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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/

古来、窯元では制作や色付けは無論、粘土自
体の精製など全ての作業を自分でしていまし
た。そこでこのコースでは、窯元に弟子入り
したつもりで土を精製する所からはじめま
す。単なる陶芸体験ではなく、じっくりとこ
だわりの笠間焼を作ってみてください。小さ
なお子様からご家族で楽しめます。

旅行代金…6,400円～9,000円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（月曜除く）

旅行プラン

窯元に弟子入り
詳しくは　 ☜ものづくり体験／コースNo.13－0104

かさまアート情報　  笠間コン～みんなで笠間に愛に恋～
食の逸品「くりん」グリーンファーム
我らは笠間応援団！ 　ほか

秋のイベント情報（笠間の菊まつり ほか）
笠間浪漫  開催！
ご当地グルメサミットin笠間
長渕 剛  第5回 詩画展2013

表紙写真提供（敬称略）北川信夫、坂部史子、冨永幸男、北﨑英信／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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越
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動
車
道

栃木都賀JCT
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笠間観光協会HP　検索

　笠間市との産学官連
携タイアップで「笠間
いなり寿司」を題材に
課題をやらせてもらっ
たのが2011年の展覧
会だったと思います。
広告プロモーションデ
ザイン学科の2年生の
学生40名と笠間市内
のいなり寿司を食べ歩
いた光景が映像として

鮮明に残っています。家族経営の蕎麦屋の
おじちゃんとおばちゃんの笑顔と「いなり
寿司」の美味しいバリエーションの印象が、
KASAMAという響きの中に蘇ります。
　ちょっとだけ説明させて頂きますと、本
校は水戸にありますデザインの学校で、職
業教育として「ものづくり」を中心にした
カリキュラムを持つ水戸の泉町にある専門
学校です。学生はグラフィックデザイナー
や空間デザイナー、インテリアデザイナー、
ファッションコーディネーター、店舗デザ
イナー、などを目指しております。15年程
前から、デザインという分野であるからに
は「地域に貢献するデザインを考えよう」
ということで、茨城県の各地域の市町村や
各種団体様にご協力を頂きまして、実際の
地域への貢献策を「皆で考えるプロクラム」、
といいますか、本校が他校と恐らく大きく
違うのは、「実際にモノとしてデザインをし
てみよう！」という流れ（プロセス）にな
るかと思います。各地域を色々と取材させ
て頂き、問題点を探り出して、その中で次
のステップを具体的に考えてデザインして

いく。そんな、デザインの美しい流れを学
生といっしょ追い求めてまいりました。
　その中で2011年に笠間市を取り上げさ
せていた印象からすると、個人的な感想に
はなりますが、「笠間市は非常に恵まれた街
である」というのが率直な感想です。とい
うのは、多くの街が「商売の上に商売をの
せようとする活性化」を試みてますが、結
果的には砂の上に城をたてようとする試み
に近いもので、あまり上手くいきません。
また、時の流れに載って人を集めるイベン
トも一時の夢幻の如く過ぎ去る運命にあり
ます。後に残るものが無い訳です。そんな
中で、笠間だけは、強い文化的な底力を持っ
ていて、文化上にさらに文化が積み重なっ
ていく、そんな文化的な街であって、だか
らお客様の集まる街であるし魅力を備えた
街であるのだなあと感じました。つまり、「文
化が息づいている街」笠間なのです。
　そうなってくると人も育つ。いや、教育
自体も育っていくのではないかと思います。
笠間高校は美術教育に邁進していき大きく
様変わりしている。茨城の美術の中心地、「も
のづくり」の中心地は笠間と北茨城という
ことで、ますますその役割を持っている地
域ということで、教育の場としても大事に
なってくると思われます。笠間高校前々校
長の林先生が学科の設立に向けて本校にい
らした時の、林先生の気合を前にした折、
笠間高校が美術の学校になっていく事を確
信した次第です。
予言：武山はまた笠間より出ずる
　さて、茨城県の中で、足が向いてしまう
場所、それが（お世辞ではなくて）私にとっ

ては笠間なのですが、そう、「どこか行こう
かな」「ちょっと気晴らしに行きたい場所」
であるわけです。笠間ファンなのですかね。
ふらっと粘土をいじりたくなる。別に凝っ
たもの作りたい訳でもなく、まあそんな時
は1000円で「手ひねり」に限る。ロクロ
とか絵付けは面倒なのです。適当に行くも
んだから、顔も覚えてはもらえない（それ
がいい）（笑）。永遠に初心者で、毎回「板作り」
「紐作り」の講義を聴くのも作法の一つ。説
明してくれるのは、2代目の息子かその娘？
で、娘の方が筋が良い。ゆるい時間とゆる
い空間。だけどパキッとした「ものをつく
る魂」。ピンとしたものが流れる瞬間が心地
いい。
　1時間ぐらい集中したらお腹がすく、笠
間に来たら蕎麦に限る。いや、「すいません、
いなり寿司も2つ追加で」となる。天気の
いい日は陶芸美術館の丘を散歩すればカロ
リーは消費出来る(と信じこむ）。いやあ、
まだまだあります、楽しみ方！笠間万歳！
　笠間ファンとしての笠間に対してのお願
いは、一つだけ。笠間は笠間であるべきかと。
そう願います。色々な地域と比べて、街の
認知度を危惧する意見を耳にしますが、ど
ちらにしてもそう簡単にブランドが出来る
訳ではありません。が、笠間はその力を持っ
ていると思います。学校の隣にある
VUITTON（ヴィトン）、元々伝統的なカバ
ン職人が(ブン投げても壊れない)頑丈な旅
行カバンを作り続けたのですが、文化と技
術とデザインが鍵を握っているのは、実は
今も昔も同じなのかと思います。

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 1,250円×2枚（2,500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）

