。
 ◆SPACE NICO　tel 0296-73-0750
●外山亜基雄展　1/2（水）～1/20（日）
　動物の絵柄の器を中心に、多数展示する予定です。
　外山亜基雄さんの世界を、御覧にいらしてください。
◆向山窯 プラザ店　tel 0296-72-0194
●第８回 向山窯新春展　1/1（火・祝）～1/27（日）
　向山窯出身作家と現所属作家とのコラボレーション企画展。
◆かつら陶芸　tel 0296-72-6688
●陶四人展～集いの時・つどう器～　12/15（土）～1/14（月・祝）
　秋元郁子、鈴木玲子、みずのくみこ、宮澤厚夫による陶芸展。
●34周年感謝セール　1/1（火・祝）～1/6（日）
●陶雛展　1/1（火・祝）～3/3（日）
　澤りか、永島君江、高橋脇子による陶雛展。
◆きらら館　tel 0296-72-3109
●陶雛展　1/1（火・祝）～1/13（日）
　全国の陶芸家、約20人による陶製の雛飾りを一堂に展示。
●杉本遊炫作陶展　1/15（火）～1/27（日）
　奈良県の陶芸家。「和」テイストの器に草花が写実的に描かれた作品。
●川田達哉・敦子二人展　1/29（火）～2/10（日）
　益子で作陶する夫婦。ツタ、アザミ、サクラなどが描かれた日常使いの器が中心。
●松下昇二・知子展　2/12（火）～2/24（日）
　笠間在住の夫婦。粉引きの器に花柄などが描かれる日常使いの器が中心。
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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。

　今回紹介するのは韓国特産の小さい大根（チョンガク）で作った「チョンガクキム

チ」。チョンガクは日本の大根に比べ水分が少なく、シャキシャキとした歯ごたえの旨

みが凝縮した味。よく漬け込んで発酵させると抜群のキムチが出来ます。オーナーの河

崎明愛さんは韓国の東南部、慶尚北道の生まれ。日本に来て30年になりますが、子ども

の頃食べていたお母さんのキムチを日本でも作っていきたいと思ったのが、お店を始

めたきっかけです。店内の冷蔵庫には定番の白菜のほか、ゴボウ、ラッキョウ、玉ネギ、

セロリといった珍しいキムチが10種類以上並んでいます。価格は一袋500円から。

　キムチは、塩漬けして水切りした野菜を、特製の

タレに漬け込んで作ります。このタレがおいしさ

の秘訣。唐辛子にアミやイワシの塩辛と煮干、昆

布、ショウガ、ネギなど数種類の野菜を煮詰めて

とったダシ、すりおろした梨などを加えることで、

コクのある深い味わいになります。

　キムチは宅急便にて全国へお届け可。御歳暮な

どのギフト商品（2000円～）もあります。

キムチ工房　かわさき
住／笠間市福島617　電／0299-45-4452
営／9:00～18:30（日曜13:00～18:30）　休／月曜日
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ＨＰで笠間市のことを知りました。古きよき日本を感じさせてくれ
る街でとても魅力を感じました。都内からのアクセスよさそうなの
で是非訪れてみたいです。　　　　   　　　　　　　 （東京都・女性）

　9月30日（日）、当日は見事に快晴。青空の下、参加した皆さんは、稲刈り

とおだがけに汗を流しました。稲刈りの後は全員で新米のおにぎりや田

舎料理をいただきました。新米の味はやはり格別！とても美味しそうに

食べていました。昼食の後は、笠間の自然を満喫しよう！ということで、

周辺散策へ。飯田ダム周辺の森林には、アケビや山栗などが実をつけてお

り、皆さん興味津々。中には山栗を拾って食べてみた方もいたようです。

ほんの１時間ほどでしたが、いろいろな植物を観察することができ、まさ

に、「笠間の秋」を満喫できる１日でした！

　また今回の体験事業では、植木重市さん、安見珠子さん（茨城県環境ア

ドバイザー）に稲刈りと植物観察の講師として、さらに、かさまサポート

倶楽部のみなさん、飯田地区のご婦人方に、ボランティアスタッフとして

お手伝いいただきました。ご協力ありがとうございました。

　笠間ファン倶楽部

では、今後もお正月

準備や豆腐作りなど

の体験事業を企画し

ております。ぜひご

参加ください！

笠間大好きです。これからファン倶楽部が益々盛り上がっていくの
を楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　（茨城県・男性）

