
　毎年８月13、14 日の 2 日間、幻想的

な筒灯りが笠間の夜を灯す祭りがありま

す。やきもの通りとギャラリーロードに

挟まれた小さなストリート「陶の小径」

で行われる十六夜まつりです。　

　祭り当日は地元の陶芸家や窯元が製作

した1000 本もの陶の筒にキャンドルを

灯し、およそ300mほどの通りの歩道を

埋め尽くします。

　始まりは今からちょうど10年前。陶の

小径商店会の発足を機に「笠間ならでは

の陶の灯りを楽しんでほしい」と、焼き

ものを使用したキャンドルライトの演出

を考案しました。当時はまだ歩行者天国

への理解が少なく、観光協会の助力も

あってやっと実現されたそうです。

「とにかく大変だった」と、立ち上げ当

初から事務局長を務める山崎雅宏さん。

ミニSLを走らせたり、流しそうめんを

やったりと様々なイベントを企画し、

年々来場者数を増やして来ました。

　焼きもの販売はもちろん、キャンド

ル作りのワークショップ、石窯ピザや

軽食喫茶の屋台なども行われますが、何

といっても人気なのが一晩２ステージ開

かれる野外コンサート。アコースティッ

クなサウンドが、より一層ムーディな夜

を演出します。

「雨上がりの夜などは路面に灯りが映っ

て最高です。この小径だからこそのお祭

りに、ぜひお越し下さい」と山崎さん。
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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/
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笠間の罪深きイケメンを確保せよ！ fileNo.2

かさまアート情報

かさま観光大使 紹介

食の逸品「大根百笑」有限会社ナガタフーズ

笠間の穴場「陶の小径 十六夜まつり」 　ほか

笠間昔話～笹目宗兵衛商店
夏の催事特集
笠間再発見！常陸国出雲大社

表紙写真／（左）鷺谷等｢広い空｣※　（右）常陸国出雲大社ガラス工房神魂　十六夜まつり　高田良昇「獅子が舞う」※　笠間産の大根　（※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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栃木都賀JCT

岩舟JCT高崎JCT

笠間観光協会HP　検索

高速バス（関東やきものライナー）からのアクセス

東京方面から
秋葉原駅→（110分）→笠間手越→やきもの通り→笠間駅前
→笠間稲荷神社入口→笠間ショッピングセンター→益子
※大人片道 1,300円×2枚（2,600円）
　片道のみの場合　大人1,500円　小人750円
　（上記は笠間までの料金です）

問い合わせ／やまさき陶苑  tel 0296-72-6865

主催者の山崎さんは伝統工芸士の資格をもつ笠間焼作家県外からこの筒灯り目当てに訪れるファンも多い

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。身体のまん中にエネルギーが充電でき
るパワープランです！

旅行代金…7,300円～9,800円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（法要でお受け出来ない場合もございます）

心を洗う笠間の１日
パワースポット巡り／コースNo.16-0107

「陶の小径」十六夜まつり ～夏の夜を灯す1000本の筒灯り～

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線
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◆車の茅の輪くぐり　6/26（日） 10:00～ 
　場／佐白山麓笠間稲荷神社外苑駐車場  料／1,000円～　
◆夏越の大祓式（なごしのおおはらいさい）
　―茅の輪くぐり―　6/30（木） 16:30～
◆事比羅祭（ことひらさい）　8/1（月） 13:00～
◆末社祭（まっしゃさい）　8/1（月） 15:00～
◆献燈祭（けんとうさい）　8/7（日） 17:00～
◆中秋祭（ちゅうしゅうさい）　9/15（木） 16:30～
◆小笠原流弓術馬術礼法　9/22（木・祝） 12:30～

◆夏越大祓祭　6/26（日）14:00～
◆夏のみたままつり　8/15（月） 18:00～
　みたまむすびの霊行・提灯献灯
◆秋のみたままつり　9/22（木・祝） 11:00～