©西岡浩記

文化が息づいている街、笠間 飯村  雅史（学校法人 リリー文化学園  専門学校 文化デザイナー学院　学校長）

K A S A M A  F A N

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線
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◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/21（土）10:00～17:00、　9/22（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第7回　かさま新栗まつり
　10/5（土）9:00～16:00、　10/6（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
　昼の部 10/11（金）～10/14（月・祝）9:00～17:00

　夜の部 10/12（土）～10/13（日）17:00～21:00

　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
　10/13（日）10:00～、　10/14（月・祝）11:00～

　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8回　笠間いなり寿司コンテスト
　10/13（日）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／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆秋季都市緑化祭　10/19（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

◆ふるさとまつり in かさま
　10/26（土） ・ 10/27（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

◆いばらきストーンフェスティバル2013
　11/1（金）～11/3（日・祝）

　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

◆2013 笠間焼フェア～陶と暮らし～
　11/２（土）～11/4（月・祝）9:00～16:00（最終日15:00）

　場／笠間工芸の丘特設会場

　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313

◆茨城をたべよう収穫祭
　11/2（土）10:00～17:00、　11/3（日・祝）10:00～1５:３0

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／茨城県農林水産部販売流通課　tel 029-301-3894

◆六所神社例大祭　11/2（土）・11/3（日・祝）
　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（金）
　場／天正宮公誠殿境内（岩間地区）

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆假屋崎省吾の世界　11/9（土）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。

◆かさま狐の嫁入り　11/16（土）
　場／笠間稲荷神社付近　　問／柏屋　tel 0296-72-0139

◆JR駅からハイキング
　11/16(土)  受付 9:00～11:00

　天狗伝説の残る秋の愛宕山ハイキング

　場／岩間駅東口～合気神社～愛宕神社周辺～岩間駅西口

　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
　11/16(土)11:00～19:00（予定）

　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

◆地域のたからまちのたから～いろんなたからを発見しよう～
　11/23(土・祝)10:00～16:00

　「出張！なんでも鑑定団」が笠間で開催されます。

　場／笠間市民体育館・笠間市笠間公民館

　問／笠間青年会議所　tel 0296-72-0095

◆第18回　笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/29（金）まで

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆ご当地グルメサミット in 笠間　※5ページに関連記事あり
　11/30（土）～12/1（日） 10:00～15:00

　場／笠間稲荷門前通り周辺　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

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

◆第8回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　12/15（日）9:00～
　場／笠間芸術の森公園　問／笠間市スポー

　ツ振興課　tel 0296-77-1101

◆悪態まつり　12/15（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
　爽やかな秋空の下、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106回　笠間の菊まつり
◆大菊花展及び市民菊花展
　10/19（土）～11/30（土）6:00～日没

　場／笠間稲荷神社境内

◆菊人形展「八重の桜」
　10/19（土）～11/30（土）

　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
　10/19（土）～11/30（土）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（日・祝）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
　11/9（土）10:00～　場／笠間稲荷神社境内

◆大和古流奉納式
　11/10（日）9:30～、11:30～　場／笠間稲荷神社境内

◆舞楽祭　11/17（日）10:00～、14:00～

◆秋季大祭　10/20（日）11:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（土・祝）9:00～
◆ご鎮座記念祭・龍蛇神社大祭　12/16（月）17:00～
◆年越大祓祭　12/23（月・祝）14:00～

◆玉日様・恵信尼様報恩講と秋季永代経法要
　9/7（土）・9/８（日）

　お説教　9/７（土）・8（日） 13:00 開始

　玉日廟への「わらじ参り」

　9/８（日） 8:30～9:30

 ◆親鸞聖人報恩講
　11/9（土）～10（日）

　お説教　11/9（土）・10（日） 13:00 開始

　御伝鈔拝読と「あずきがゆ」のご接待　11/9（土） 19:00～19:30

 ◆銀杏fest　11/16（土）・17（日）
　お葉付きイチョウのライトアップ　11/16（土）・17（日） 17:00～19:00

　笠間少年少女合唱団による合唱　11/17（日） 17:30～18:00

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（３日前まで）
　12/1（日）～12/19（木）、1/14（火）～3/14（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（金）～12/25（水）　※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」のクリスマスケーキと

　ディナー＋朝食付プラン。

◆第4回オープン・アトリエ 陶の里　9/20（金）～9/23（月・祝）10:00～16:00
　場／手越地内　問／風の窯　tel 0296-72-5785

笠間少年少女合唱団による合唱

笠間浪漫

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2013. 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7回  笠間アートのまちめぐり
10/5（土）～12/8（日）まで開催中

１ ２ ３

４

問／茨城県陶芸美術館　tel 0296-70-0011

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

悪態まつり

ファンタジーナイト

かさま狐の嫁入り

流鏑馬

笠間の菊まつり

2 ＊ KASAMA FAN KASAMA FAN ＊ 3



◆GARAGE PICNIC BAZAAR
　9/21（土）10:00～17:00、　9/22（日）10:00～16:00

　場／上加賀田地内　問／tel 090-3478-4723

◆第7回　かさま新栗まつり
　10/5（土）9:00～16:00、　10/6（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
　昼の部 10/11（金）～10/14（月・祝）9:00～17:00

　夜の部 10/12（土）～10/13（日）17:00～21:00

　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
　10/13（日）10:00～、　10/14（月・祝）11:00～

　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8回　笠間いなり寿司コンテスト
　10/13（日）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／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆秋季都市緑化祭　10/19（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

◆ふるさとまつり in かさま
　10/26（土） ・ 10/27（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

◆いばらきストーンフェスティバル2013
　11/1（金）～11/3（日・祝）

　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

◆2013 笠間焼フェア～陶と暮らし～
　11/２（土）～11/4（月・祝）9:00～16:00（最終日15:00）

　場／笠間工芸の丘特設会場

　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313

◆茨城をたべよう収穫祭
　11/2（土）10:00～17:00、　11/3（日・祝）10:00～1５:３0

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／茨城県農林水産部販売流通課　tel 029-301-3894