　海水浴で有名な大洗、「海の大学」でモノ作りを楽しみま
しょう。海草を使ってストールを染色する「海賊染め」、海の中
をイメージしながら作る「ジェルキャンドル」…お好きな体験
を選んで楽しめます。地元のボランティアガイドさんと行く
「街角散策ワンコインツアー」は、レトロなお店、懐かしい味、
気さくな人々とのふれあいで心温まるひと時です。

ＴＸつくば駅集合出発
●日帰りコース　
　大人（中学生以上）9.500円　小人（小学生）9,000円　
●宿泊コース
　大人 20,000円～25,250円

　やきもの通りとギャラリーロードを結ぶ陶の小
径に位置する、片喰の家紋の染められた日よけ幕が
目印のお店です。日用の食器からインテリアまで、
幅広い品揃えです。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き

　　　　　　　　　　　　住／笠間市笠間2192-19
　　　　　　　　　　　　電／0296-72-5511
　　　　　　　　　　　　営／9:00～18:00
　　　　　　　　　　　　休／不定休
　　　　　　　　　　　　http://www.hara
　　　　　　　　　　　　toukoubou.com/

ガラスのお雛様

外山亜基雄展

ハッピー
クリスマス

オーナーの河崎明愛（かわさきめいあい）さん▼

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」®

　日本でも有数の歴史を持つ酒蔵、須藤本家は、郷
乃譽、霞山、山桜桃、花あわせ、生酛、山渡、花薫光な
ど香り高く美味しい日本酒を取り扱っています。
【会員特典】 2,000円以上お買い上げのお客様に、
　酒粕をプレゼント（H24年12月末～H25年3月末）
住／笠間市小原2125　電／0296-77-0152
営／9:00～17:00　休／土・日曜日、祝日（12月は土
曜日営業）　http://www.sudohonke.co.jp/

　ギャラリーロードにある丸い形の屋根のかわい
らしいお店です。料理を引き立て、生活を楽しむ焼
きもの・ガラス・鉄の作品など、約40人の作家作品を
展示・販売しています。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き（一部除外品あり）
住／笠間市笠間2518-8　電／0296-73-0700
営／11:00～18:00（冬期17:00）　休／月曜日（祝日
の場合は翌日）　http://butaikasam.exblog.jp/

原陶工房 須藤本家 株式会社 ギャラリー舞台

大洗でモノ作り思い出作り

海賊染めが仕上がりました！

いばらき三遊記の旅行プランはほ
かにも、「草木染を楽しみ季節を彩
る花をめでる水戸の１日・水戸の
梅まつり」など、楽しいプランが盛
りだくさんです。詳しくは笠間観
光協会（tel 0296-72-9222）までお
問い合わせください。

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

チョンガクキムチ （キムチ工房  かわさき）

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

稲刈り体験＆新米おにぎり
笠間ファン倶楽部体験事業報告

水戸・笠間・大洗が連携した旅行プラン
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笠間ファン倶楽部フェイスブックページを開設！
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.gwbg.ws/kasamafan

▲笠間観光協会によるツイッターもあります。
　こちらも元気に情報発信中！
　@kasamakankou

手前がチョンガクキムチ。
その奥はオイキムチと白菜のキムチ。
手前がチョンガクキムチ。
その奥はオイキムチと白菜のキムチ。

◆小磯良平　聖書のさしえ展　（同時開催／色彩は語る）
　11/29（木） ～2013.1/14（月・祝）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日（但し1/14は開館、1/15は休館）年末年始（12/27～1/2）
　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1400円、大学・高校生900円、
　中学・小学生600円、65歳以上1100円（20名以上の団体は各200円割引）
◆学芸員によるギャラリートーク（聴講無料、入館料要）
　1/14（月・祝）「小磯良平　聖書のさしえ展」　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)
　1/12（土）　テーマ／エドガー・ドガ　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」

◆丘のなかまたち展　12/4（火）～12/16（日）　◆窯業指導所成果展　1/2（水）
～1/20（日）　◆ひとにやさしい器展　1/２（水）～1/20（日）　◆中山正作陶展
　1/23（水）～２/３（日）　◆桃宴　1/30（水）～3/3（日）　◆火の子窯展　2/6
（水）～2/17（日）　◆NEXT～かさましこ再生土の会～　3/6（水）～３/17（日） 
◆南部漸陶芸展　3/6（水）～３/17（日）　◆森恭作陶展　3/20（水・祝）～3/31
（日）◆ローランドサクセ作陶展　3/20（水・祝）～3/31（日）