◆第21-2回 稲田禅房 「市民大学」 講座 　7/16（土）～7/17（日）
  【サマーセミナー】
　（1）今井雅晴先生（筑波大学名誉教授）　16日（土） 13:00～16:00
　　「親鸞の伝記の研究 (1)―誕生と出家―」
　（2）佐藤弘夫先生（東北大学大学院教授）　17日（日） ９:00～12:30
　　「死者はどこに行くのか―変容する日本の葬儀と死生観―」
　　※今井先生と佐藤先生のご対談含む
　定員70名（7/14までに申込必要）、料／１日3,000円・２日5,500円
　　＊スプリングセミナー受講者には割引（３日で7,500円）
　　＊宿泊（セミナー特別料金）・弁当も承ります（ご予約ください）　
  【公開講座】
　（3）齋藤和夫先生（埼玉大学・武蔵野美術大学講師）17日(日）13:30～15:30
　　「憲法学講義―憲法の歴史・解釈そして展望へ―」
　定員70名（申込不要・先着順）、料／無料
◆玉日さま・恵信尼さま報恩講　9/4（日） ※参加自由・無料(申込不要）
　玉日廟への「わらじ参り」　8:30～9:45
　お日中のお経 11:00～11:40／ご法話 13:00～14:00

◆門前ビアガーデン　6/18（土）、7/23（土）、8/27（土）、9/24（土）
　各日18：00～21：00
場/笹目宗兵衛商店中庭　問/ラ・ミディ　tel/0296-73-0430
酒蔵の中庭でビアガーデン！!  おいしいおつまみと毎回テーマが違
う生ライブの開催
◆とりあえずやってみよう！大試食会（*＾∀＾*）
　７/２（土）、８/６（土）
場/㈱小田喜商店　tel/0299-45-2638
月１回開催される岩間栗の試食会　
◆八雲神社　夏季例祭　7/23（土）・7/24（日）
勇ましい掛け声とともに関係町内の神輿が渡御
場／友部駅周辺
◆平神社 祇園祭（花火大会）　7/23（土）・ 7/24（日）
昔ながらの當家制度を受継ぐ祭。上町、中町、下町、橋爪の四町で神輿
を担ぎ、各町内を練り歩きます
　場／平町、橋爪地区

◆八坂神社の祇園祭　8/6（土）・ 8/7（日）
　八坂神社の神輿や子ども神輿が市内を練り歩きます
　場／笠間稲荷神社門前通りほか
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第16回 全国こども陶芸展 in かさま　7/29（金）～８/31（水）
　9:30～17：00　※8/1、8、15、22、29は休館
　場／茨城県陶芸美術館　県民ギャラリー
　問／茨城新聞社 営業企画部　tel 029-239-3005
◆十六夜まつり　8/13（土）・ 8/14（日） 18:00～21:00
地元の陶芸家や窯元などが制作した約1,000本の陶の
筒灯りが歩道に並べられ、幻想的な夏の夜を演出します

　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865
◆第26回 笠間のまつり
　8/16（火） 灯籠流し　18:00～20:30
　8/20（土） 光のオブジェ（ねぶた）＆神輿パレード　18:00～21:30
笠間の夏恒例のお祭りで、市民手作りのねぶたや「ラッセーラー、ラッ
セーラー」の掛け声で知られる跳ね人による盛り上がりは圧巻です
　場／笠間稲荷神社周辺
　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101
　　　笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆GARAGE PICNIC BAZAAR vol.11　
　9/18（日）・9/19（月・祝）
　10:00～17:00（最終日は16:00まで）
　場／笠間市上加賀田1035　問／tel 090-3478-4723 （宮本）
◆第8回　月見の会　9/17（土） 18:00～20:00
「中秋の名月」に笠間つつじ公園山頂にて楽しむ秋の一夜。かがり火と
キャンドルで演出する「笠間稲荷囃子」などの演目は必見です。地元で
手作りの食事もご用意してあります
　場／笠間つつじ公園　問／tel 080-1987-1146 （福田）
◆第10回　かさま新栗まつり
　10/1（土） 9:00～16:00、  10/2（日） 9:00～15:30 
　場／市民センターいわま（笠間市役所岩間支所）
　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101
◆第5回　笠間浪漫　10/7（金）～10（月・祝） 9：00～17：00 
　※夜間の部 開催予定　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