◆六所神社例大祭　11/2（土）・11/3（日・祝）
　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（金）
　場／天正宮公誠殿境内（岩間地区）

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆假屋崎省吾の世界　11/9（土）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。

◆かさま狐の嫁入り　11/16（土）
　場／笠間稲荷神社付近　　問／柏屋　tel 0296-72-0139

◆JR駅からハイキング
　11/16(土)  受付 9:00～11:00

　天狗伝説の残る秋の愛宕山ハイキング

　場／岩間駅東口～合気神社～愛宕神社周辺～岩間駅西口

　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
　11/16(土)11:00～19:00（予定）

　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

◆地域のたからまちのたから～いろんなたからを発見しよう～
　11/23(土・祝)10:00～16:00

　「出張！なんでも鑑定団」が笠間で開催されます。

　場／笠間市民体育館・笠間市笠間公民館

　問／笠間青年会議所　tel 0296-72-0095

◆第18回　笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/29（金）まで

　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆ご当地グルメサミット in 笠間　※5ページに関連記事あり
　11/30（土）～12/1（日） 10:00～15:00

　場／笠間稲荷門前通り周辺　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

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

◆第8回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　12/15（日）9:00～
　場／笠間芸術の森公園　問／笠間市スポー

　ツ振興課　tel 0296-77-1101

◆悪態まつり　12/15（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
　爽やかな秋空の下、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106回　笠間の菊まつり
◆大菊花展及び市民菊花展
　10/19（土）～11/30（土）6:00～日没

　場／笠間稲荷神社境内

◆菊人形展「八重の桜」
　10/19（土）～11/30（土）

　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
　10/19（土）～11/30（土）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（日・祝）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
　11/9（土）10:00～　場／笠間稲荷神社境内

◆大和古流奉納式
　11/10（日）9:30～、11:30～　場／笠間稲荷神社境内

◆舞楽祭　11/17（日）10:00～、14:00～

◆秋季大祭　10/20（日）11:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（土・祝）9:00～
◆ご鎮座記念祭・龍蛇神社大祭　12/16（月）17:00～
◆年越大祓祭　12/23（月・祝）14:00～

◆玉日様・恵信尼様報恩講と秋季永代経法要
　9/7（土）・9/８（日）

　お説教　9/７（土）・8（日） 13:00 開始

　玉日廟への「わらじ参り」

　9/８（日） 8:30～9:30

 ◆親鸞聖人報恩講
　11/9（土）～10（日）

　お説教　11/9（土）・10（日） 13:00 開始

　御伝鈔拝読と「あずきがゆ」のご接待　11/9（土） 19:00～19:30

 ◆銀杏fest　11/16（土）・17（日）
　お葉付きイチョウのライトアップ　11/16（土）・17（日） 17:00～19:00

　笠間少年少女合唱団による合唱　11/17（日） 17:30～18:00

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（３日前まで）
　12/1（日）～12/19（木）、1/14（火）～3/14（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（金）～12/25（水）　※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」のクリスマスケーキと

　ディナー＋朝食付プラン。

◆第4回オープン・アトリエ 陶の里　9/20（金）～9/23（月・祝）10:00～16:00
　場／手越地内　問／風の窯　tel 0296-72-5785

笠間少年少女合唱団による合唱

笠間浪漫

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2013. 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7回  笠間アートのまちめぐり
10/5（土）～12/8（日）まで開催中

１ ２ ３

４

問／茨城県陶芸美術館　tel 0296-70-0011

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。
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10/11  ▶14

笠間芸術の森公園
イベント広場

［昼の部］9:00～17:00
［夜の部］10/12・13 17:00～21:00

金

会
場

月・祝

　笠間焼や稲田石、地元グルメなど、たくさんの笠間

の魅力を１ヶ所で堪能出来る秋のビッグイベント「笠

間浪漫」が、今年も笠間芸術の森公園イベント広場で

開催されます。昨年初めて開催され、好評を博したこ

のイベントは、150ほどの笠間焼店舗が出展される

ほか、特産品である稲田地区の御影石(みかげいし)で

造った庭園で、昔懐かしい縁日の気分を楽しめます。

地元グルメは田舎の味、おばあちゃんの味をテーマに

したものが多く、自慢の農産物や加工品の店舗が多数

出展されます。また、茨城県内の菓子店が、笠間浪漫

に特別製作する栗スイーツコーナーも設けられる予定

です。

　昼の部と夜の部に分かれているのも大きな特徴で、

昼の部では紙飛行機やゴム鉄砲、昔遊び教室など、昔

遊びをテーマとしたワークショップが開催され、会場

全体がノスタルジックな雰囲気に包まれます。

　一方、10月12日、13日に開催される夜の部では、

灯をともした様々な屋台が出展され、自慢の料理でお

酒が飲める屋台村が出現します。夜だけではありませ

んが、笠間焼マグカップと生ビールをセットで購入出

来る「笠間焼ビールフェア（仮）」が開催されるので、

こちらも楽しみです。

　ほかにも、地元バンドによるライブ演奏や、郷土芸

能のお披露目など、ステージイベントが充実している

ことにも注目です。４日間の開催ですが、この機会に

笠間の魅力を、とことん味わってください！
問い合わせ／笠間観光協会  tel 0296-72-9222

　11月30日（土）・12月1日（日）の２日間に渡り、「ご

当地グルメサミット in 笠間」が開催されます。

　前回までは笠間芸術の森公園イベント広場での開催

でしたが、３回目となる今回は、笠間稲荷門前通りを

中心とした会場へと変更になります。

　メイン会場は日本三大稲荷のひとつ「笠間稲荷神

社」の門前通り。ご当地グルメ笠間いなり寿司が食べ

られる「笠間いなり寿司いな吉会加盟店」がたくさん

ある通りでもあります。当日は通り全体が歩行者天国

となり、ご当地グルメで埋め尽くされます。あのまち

からも、このまちからも、県内外から様々なご当地グ

ルメが大集合。笠間市内のおいしいグルメも味わえま

すよ。しかも、なんと１日目は、笠間の菊まつりの最

終日。菊まつりも楽しみたい！おいしいものも食べた

い！という方はぜひ11月30日（土）にお越しくださ

い。このほか、市営荒町駐車場と稲荷駐車場も会場と

なりますので、通り周辺を散策しながらご当地グルメ

を堪能できます。

　もちろん“おいしい”だけではありません。荒町駐車

場にはメインステージを設置。子どもから大人まで楽

しめる、様々なステージイベントを企画中です。こち

らもお楽しみに！　食欲の秋にふさわしい、ご当地グ

ルメ満載の２日間。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。詳細はいな吉ブログやファン倶楽部facebookな