◆明治・大正時代の日本陶磁－産業と工芸美術－　～12/9(日)
　料/一般700円(550円)、高大生500円(400円)、小中生250円(200円)
◆アラビア窯－フィンランドのモダンデザイン－　１/２(水)～３/10(日)
　1873年にヘルシンキの郊外のアラビア地区に創業したアラビア窯は、北欧
を代表する陶磁器メーカーであり、そのシンプルかつ、ぬくもりのある良質な
日用食器は、世界中で愛されてきました。本展覧会では、岐阜県現代陶芸美術
館のコレクションを中心にアラビア窯の初期から現在の製品まで約80件を展
示し、アラビア窯の歴史を紹介します。
　休／毎週月曜日(祝日の場合は翌日休)
　料/一般700円(550円)、高大生500円(400円)、小中生250円(200円)
◆現代茨城の陶芸展「GEMSTONE－笠間の４人｣　10/11(木)～2/11(月・祝)
　本展で紹介する４人の作家は、何れも、成形、焼成、加飾といった造形要素の
中から、自身の表現を模索し、進化、変容を加えながら積極的に発表を続ける
新進気鋭の陶芸家です。本展では，茨城の陶芸の新たな動向の一翼を担う「磨
かれつつある原石」の世界をお楽しみいただければ幸いです。

　休／毎週月曜日(祝日の場合は翌日休)
　料／一般300円(250円)、高大生250円(200円)、小中生150円(120円)
◆[県民ギャラリー]茨城県立笠間高等学校美術作品展　12/9(日)～12/16(日)
　※入場無料
◆[県民ギャラリー]第５回ゆらゆら展　２/６(水)～２/11(月・祝)　※入場無料

◆回廊ギャラリー門　tel 0296-71-1507 
●猪飼祐一作陶展　12/1（土）～12/14（金）
　京都に工房を持つ猪飼。東京より北では初めての個展。
●木村直人・砂山ちひろ・根本峻吾三人展　12/15（土）～12/28（金）
　茨城県窯業指導所の同期、木村と根本。講師、砂山との三人展。
●古川鉄彌・古川雅子作陶展　1/1（火・祝）～1/18（金）
　お雛様を中心に、桃の節句に使いたくなる器を出店予定。
◆Glass Gallery SUMITO　tel 0296-72-2104 
●ハッピークリスマス　～12/25（火）
　クリスマスをモチーフとしたもの、楽しいきれい、心ときめくものを集めました。
●ガラスのお雛様　1/19（土）～3/3（日）
　ガラスで出来た華やかで美しいガラス雛が100体以上並びます。
 ◆SPACE NICO　tel 0296-73-0750
●外山亜基雄展　1/2（水）～1/20（日）
　動物の絵柄の器を中心に、多数展示する予定です。
　外山亜基雄さんの世界を、御覧にいらしてください。
◆向山窯 プラザ店　tel 0296-72-0194
●第８回 向山窯新春展　1/1（火・祝）～1/27（日）
　向山窯出身作家と現所属作家とのコラボレーション企画展。
◆かつら陶芸　tel 0296-72-6688
●陶四人展～集いの時・つどう器～　12/15（土）～1/14（月・祝）
　秋元郁子、鈴木玲子、みずのくみこ、宮澤厚夫による陶芸展。
●34周年感謝セール　1/1（火・祝）～1/6（日）
●陶雛展　1/1（火・祝）～3/3（日）
　澤りか、永島君江、高橋脇子による陶雛展。
◆きらら館　tel 0296-72-3109
●陶雛展　1/1（火・祝）～1/13（日）
　全国の陶芸家、約20人による陶製の雛飾りを一堂に展示。
●杉本遊炫作陶展　1/15（火）～1/27（日）
　奈良県の陶芸家。「和」テイストの器に草花が写実的に描かれた作品。
●川田達哉・敦子二人展　1/29（火）～2/10（日）
　益子で作陶する夫婦。ツタ、アザミ、サクラなどが描かれた日常使いの器が中心。
●松下昇二・知子展　2/12（火）～2/24（日）
　笠間在住の夫婦。粉引きの器に花柄などが描かれる日常使いの器が中心。
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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。