◆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
　※工事に伴い一時的にキャンプ場の利用不可
　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　※３ヶ月前より予約受付
◆スカイロッジ・バーベキュー広場
　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／基本バーベキュー１セット 2,550円
　　　手ぶらでバーベキュー１セット 4,550円＋別途コース料金
　問／スカイロッジ管理事務所　tel 0299-45-6622
◆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）
◆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
◆筑波海軍航空隊記念館　開／9:00～17:00　
　料／大人500円、子供350円（20名以上50円引き）
　場／県立こころの医療センター内　問／tel 0296-73-5777

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

笠間昔話 笠間の地酒『二波山 松緑』醸造元、笹目宗兵衛商店笠間の地酒『二波山 松緑』醸造元、笹目宗兵衛商店

夏　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2016. 6 → 2016. 10

イベント各種　※掲載は開催日時順

おすすめ施設・定期開催イベント

問／tel 0296-74-3000常陸国出雲大社
http://www.izumotaisha.or.jp/

問／tel 0296-74-2042稲田禅房 西念寺（稲田御坊）
http://www.inadagobo.org/
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明治時代の帳簿が展示されていました（左）

酒蔵の風景・麹をふりかけているところ（昭和50年頃）

笠間のまつり

十六夜まつり

笠間浪漫

茅の輪くぐり

とりあえずやってみよう！
大試食会（*＾∀＾*）

売店コーナーが充実、お土産にどうぞ

六代目当主・笹目信次郎氏と二波山松緑の代表的な日本酒各種
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問い合わせ／笹目宗兵衛商店  tel 0296－72－0021

MAP

至 笠間駅

　笠間市内には全部で４つの酒蔵があります。今回の

笠間昔話はその中のひとつ、笠間稲荷神社の目の前に

蔵を構える『笹目宗兵衛商店（ささめそうべえしょう

てん）』を紹介します。笠間の地酒『二波山 松緑』の醸

造元で、日本三大稲荷のひとつ笠間稲荷神社の御神酒

として代々ご用命をあずかる酒蔵です。

　笹目酒造は笠間藩主・牧野家の醸造元でしたが、明

治６年（1873年）藩主より　「二波山松の緑の色たけ
くよろずよかけてなお榮ゆらん」　の歌と共に経営を
譲り受けました。笹目家は元々、笠間市内で味噌や醤

油の醸造を行っていたことから（同じ発酵商品を扱っ

ているという理由で）白羽の矢がたったそうです。明

治22年には火災によりその大部分を焼失するという

困難もありましたが、先代の宗兵衛氏が笠間市長を務

めるなど、笠間を代表する企業のひとつとして元気に

営業しています。

　現在は六代目となる笹目信次郎氏が代表取締役を務

めています。「自分が造りたい酒を見つけることが今の

課題です」と信次郎氏。おいしい日本酒を造るという

物づくりの本質に加え、客や時代のニーズを含めて頭

を悩まし続ける経営者としての重みのあるひとことで

した。蔵見学可（要予約）。敷地内では『蔵びらきコン

サート』や地元有志による『ビアガーデン』などのイベ

ントも定期的に開催されています。

【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

標準プラン（チェックアウト10:00）
　４人棟（４名様）    １８，５００円　　　４人棟（４名様）    ２１，０００円
　６人棟（６名様）    ２７，５００円　　　６人棟（６名様）    ３０，０００円
 １２人棟（12名様）  ４８，５００円　　  １２人棟（12名様）  ５１，５００円