どで随時お知らせしていきますので、ぜひチェックし

てみてくださいね！
問い合わせ／笠間市商工観光課  tel 0296-77-1101

書／川又南岳

開 催
 決 定
開 催
 決 定ご当地

グルメ
サミット
in 笠間

＊＊ご当地グルメを食べつくせ ！＊＊

ご当地
グルメ
サミット
in 笠間

開 催
 決 定

11/30（土）
12/1（日）
11/30（土）
12/1（日）
11/30（土）
12/1（日）

味自慢の笠間いなり寿司 ぜひ食べに来てくださいね 笠間のいな吉もがんばります！

たくさんの皆さまにご来場いただいた前回の“ご当地グルメサミット in 笠間”

食と文化の祭典…懐かしのロマンを探す４日間

9:00～15:00（予定）9:00～15:00（予定）

会場／笠間稲荷門前通りほか会場／笠間稲荷門前通りほか
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てみてくださいね！
問い合わせ／笠間市商工観光課  tel 0296-77-1101

書／川又南岳

開 催
 決 定
開 催
 決 定ご当地

グルメ
サミット
in 笠間

＊＊ご当地グルメを食べつくせ！＊＊

ご当地
グルメ
サミット
in 笠間

開 催
 決 定

11/30（土）
12/1（日）
11/30（土）
12/1（日）
11/30（土）
12/1（日）

味自慢の笠間いなり寿司 ぜひ食べに来てくださいね 笠間のいな吉もがんばります！

たくさんの皆さまにご来場いただいた前回の“ご当地グルメサミット in 笠間”

食と文化の祭典…懐かしのロマンを探す４日間

9:00～15:00（予定）9:00～15:00（予定）

会場／笠間稲荷門前通りほか会場／笠間稲荷門前通りほか
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人気の栗スイーツ
「くりん」は294円

笠間ファン倶楽部
フェイスブックページ

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
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.com/
kasamafan

　佐白山の麓でこだわりの大豆・水・にがり、そし
てこだわりの製法で豆腐を作るお店です。はとバ
スも訪れる店内は、ゆったりとお茶をいただける
スペースもご用意しています。
【有料会員特典】 H25年10月～H26年2月限定でおからをサービス
住／笠間市笠間2810　電／0296-72-3072
営／10:00～17:00　休／月曜日、第２火曜日
http://www.toufuya.biz/

佐白山のとうふ屋
　日本全国から斬新なデザインのガラス作品を常
時800点ほど取り扱っています。
【会員特典】 2,000円以上お買い上げのお客様にオリ
ジナルアクセサリープレゼント
住／笠間市笠間2192-35　電／0296-72-2104
営／10:00～17:30　休／金曜日
http://gate.ruru.ne.jp/sumito/

Glass Gallery SUMITO
　いちご、ブルーベリー、りんごの収穫やそば打
ちなど、年間を通して様々な農業体験が楽しめま
す。農産物直売所では、旬な地元笠間の新鮮野菜
を販売しております。また、そば処の手打ち常陸
秋そばもオススメです。
【会員特典】 ソフトクリーム50円引き
住／笠間市本戸4258　電／0296-70-3133
営／9:00～17:00　休／月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.kasama-kg.jp/

笠間クラインガルテン  農産物直売所

◆竹久夢二と大正ロマン
　～東京・竹久夢二美術館所蔵品を中心に～
　10/10（木） ～12/8（日）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日
　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）

◆春風萬里荘イベント 「夢境庵茶会」
　11/23（土・祝）　席主／原田勝子

◆登り窯で焼こう！　募集期間　9/1(日)～10/31(木)
　体験料金 ￥5,250/2kg　作品持込（10月中） ￥3,675/1㎏
　焼成　11/26(火)～28日(木) 予定
◆深呼吸～佐藤健太・佐藤和美　陶展　9/3（火）～9/16（月・祝）
◆秋元智香作陶展　9/10（火）～9/23（月・祝）
◆森のおはなしⅡ　9/18（水）～9/29（日）
◆大貫博之陶展－折々の花－　9/25（水）～10/14（月・祝）
◆斉藤政秋作陶展　10/1（火）～10/14（月・祝）
◆茨城工芸会  会員展 10/16（水）～11/4（月・祝）
◆笠間焼フェア2013～陶と暮らし～　11/2(土)～4(月・祝)
◆木の器展　11/6（水）～11/17（日）　◆柳鳳窯展　11/6（水）～11/17（日）
◆酒井芳樹と仲間展　11/19（火）～12/1（日）
◆宮本雅宏・まり作陶展　11/19（火）～12/8（日）
◆丘のなかまたち展 12/4（水）～12/15（日）

◆企画展「没後50年　板谷波山展」　10/5～12/8(日)
　開／9:30～17:00（最終入館は16:30）
　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)
　　　※（　）内は20名以上の団体料金　
◆ミュージアムコンサート　11/13(水) 11:00～、14:00～

◆回廊ギャラリー門　tel 0296-71-1507
●金高  実音世　作陶展　9/28（土）～10/11（金）
●近藤  文　作陶展　10/12（土）～10/25（金）
●羽石  修二　作陶展　10/26（土）～11/8（金）