　今回紹介するのは韓国特産の小さい大根（チョンガク）で作った「チョンガクキム

チ」。チョンガクは日本の大根に比べ水分が少なく、シャキシャキとした歯ごたえの旨

みが凝縮した味。よく漬け込んで発酵させると抜群のキムチが出来ます。オーナーの河

崎明愛さんは韓国の東南部、慶尚北道の生まれ。日本に来て30年になりますが、子ども

の頃食べていたお母さんのキムチを日本でも作っていきたいと思ったのが、お店を始

めたきっかけです。店内の冷蔵庫には定番の白菜のほか、ゴボウ、ラッキョウ、玉ネギ、

セロリといった珍しいキムチが10種類以上並んでいます。価格は一袋500円から。

　キムチは、塩漬けして水切りした野菜を、特製の

タレに漬け込んで作ります。このタレがおいしさ

の秘訣。唐辛子にアミやイワシの塩辛と煮干、昆

布、ショウガ、ネギなど数種類の野菜を煮詰めて

とったダシ、すりおろした梨などを加えることで、

コクのある深い味わいになります。

　キムチは宅急便にて全国へお届け可。御歳暮な

どのギフト商品（2000円～）もあります。

キムチ工房　かわさき
住／笠間市福島617　電／0299-45-4452
営／9:00～18:30（日曜13:00～18:30）　休／月曜日
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ＨＰで笠間市のことを知りました。古きよき日本を感じさせてくれ
る街でとても魅力を感じました。都内からのアクセスよさそうなの
で是非訪れてみたいです。　　　　   　　　　　　　 （東京都・女性）

　9月30日（日）、当日は見事に快晴。青空の下、参加した皆さんは、稲刈り

とおだがけに汗を流しました。稲刈りの後は全員で新米のおにぎりや田

舎料理をいただきました。新米の味はやはり格別！とても美味しそうに

食べていました。昼食の後は、笠間の自然を満喫しよう！ということで、

周辺散策へ。飯田ダム周辺の森林には、アケビや山栗などが実をつけてお

り、皆さん興味津々。中には山栗を拾って食べてみた方もいたようです。

ほんの１時間ほどでしたが、いろいろな植物を観察することができ、まさ

に、「笠間の秋」を満喫できる１日でした！

　また今回の体験事業では、植木重市さん、安見珠子さん（茨城県環境ア

ドバイザー）に稲刈りと植物観察の講師として、さらに、かさまサポート

倶楽部のみなさん、飯田地区のご婦人方に、ボランティアスタッフとして

お手伝いいただきました。ご協力ありがとうございました。

　笠間ファン倶楽部

では、今後もお正月

準備や豆腐作りなど

の体験事業を企画し

ております。ぜひご

参加ください！

笠間大好きです。これからファン倶楽部が益々盛り上がっていくの
を楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　（茨城県・男性）

　海水浴で有名な大洗、「海の大学」でモノ作りを楽しみま
しょう。海草を使ってストールを染色する「海賊染め」、海の中
をイメージしながら作る「ジェルキャンドル」…お好きな体験
を選んで楽しめます。地元のボランティアガイドさんと行く
「街角散策ワンコインツアー」は、レトロなお店、懐かしい味、
気さくな人々とのふれあいで心温まるひと時です。

ＴＸつくば駅集合出発
●日帰りコース　
　大人（中学生以上）9.500円　小人（小学生）9,000円　
●宿泊コース
　大人 20,000円～25,250円

　やきもの通りとギャラリーロードを結ぶ陶の小
径に位置する、片喰の家紋の染められた日よけ幕が
目印のお店です。日用の食器からインテリアまで、
幅広い品揃えです。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き

　　　　　　　　　　　　住／笠間市笠間2192-19
　　　　　　　　　　　　電／0296-72-5511
　　　　　　　　　　　　営／9:00～18:00
　　　　　　　　　　　　休／不定休
　　　　　　　　　　　　http://www.hara
　　　　　　　　　　　　toukoubou.com/

ガラスのお雛様

外山亜基雄展

ハッピー
クリスマス

オーナーの河崎明愛（かわさきめいあい）さん▼

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」®

　日本でも有数の歴史を持つ酒蔵、須藤本家は、郷
乃譽、霞山、山桜桃、花あわせ、生酛、山渡、花薫光な
ど香り高く美味しい日本酒を取り扱っています。
【会員特典】 2,000円以上お買い上げのお客様に、
　酒粕をプレゼント（H24年12月末～H25年3月末）
住／笠間市小原2125　電／0296-77-0152
営／9:00～17:00　休／土・日曜日、祝日（12月は土
曜日営業）　http://www.sudohonke.co.jp/

　ギャラリーロードにある丸い形の屋根のかわい
らしいお店です。料理を引き立て、生活を楽しむ焼
きもの・ガラス・鉄の作品など、約40人の作家作品を
展示・販売しています。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き（一部除外品あり）
住／笠間市笠間2518-8　電／0296-73-0700
営／11:00～18:00（冬期17:00）　休／月曜日（祝日
の場合は翌日）　http://butaikasam.exblog.jp/