標準プラン（チェックアウト10:00）
　４人棟（４名様）    １８，５００円　　　４人棟（４名様）    ２１，０００円
　６人棟（６名様）    ２７，５００円　　　６人棟（６名様）    ３０，０００円
 １２人棟（12名様）  ４８，５００円　　  １２人棟（12名様）  ５１，５００円

《実施期間》通年 ※H28.7/13（水）～8/31（水）・12/16（金）～H29.1/14（土）を除く

※宿泊当日の午前10時以降であれば予約棟駐車場及び手荷物預かり可能。
※その他の割引・プラン併用は不可。

愛宕山ハイキング宿泊プラン 平日
限定 朝食付 ロッジからすぐに行けるコースロッジからすぐに行けるコース

ウエルカムサービス（緑茶＋塩飴＋スポーツドリンク）
スカイロッジオリジナルタオル＆入浴剤プレゼント！
夕食は弁当が付きます。

ロングプラン（チェックアウト12:00）
お
や
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笠間観光協会

歳時記

　笠間市の春を代表する催事として、「笠間つつじまつり」「笠間の陶炎祭」
が４月下旬から開催されました。例年よりつつじの開花が早くＧＷの前半
から多くの来訪者に楽しんでいただくことが出来ました。また、陶炎祭では、
新企画として笠間火器で作った簡単炊飯キット「竃（かまど）めし」、笠間
焼コースター展などを行い、過去最高の 55 万７千人の来場者があり大盛
況でした。これらの催事において、今年は外国人観光客を多く目にしました。
市や観光協会では、外国人観光客の誘致活動に取り組んでおりますが、一
つの成果の表れといえるのではないでしょうか。
　これから本格的な夏を迎えますが、笠間では夏の暑さを吹き飛ばす、熱
い催事が目白押しです。笠間の夏を楽しみに、ぜひ、お出かけください。

【第３回】
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芸術肌の宮司・高橋正宣さん（左）と権
宮司・高橋正重さん（右）「だいこくさま
は縁結びの神様として知られております
が、あらゆる幸せのご縁を結ぶ神様です。
ぜひお気軽にお越しくださいませ。」

常陸国出雲大社

参拝だけじゃもったいない！常陸国出雲大社参拝だけじゃもったいない！常陸国出雲大社 神社で遊ぶなんてもってのほか？!
いえいえ、こちらの神社だからこそできる、
清く楽しく賢い過ごし方があったのです !！

神社で遊ぶなんてもってのほか？!
いえいえ、こちらの神社だからこそできる、
清く楽しく賢い過ごし方があったのです !！

         桜林館とアートギャラリー桜林
　これまで主に会食スペースとして利用されていた桜林
館。今年2月のリニューアルに伴い、１階にアートギャラ
リー桜林がオープンしました。もともと現代アートに造
詣深かった宮司の高橋正宣さんは自らもガラス職人とし
て多方面で活躍する多才な方。そのネットワークを活か
し、国内外の著名なアーティストを招き様々な企画展を
開催しています。なんと入場無料。お参りの前後にふらっ
と立ち寄るだけで、心潤す作品たちに出会えます。
※開廊時間/10:00~16:30  休館日/水曜日  TEL/0296-71-6700
　

         他にもまだある「出雲館」 10:00~16:30　水曜定休
　ガラス製品が購入できるギャラリーや、喫茶から会食まで楽しめるお食事
処「ぷりえーる」も併設。特に人気の稲庭うどんは、お土産におすすめです。

         ガラス工房 神魂（かもす）10:00~16:30
　大阪出身の職人さんによる楽しい吹きガラス体験。オーダー
注文もできるので、世界にひとつだけの作品をぜひ。
※体験工房 4,000円（税別）：要予約　TEL/0296-74-2948