◆笠間稲荷美術館　tel 0296-73-0001
●常設展「中世六古窯展」　10/5（土）～10/15（火）
●特別展「鳥居禮展  神々と神話」　10/19（土）～11/30（土）
　料／一般500円、高大生400円、小中生300円　※団体20名以上50円引き

◆かつら陶芸　tel 0296-72-6688
●及川美智子展　9/14（土）～9/29（日）
●はなクラフト冬のうつわ展　12/7（土）～12/23（月・祝）

◆ギャラリーかまげん　tel 0296-72-0039
●花とくらしを彩る手仕事展　10/11（金）～10/18（金）
●鳴神布未代　ポーセレン・レースドール展　12/1（日）～12/8（日）

◆ギャラリー桜　tel 0296-72-0803
●須藤  訓史　作陶展　10/12（土）～10/27（日）
●高見沢  美穂　作陶展　11/2（土）～11/17（日）

◆きらら館　tel 0296-72-3109
●近藤ケイ・オブジェ展示　～9/14（土）
●西村俊彦　作陶展　9/4(水)～9/16(月・祝)
●原田省平・オブジェ展示　9/15（日）～11/15（金）
●落合社寿子　作陶展 －大地と炎－　9/18（水）～9/29（日）
●田山健司　陶展　10/1（火）～10/13（日）
●武内雅之・光代　作陶展　10/15（火）～10/27（日）
●大﨑  透 「陶の動物園 ’13」　10/29（火）～11/10（日）
●中島健蔵　11/12（火）～11/24（日）　●若尾洋造　11/26（火）～12/8（日）

◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●皆川禎子  岩崎智子 2人展
　～バーナーワークそれぞれの世界～　9/14（土）～9/29（日）
●大鎌章弘・中原雅子 2人展～小さなガラスの表現者～　10/5（土）～10/20（日）
●小林亮二・鈴木努・やぎもとこ 3人展～秋のガラス生活　10/26（土）～11/10（日）
●ガラスのクリスマス展　11/16（土）～12/25（水）

◆Ｊギャラリー　 tel 0296-73-4541
●廣野  敏・高橋  協子　二人展　9/1（日）～9/29（日）
●酒井  芳樹　作陶展　10/3（木）～10/29（火）
●菊池  弘・赤萩 はるい　二人展　11/1（金）～11/30（土）
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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。

　栗の木々に囲まれた場所にたたずむ、落ち着いた雰囲気のレストラン「グリーンファー

ム」。“緑”をイメージしたという名前にふさわしく、店内からはのどかな田園風景や緑豊か

な山々を見渡すことができます。今年で開店18年目を迎えるこのレストランで、長年人々

から愛されているのが今回ご紹介する逸品「くりん」です。オーナーである戸鞠（とまり）

シェフの「地元の栗を使ったメニューを作りたい。岩間の栗のブランド力向上に貢献した

い」という熱い思いから、この栗スイーツが誕生しました。

　「くりん」の自慢は、口に入れた瞬間に広がる栗の香りとなめらかさ。奥久慈卵や県北の

牛乳など茨城県内の食材を使った生地に、笠間産の栗で作った自家製の甘露煮とリキュー

ルをふんだんに混ぜ込んで、１時間オーブンでじっくりと焼き上げます。生クリームと牛

乳の絶妙なバランスが生み出すなめらかな舌触りは、シェフが何度も試行錯誤を重ねて編

み出したそうです。このように素材から製法までとことんこだわって作られた「くりん」

には、根強いファンが多く、時期が近付くと問合せも殺到するとのこと。栗が美味しいこ

の時期。「くりん」独特のコクと栗本来の風味を是非味わっていただきたいと思います。

　なお、今年の販売予定は９月中旬頃からとなっています。同時期に販売される栗のシ

フォンケーキもオススメです。

グリーンファーム
住／笠間市下郷884-1　営／11：00～22：00　休／月曜
問／0299-45-5104　　会員特典／お会計10%引き
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いつも色々と楽しませていただいてありがとうございます。笠間稲
荷神社周辺の落ち着いた感じと、ギャラリーロード周辺のちょっと
おしゃれでアグレッシブな感じ、そして岩間の自然たっぷりな感じ
が大好きです！愛宕山→吾国山の縦走には懲りましたが…とにかく
またちょこちょこお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茨城県・女性）

　さる６月６日から８月18日まで、笠間日動美術館におい

て、シンガーソングライター・長渕剛さん（57）の詩画作品

など約80点を展示する詩画展がありました。この詩画展

は、東京・名古屋・鹿児島・大阪・仙台と巡回し、最後に

笠間で開催されたものです。会期中の７月20日、長渕さん

は会場を訪れ記者会見を行い、作品に対する思い、東日本

大震災後の気持ちの変化などを語ってくれました。

　「人は何かを感じた時、それを誰かと共有したいもの。震

災は苦しみ・絶望の共有だった。そしてその果てには希望

しかなかった。他人の痛みを自分の痛みとして感じられる

か。そこが麻痺しないように生きていたい。“本気” じゃな

いとつまらない。本気の先には “狂気” が待っている。狂気

には覚悟がついてくる。さらに一歩上がるとそこが “殺気”

だ。もう後戻りできない、前へ突撃 するしかないんだ。」

　真摯に自分と向き合い、自分の弱さまでもさらけ出した

長渕さんの素の姿は、とっても穏やかで、優しさに満ち溢

れていました。生きる勇気をいただいた気がします。

　なお、詩画展は、大好評のうちに幕を閉じました。

笠間が好きでよく行きます。たくさんのイベントがあり笠間は楽し
いですね。知らない笠間がたくさんあるので、これからも情報発信
お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　（東京都・男性）

陶芸や稲田石、美術館等、たくさんの「素敵」がつまっている笠間
が大好きです。活気あふれる笠間を期待しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笠間市・女性）

ガラスのクリスマス展

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」®
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竹久夢二「松竹梅」大正10年頃
東京・竹久夢二美術館蔵