原陶工房 須藤本家 株式会社 ギャラリー舞台

大洗でモノ作り思い出作り

海賊染めが仕上がりました！

いばらき三遊記の旅行プランはほ
かにも、「草木染を楽しみ季節を彩
る花をめでる水戸の１日・水戸の
梅まつり」など、楽しいプランが盛
りだくさんです。詳しくは笠間観
光協会（tel 0296-72-9222）までお
問い合わせください。

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

チョンガクキムチ （キムチ工房  かわさき）

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

稲刈り体験＆新米おにぎり
笠間ファン倶楽部体験事業報告

水戸・笠間・大洗が連携した旅行プラン
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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/index.html

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。カラダ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…6,700円～ 9,300円（タクシー付き）
出　発　日…月、火、水、木旅行プラン

心を洗う笠間の１日
詳しくは　 ☜パワースポット巡り／コースNo.13-0107

冬のイベント情報（初詣・初日の出スポット、節分祭）
笠間ファン倶楽部 Facebook ページ開設！
かさまアート情報　　我らは笠間応援団！ 　ほか

笠間昔話「悪態まつり」
笠間のいな吉が行く！
　B－１グランプリin北九州編
食の逸品「チョンガクキムチ」 

表紙写真提供（敬称略）雪の北山公園／立原 英二　笠間稲荷神社の節分祭／竹内 治　どんど焼き／長谷川 正一　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

　笠間はたまたま次男の嫁の里でした。嫁
の実家に遊びに行き、昼食に笠間クライン
ガルテンの蕎麦を食べに行きました。そこ
でクラインガルテンの風景を見て、食事そっ
ちのけで施設を見て回りました。そしてす
ぐに事務所に申し込み方法を尋ね応募しま

した。運良く当たり、それから笠間通いが
始まりました。定年退職はしたものの嘱託
での仕事もあり、週の4日くらいを笠間で
過ごす生活が始まりました。
　クラインガルテンは宿泊施設付きの貸し
農園です。そこに住んで本格的に野菜作り
ができるのです。やはり寝泊まりしないと
野菜は生き物ですから東京から毎日通うわ
けにはいきません。里山に住むのはいいも
ので春はうぐいすに起こされます。毎日山
の色が変わっていくさまは本当に心が洗わ
れます。自分で作った野菜で料理を作りた
いとの願いも叶い本当に多種類のものを作
りました。
　また野菜作りのプロの方との出会いもあ
りいい勉強になり多くの陶芸家とも出会い
色々な器に料理を盛り楽しみました。また
笠間のいなり寿司コンテストの審査員や料
理教室を頼まれ地元の方たちとも親交を深
めることができ、本当に楽しい日々を過ご
すことができました。野菜作りは楽しいで
すね。ましてや自分でその野菜を料理し皆
さんに楽しんでいただくことは本当に素敵
なことです。
　笠間ではいい思い出がたくさんできまし
た。また唐辛子味噌や赤かぶのスープ、大

根ステーキなど、いまだにみなさんに喜ん
で頂いております。クラインガルテンは最
長5年間借りられますが、キャンピングカー
の旅もしたいので3年で返納しました。12
月に返納届を出し3月退去の寸前に東日本
大震災です。そこで計画が大幅に変更にな
りました。被災地の惨状に何かできないか
と友人たちとボランティアを応援するボラ
ンティアを気仙沼で始めました。ハウスト
レーラーによる支援活動です。この活動を
通して消防レスキュー OBの隊長達と「防
災ボランティアドリーム・チーム集結」を
立ち上げ、被災地支援を現在も続けていま
す。
　笠間で過ごした3年間は人生にとても有
意義な時でした。沢山の友人もでき今年も
秋のイベント笠間浪漫に「たかはし塾料理
教室」を頼まれ、4日間10回の講習をやり
ました。笠間は食材の宝庫であり、また器
の産地でもあり、食と器のコラボを楽しめ
るとこは全国探しても少ないです。里山が
あり芸術あり食材あり人間味あり、また日
本一のクラインガルテンあり東京からも近
く本当に素晴らしいところです。これから
もずーっと笠間との関わりが続くことと思
います。

高橋 恒雄笠間の思い出

2013年 冬号
VOL.033

K A S A M A  F A N

笠間へのアクセスAccess

高橋恒雄さんのプロフィール… 1943年群馬県生まれ。1965年宮内庁入庁、
2003年主厨長に就任。宮中晩餐会の料理や、天皇・皇后両陛下の毎日の献立を
担当した。定年退職後は、全国で料理教室を開催。
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