          5千坪の樹木葬霊園
　これほどの施設は全国的にも稀有。いま最も
注目すべき、新しい埋葬のカタチです。

　平成4年12月4日、島根県出雲大社よりご分霊をご鎮座。
「日本文徳天皇実録」（871年）によるとご祭神大国主大神（だいこくさま）は、神
代の頃、常陸の国（現在の茨城県）の少彦名神（すくなひこなのかみ）と共に国づ
くりに励まれたと伝えられています。
　日が沈み休まる「日隅宮」（ひすみのみや）と称される島根県・出雲大社から、
大国主大神の第二御子神である建御名方大神（たけみなかたのおおかみ）が鎮
まる長野県・諏訪大社を通り、日が生まれる国・常陸国へと直線上で結ばれた
ご神縁の地・茨城県笠間市へ大国主大神のご分霊にお鎮まり戴きました。
　平成26年9月16日には名称を常陸国出雲大社（ひたちのくにいずもたい
しゃ）と改称し単立宗教法人となりました。これにより島根県出雲大社・出雲
大社教との包括関係が廃止され、単立神社としての立場が尊重され、新しい目
線・新しい試みで多くの参拝客を引きつけています。

由緒と歴史

※出雲大社では、①2礼 ②4拍手 ③1礼が昔からの参拝方法と
して受け継がれています。

本殿

　笠間市内にアトリエを構える伊藤
公象・遠平による親子展。IAC国際
陶芸アカデミー会員で国際的に活躍
する公象は、TV出演や著書も多数。
今や日本を代表するアーティストと
も言われている。そんな公象と親交
のあった宮司たっての願いで、当企
画展の開催が決定！世界の伊藤の作
品を、この機会にぜひご覧ください。

2016年６月11日（土）~7月18日（月・祝）
伊藤公象・伊藤遠平

こちらも要チェック

こちらも要チェック

於アートギャラリー桜林
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水戸線 友部福原至小山

北関東道

6
50

至水戸

ひ た ち の く に い ず も た い し ゃ

茨城県笠間市福原2001
TEL 0296-74-3000
開門8:00 ／閉門17:00
www.izumotaisha.or.jp

『いきもの・はどう』

拝殿

笠間つつじまつり＆笠間の陶炎祭（ひまつり）笠間つつじまつり＆笠間の陶炎祭（ひまつり）
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笠間市 商工観光課 （笠間ファン倶楽部事務局）
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
TEL 0296-77-1101　FAX 0296-77-1146
E-mail　kasamafan@city.kasama.ibaraki.jp

笠間ファン倶楽部＊会員募集中＊
笠間ファン倶楽部は、笠間の旬な情報をお知らせ。また笠間でのお買
い物が楽しくなる特典もあり。年会費は無料。
あなたの「笠間、気になる」にこたえます。

○会員特典／本誌の送付、ファン俱楽部協力店でのサービス　など   

←笠間ファン俱楽部通信への
　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。
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部
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集

笠間いなり寿司
推進キャラクター
笠間特別観光大使
「笠間のいな吉」®

確保場所：そば処つたや
氏名 : 田中 邦治 （たなか くにはる）さん
年齢 ： 44歳 ／ 血液型 : O型
趣味 ： 毎週木曜はフットサル！
マイブーム ： ロードバイクでサイクリング
オススメMENU ： 麺セット ￥1,100
（もり or かけ + ミニ天丼 or とろろ飯）
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皆さまのご来店
お待ちしてます

笠間の罪深き笠間の罪深きイケメンイケメン

ホリの深いチョイ
悪フェイスで

女子をトリコに
した罪！ホリの深いチョイ
悪フェイスで

女子をトリコに
した罪！

Fか1,000,0001,000,000
無
事確保ご協力ありがとう

　　　　ございました！

　おすすめは，地産地消にこだわった「笠間パン」。
自家製の天然酵母は、笠間のイチゴから起こしたも
のです。スペイン製の石窯は、本場ヨーロッパのお
いしいパンのように焼きあがります。
【会員特典】 1,000円以上お買い上げでドリンク一杯無料
住／笠間市笠間2286-1　電／0296-74-0888
営／10:00～18:00（なくなり次第終了）
http://mori-pan.com