やぎもとこさんの作品

岩崎智子さんの作品

中原雅子さんの作品

笠間コン～みんなで笠間に愛に恋～
11/23（土）
　18:00～21:20
参加費　男性 6,000円
　　　　女性 4,000円

対象　独身男女　各50人
　　　（25歳から45歳）

場所　笠間稲荷神社周辺６～７店舗
　独身男女（25歳～45歳まで）を対象とした飲食店巡り
合コンです。笠間稲荷神社周辺の飲食店を使い、独身男
女の出会いの場を提供します。笠間に何度も訪れていた
だける、素敵なカップルがたくさん誕生することを期待
しています。ふるってご参加ください！

問／kasamakon2013@yahoo.co.jp
詳細はコチラ ⇒ http://ameblo.jp/kasamakon2013/

及川美智子
さんの作品

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 その他美術館／ギャラリー情報

くりん （グリーンファーム）

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

殺気
黒い血が
流れる日

長渕 剛　第５回 詩画展 2013

©西岡浩記

記者会見レポート
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人気の栗スイーツ
「くりん」は294円
人気の栗スイーツ
「くりん」は294円

笠間ファン倶楽部
フェイスブックページ

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
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.com/
kasamafan

　佐白山の麓でこだわりの大豆・水・にがり、そし
てこだわりの製法で豆腐を作るお店です。はとバ
スも訪れる店内は、ゆったりとお茶をいただける
スペースもご用意しています。
【有料会員特典】 H25年10月～H26年2月限定でおからをサービス
住／笠間市笠間2810　電／0296-72-3072
営／10:00～17:00　休／月曜日、第２火曜日
http://www.toufuya.biz/

佐白山のとうふ屋
　日本全国から斬新なデザインのガラス作品を常
時800点ほど取り扱っています。
【会員特典】 2,000円以上お買い上げのお客様にオリ
ジナルアクセサリープレゼント
住／笠間市笠間2192-35　電／0296-72-2104
営／10:00～17:30　休／金曜日
http://gate.ruru.ne.jp/sumito/

Glass Gallery SUMITO
　いちご、ブルーベリー、りんごの収穫やそば打
ちなど、年間を通して様々な農業体験が楽しめま
す。農産物直売所では、旬な地元笠間の新鮮野菜
を販売しております。また、そば処の手打ち常陸
秋そばもオススメです。
【会員特典】 ソフトクリーム50円引き
住／笠間市本戸4258　電／0296-70-3133
営／9:00～17:00　休／月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.kasama-kg.jp/

笠間クラインガルテン  農産物直売所

◆竹久夢二と大正ロマン
　～東京・竹久夢二美術館所蔵品を中心に～
　10/10（木） ～12/8（日）
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日
　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）

◆春風萬里荘イベント 「夢境庵茶会」
　11/23（土・祝）　席主／原田勝子

◆登り窯で焼こう！　募集期間　9/1(日)～10/31(木)
　体験料金 ￥5,250/2kg　作品持込（10月中） ￥3,675/1㎏
　焼成　11/26(火)～28日(木) 予定
◆深呼吸～佐藤健太・佐藤和美　陶展　9/3（火）～9/16（月・祝）
◆秋元智香作陶展　9/10（火）～9/23（月・祝）
◆森のおはなしⅡ　9/18（水）～9/29（日）
◆大貫博之陶展－折々の花－　9/25（水）～10/14（月・祝）
◆斉藤政秋作陶展　10/1（火）～10/14（月・祝）
◆茨城工芸会  会員展 10/16（水）～11/4（月・祝）
◆笠間焼フェア2013～陶と暮らし～　11/2(土)～4(月・祝)
◆木の器展　11/6（水）～11/17（日）　◆柳鳳窯展　11/6（水）～11/17（日）
◆酒井芳樹と仲間展　11/19（火）～12/1（日）
◆宮本雅宏・まり作陶展　11/19（火）～12/8（日）
◆丘のなかまたち展 12/4（水）～12/15（日）

◆企画展「没後50年　板谷波山展」　10/5～12/8(日)
　開／9:30～17:00（最終入館は16:30）
　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)
　　　※（　）内は20名以上の団体料金　
◆ミュージアムコンサート　11/13(水) 11:00～、14:00～

◆回廊ギャラリー門　tel 0296-71-1507
●金高  実音世　作陶展　9/28（土）～10/11（金）
●近藤  文　作陶展　10/12（土）～10/25（金）
●羽石  修二　作陶展　10/26（土）～11/8（金）

◆笠間稲荷美術館　tel 0296-73-0001
●常設展「中世六古窯展」　10/5（土）～10/15（火）
●特別展「鳥居禮展  神々と神話」　10/19（土）～11/30（土）
　料／一般500円、高大生400円、小中生300円　※団体20名以上50円引き

◆かつら陶芸　tel 0296-72-6688
●及川美智子展　9/14（土）～9/29（日）
●はなクラフト冬のうつわ展　12/7（土）～12/23（月・祝）

◆ギャラリーかまげん　tel 0296-72-0039
●花とくらしを彩る手仕事展　10/11（金）～10/18（金）
●鳴神布未代　ポーセレン・レースドール展　12/1（日）～12/8（日）

◆ギャラリー桜　tel 0296-72-0803
●須藤  訓史　作陶展　10/12（土）～10/27（日）
●高見沢  美穂　作陶展　11/2（土）～11/17（日）

◆きらら館　tel 0296-72-3109
●近藤ケイ・オブジェ展示　～9/14（土）
●西村俊彦　作陶展　9/4(水)～9/16(月・祝)
●原田省平・オブジェ展示　9/15（日）～11/15（金）
●落合社寿子　作陶展 －大地と炎－　9/18（水）～9/29（日）
●田山健司　陶展　10/1（火）～10/13（日）
●武内雅之・光代　作陶展　10/15（火）～10/27（日）
●大﨑  透 「陶の動物園 ’13」　10/29（火）～11/10（日）
●中島健蔵　11/12（火）～11/24（日）　●若尾洋造　11/26（火）～12/8（日）

◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●皆川禎子  岩崎智子 2人展
　～バーナーワークそれぞれの世界～　9/14（土）～9/29（日）
●大鎌章弘・中原雅子 2人展～小さなガラスの表現者～　10/5（土）～10/20（日）
●小林亮二・鈴木努・やぎもとこ 3人展～秋のガラス生活　10/26（土）～11/10（日）
●ガラスのクリスマス展　11/16（土）～12/25（水）

◆Ｊギャラリー　 tel 0296-73-4541
●廣野  敏・高橋  協子　二人展　9/1（日）～9/29（日）
●酒井  芳樹　作陶展　10/3（木）～10/29（火）
●菊池  弘・赤萩 はるい　二人展　11/1（金）～11/30（土）
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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。

　栗の木々に囲まれた場所にたたずむ、落ち着いた雰囲気のレストラン「グリーンファー

ム」。“緑”をイメージしたという名前にふさわしく、店内からはのどかな田園風景や緑豊か

な山々を見渡すことができます。今年で開店18年目を迎えるこのレストランで、長年人々

から愛されているのが今回ご紹介する逸品「くりん」です。オーナーである戸鞠（とまり）

シェフの「地元の栗を使ったメニューを作りたい。岩間の栗のブランド力向上に貢献した

い」という熱い思いから、この栗スイーツが誕生しました。

　「くりん」の自慢は、口に入れた瞬間に広がる栗の香りとなめらかさ。奥久慈卵や県北の

牛乳など茨城県内の食材を使った生地に、笠間産の栗で作った自家製の甘露煮とリキュー

ルをふんだんに混ぜ込んで、１時間オーブンでじっくりと焼き上げます。生クリームと牛

乳の絶妙なバランスが生み出すなめらかな舌触りは、シェフが何度も試行錯誤を重ねて編

み出したそうです。このように素材から製法までとことんこだわって作られた「くりん」

には、根強いファンが多く、時期が近付くと問合せも殺到するとのこと。栗が美味しいこ

の時期。「くりん」独特のコクと栗本来の風味を是非味わっていただきたいと思います。

　なお、今年の販売予定は９月中旬頃からとなっています。同時期に販売される栗のシ

フォンケーキもオススメです。

グリーンファーム
住／笠間市下郷884-1　営／11：00～22：00　休／月曜
問／0299-45-5104　　会員特典／お会計10%引き
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いつも色々と楽しませていただいてありがとうございます。笠間稲
荷神社周辺の落ち着いた感じと、ギャラリーロード周辺のちょっと
おしゃれでアグレッシブな感じ、そして岩間の自然たっぷりな感じ
が大好きです！愛宕山→吾国山の縦走には懲りましたが…とにかく
またちょこちょこお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茨城県・女性）

　さる６月６日から８月18日まで、笠間日動美術館におい

て、シンガーソングライター・長渕剛さん（57）の詩画作品

など約80点を展示する詩画展がありました。この詩画展

は、東京・名古屋・鹿児島・大阪・仙台と巡回し、最後に

笠間で開催されたものです。会期中の７月20日、長渕さん

は会場を訪れ記者会見を行い、作品に対する思い、東日本

大震災後の気持ちの変化などを語ってくれました。

　「人は何かを感じた時、それを誰かと共有したいもの。震

災は苦しみ・絶望の共有だった。そしてその果てには希望

しかなかった。他人の痛みを自分の痛みとして感じられる

か。そこが麻痺しないように生きていたい。“本気” じゃな

いとつまらない。本気の先には “狂気” が待っている。狂気

には覚悟がついてくる。さらに一歩上がるとそこが “殺気”

だ。もう後戻りできない、前へ突撃 するしかないんだ。」

　真摯に自分と向き合い、自分の弱さまでもさらけ出した

長渕さんの素の姿は、とっても穏やかで、優しさに満ち溢

れていました。生きる勇気をいただいた気がします。

　なお、詩画展は、大好評のうちに幕を閉じました。

笠間が好きでよく行きます。たくさんのイベントがあり笠間は楽し
いですね。知らない笠間がたくさんあるので、これからも情報発信
お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　（東京都・男性）

陶芸や稲田石、美術館等、たくさんの「素敵」がつまっている笠間
が大好きです。活気あふれる笠間を期待しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笠間市・女性）

ガラスのクリスマス展

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」®
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竹久夢二「松竹梅」大正10年頃
東京・竹久夢二美術館蔵

やぎもとこさんの作品

岩崎智子さんの作品

中原雅子さんの作品

笠間コン～みんなで笠間に愛に恋～
11/23（土）
　18:00～21:20
参加費　男性 6,000円
　　　　女性 4,000円

対象　独身男女　各50人
　　　（25歳から45歳）

場所　笠間稲荷神社周辺６～７店舗
　独身男女（25歳～45歳まで）を対象とした飲食店巡り
合コンです。笠間稲荷神社周辺の飲食店を使い、独身男
女の出会いの場を提供します。笠間に何度も訪れていた
だける、素敵なカップルがたくさん誕生することを期待
しています。ふるってご参加ください！

問／kasamakon2013@yahoo.co.jp
詳細はコチラ ⇒ http://ameblo.jp/kasamakon2013/

及川美智子
さんの作品

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 その他美術館／ギャラリー情報

くりん （グリーンファーム）

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

殺気
黒い血が
流れる日

長渕 剛　第５回 詩画展 2013

©西岡浩記

記者会見レポート
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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