森の石窯パン屋さん
　笠間芸術の森公園北ゲート近くの小高い丘の上
にある、笠間のパノラマが見渡せるカフェです。自
然好きな方におすすめ！手作りハンバーグや自家
製シフォンケーキをご堪能ください。
【会員特典】 ケーキセットご注文の方100円引き
住／笠間市笠間2518-6　電／0296-72-0250
営／11:00～18:00　休／第1・第3水曜日、木曜日
http://ameblo.jp/kasama-dropin

ドロップイン
　著名作家作品から普段使いの器まで幅広く笠間
焼を扱う当店では、隣接の雑貨店「バグース」もセレ
クトした衣料品や小物などを豊富に揃えています。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き（陶器のみ）
住／笠間市下市毛47-3　電／0296-72-6688
営／10:00～18:00（平日）・9:30～18:00（土・日・祝日）
休／年末（12/30，12/31）
http://www.katura.e-kasama.jp

（有）かつら陶芸

◆田嶋陽子 書アート展 こもれる日々 Tajima Yoko SHO ART The days of my retreat 
　開／ 6 /4 （土）～7/ 24 （日） 
　女性学の第一人者として知られる田嶋陽子は、64歳を過ぎてから歌と書
アートという新たな分野に挑戦を始めました。力強い筆勢から繊細な筆致ま
で、万華鏡のように田嶋の今を映し出す作品の数々は、私たちに人生の楽しみ
方を教えてくれることでしょう。 また、7/2（土）17時から「歌とトークショー」
を開催します。田嶋が歌い語るシャンソンの世界へご案内いたします。  　　  
     開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日(但し7 月18 日は開館、翌日休館）
　料／大人1000円、大学・高校生700円、中小学生無料、65歳以上800円
　　春風萬里荘（北大路魯山人旧居）との共通券／
　　　大人1400円、大学・高校生900円、 中小学生無料
　　　65歳以上1100円　※20名以上の団体は各200円割引。
              障害者手帳をお持ちの方および同伴者１名は各半額割引
◆同時開催／共鳴する絵画‐音‐ 
　本展では音をイメージし、感じられるような主題に焦点をあて、日本近現代洋
画家の作品を展示。企画館 2 階にて様々に響き合う絵画をお楽しみください。 
（会期中のイベント）
●田嶋陽子 歌とトークショー」 7/ 2（土）17：00 開演／料金：3000 円（要予約）
●学芸員によるギャラリートーク【共鳴する絵画について】
　6 /18（土）／7/23（土）各日 14：00～
●企画展関連ワークショップ「文字から生まれる形象」
　6/11（土）10：00～15：00（１時間の昼休憩を挟む）定員：30 名（要予約）
●プチ・コンサート「クローデルクインテット～木管五重奏の響き～」
　7/9（土）14：00～15：00 
●1日画家体験「モイーズ・キスリング」
　7/9（土）10：00～15：00（１時間の昼休憩を挟む）定員：30 名（要予約）
●水彩・パステル基礎講座
　7/16（土）10：00～15：00（１時間の昼休憩を挟む）定員：30 名（要予約）

◆茨城県立笠間陶芸大学校開校記念展「現代陶芸・案内(ガイド)」
　7/16（土）～9/11(日）於 企画展示室　　　
　当館隣接の陶芸大学校の開校を記念し、世界的に著名な海外作家
　から日本の新進若手作家にいたる多様な現代陶芸を紹介します。
　料／一般720（570）円、高大生・510（410）円、小中生・260（210）円 
　　　※（　）内は20名以上の団体料金  ※コレクション展も観覧可
◆コレクション展「新収蔵品展」　
　6/14（火）～10/10（月・祝）第1展示室・6/29（水）～10/16（日）第2展示室
　板谷波山や三輪壽雪を始め、27年度に当館のコレクションに加わった
　作品の数々を、第１・第２展示室の２つの会場で展示紹介します。
　料／一般310（260）円、高大生・260（210）円、小中生・150（120）円 