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

JR常磐線

友部
スマート
IC岩

間
IC

水戸IC

笠間PA

JR水戸線

水戸

至 東京

至 上野

新前橋

小山

宇都宮

笠間友
部

友部IC

岩
間

JR常磐線

笠間西IC

益子

茨城町JCT 大洗
KASAMA
笠間

発行日／2013年9月5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/

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/

古来、窯元では制作や色付けは無論、粘土自
体の精製など全ての作業を自分でしていまし
た。そこでこのコースでは、窯元に弟子入り
したつもりで土を精製する所からはじめま
す。単なる陶芸体験ではなく、じっくりとこ
だわりの笠間焼を作ってみてください。小さ
なお子様からご家族で楽しめます。

旅行代金…6,400円～9,000円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（月曜除く）

旅行プラン

窯元に弟子入り
詳しくは　 ☜ものづくり体験／コースNo.13－0104

かさまアート情報　  笠間コン～みんなで笠間に愛に恋～
食の逸品「くりん」グリーンファーム
我らは笠間応援団！ 　ほか

秋のイベント情報（笠間の菊まつり ほか）
笠間浪漫  開催！
ご当地グルメサミットin笠間
長渕 剛  第5回 詩画展2013

表紙写真提供（敬称略）北川信夫、坂部史子、冨永幸男、北﨑英信／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

　笠間市との産学官連
携タイアップで「笠間
いなり寿司」を題材に
課題をやらせてもらっ
たのが2011年の展覧
会だったと思います。
広告プロモーションデ
ザイン学科の2年生の
学生40名と笠間市内
のいなり寿司を食べ歩
いた光景が映像として

鮮明に残っています。家族経営の蕎麦屋の
おじちゃんとおばちゃんの笑顔と「いなり
寿司」の美味しいバリエーションの印象が、
KASAMAという響きの中に蘇ります。
　ちょっとだけ説明させて頂きますと、本
校は水戸にありますデザインの学校で、職
業教育として「ものづくり」を中心にした
カリキュラムを持つ水戸の泉町にある専門
学校です。学生はグラフィックデザイナー
や空間デザイナー、インテリアデザイナー、
ファッションコーディネーター、店舗デザ
イナー、などを目指しております。15年程
前から、デザインという分野であるからに
は「地域に貢献するデザインを考えよう」
ということで、茨城県の各地域の市町村や
各種団体様にご協力を頂きまして、実際の
地域への貢献策を「皆で考えるプロクラム」、
といいますか、本校が他校と恐らく大きく
違うのは、「実際にモノとしてデザインをし
てみよう！」という流れ（プロセス）にな
るかと思います。各地域を色々と取材させ
て頂き、問題点を探り出して、その中で次
のステップを具体的に考えてデザインして

いく。そんな、デザインの美しい流れを学
生といっしょ追い求めてまいりました。
　その中で2011年に笠間市を取り上げさ
せていた印象からすると、個人的な感想に
はなりますが、「笠間市は非常に恵まれた街
である」というのが率直な感想です。とい
うのは、多くの街が「商売の上に商売をの
せようとする活性化」を試みてますが、結
果的には砂の上に城をたてようとする試み
に近いもので、あまり上手くいきません。
また、時の流れに載って人を集めるイベン
トも一時の夢幻の如く過ぎ去る運命にあり
ます。後に残るものが無い訳です。そんな
中で、笠間だけは、強い文化的な底力を持っ
ていて、文化上にさらに文化が積み重なっ
ていく、そんな文化的な街であって、だか
らお客様の集まる街であるし魅力を備えた
街であるのだなあと感じました。つまり、「文
化が息づいている街」笠間なのです。
　そうなってくると人も育つ。いや、教育
自体も育っていくのではないかと思います。
笠間高校は美術教育に邁進していき大きく
様変わりしている。茨城の美術の中心地、「も
のづくり」の中心地は笠間と北茨城という
ことで、ますますその役割を持っている地
域ということで、教育の場としても大事に
なってくると思われます。笠間高校前々校
長の林先生が学科の設立に向けて本校にい
らした時の、林先生の気合を前にした折、
笠間高校が美術の学校になっていく事を確
信した次第です。
予言：武山はまた笠間より出ずる
　さて、茨城県の中で、足が向いてしまう
場所、それが（お世辞ではなくて）私にとっ

ては笠間なのですが、そう、「どこか行こう
かな」「ちょっと気晴らしに行きたい場所」
であるわけです。笠間ファンなのですかね。
ふらっと粘土をいじりたくなる。別に凝っ
たもの作りたい訳でもなく、まあそんな時
は1000円で「手ひねり」に限る。ロクロ
とか絵付けは面倒なのです。適当に行くも
んだから、顔も覚えてはもらえない（それ
がいい）（笑）。永遠に初心者で、毎回「板作り」
「紐作り」の講義を聴くのも作法の一つ。説
明してくれるのは、2代目の息子かその娘？
で、娘の方が筋が良い。ゆるい時間とゆる
い空間。だけどパキッとした「ものをつく
る魂」。ピンとしたものが流れる瞬間が心地
いい。
　1時間ぐらい集中したらお腹がすく、笠
間に来たら蕎麦に限る。いや、「すいません、
いなり寿司も2つ追加で」となる。天気の
いい日は陶芸美術館の丘を散歩すればカロ
リーは消費出来る(と信じこむ）。いやあ、
まだまだあります、楽しみ方！笠間万歳！
　笠間ファンとしての笠間に対してのお願
いは、一つだけ。笠間は笠間であるべきかと。
そう願います。色々な地域と比べて、街の
認知度を危惧する意見を耳にしますが、ど
ちらにしてもそう簡単にブランドが出来る
訳ではありません。が、笠間はその力を持っ
ていると思います。学校の隣にある
VUITTON（ヴィトン）、元々伝統的なカバ
ン職人が(ブン投げても壊れない)頑丈な旅
行カバンを作り続けたのですが、文化と技
術とデザインが鍵を握っているのは、実は
今も昔も同じなのかと思います。

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 1,250円×2枚（2,500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）

©西岡浩記

文化が息づいている街、笠間 飯村  雅史（学校法人 リリー文化学園  専門学校 文化デザイナー学院　学校長）

K A S A M A  F A N

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線
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