　開／9:30～17:00（入場は16:30まで）
　休／毎週月曜(ただし、祝日の場合は開館し，翌平日休館。8/15は開館）

●滝沢美奈子 作陶展 6/28（火）～7/10（日）
●新井倫彦 作陶展 6/28（火）～7/10（日）
●加我光司 作陶展 7/12（火）～7/24（日）
●中川浩道 作陶展 7/12（火）～7/24（日）
●根本幸一 作陶展 7/26（火）～8/7（日）
●渡辺兼次郎 作陶展 7/26（火）～8/7（日）
●小林三千夫グループ展     8/9（火）～8/21（日）
●沼野秀章 作陶展 8/9（火）～8/21（日）
●折笠秀樹 作陶展 8/23（火）～9/4（日）
●鈴木  静 作陶展 8/23（火）～9/11（日）
●井上  卓 作陶展 9/13（火）～9/25（日）
●食卓の情景展 9/13（火）～9/25（日）
●森永篤史 作陶展 9/27（火）～10/10（月・祝）
●小林理恵 作陶展 9/27（火）～10/10（月・祝）

◆zakka＆café gallery LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●「三輪舎」Exhibition　6/15（水）～6/26（日）
●LE MIDI  18th  Anniversary　6/15（水）～6/19（日）
●Amlet展　7/2（土）～7/10（日）
●恵山の器展　8/11（木・祝）～8/21（日）
◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
● 小林悠介  作品展　6/21（火）～7/3（日） 
●外山亜基雄・髙橋協子「STORY'S 2016」　7/5（火）～7/18（月・祝）
●ゆずり葉展　7/20（水）～7/31（日） 
●『第12回ねこ展』 　8/2（火）～8/21（日）
●栗原節夫  作陶展　8/23（火）～9/4（日）
●落合杜寿子  作陶展　9/6（火）～9/19（月・祝）
●西本典正・門脇美香江  作陶展　9/21（水）～10/2（日）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●田子美紀  個展　8/10（水）～8/28（日）
●中原雅恵・半田朋美・定榮 政隆・月岡玲展　9/3（土）～9/25（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●みずのみさ  ガラス展　6/18（土）～7/1（金）
●長谷川風子・生形由香・和田由記子  三人展　7/2（土）～7/15（金）
●沖  誠  作陶展　7/16（土）～7/29（金）
●小堤　晶子  ファクトリー　7/30（土）～8/12（金）
●東  香織・安田直子  二人展　8/13（土）～8/26（金）
●清水貞志  作陶展　8/27（土）～9/9（金）

　サラダに回しかけると、まずその大根おろしの多さに驚かされます。ドレッシングというより、
まさに大根のソースとも言うべき「大根百笑（だいこんひゃくしょう）」。もともと刺身用ツマ
の製造・加工していたナガタフーズが、茨城県産の美味しい大根に特化したドレッシングをと、

約5年前から開発に着手。定番の「和風」から、お肉に合う「わ
さび」、サラスパにぴったりの「バジル」など、全10種類が
揃いました。いずれもシャキッとみずみずしい食感が楽しめ
るのは、あらびきおろしならでは。開発を手がけた永田修一
さんは「食卓に笑顔を届けたい」と、笠間の栗や県産さつま
芋を使用したスイーツなども次々とプロデュースしており、
今秋には猿島茶の抹茶を使用した新商品も完成予定とか。

《お問合せ先》
農業生産法人 有限会社ナガタフーズ
住／笠間市福島672
tel／0299-45-4542
http://nagatafoods.com
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　亡父の生まれ育った町、笠間。小さい頃何
度も行ったので、思い入れがあります。頑
張ってください。（東京都日野市・男性）

　亡父の生まれ育った町、笠間。小さい頃何
度も行ったので、思い入れがあります。頑
張ってください。（東京都日野市・男性）

　どの家庭にも笠間を感じられるものがある
と良いですね。（笠間市・男性）
　どの家庭にも笠間を感じられるものがある
と良いですね。（笠間市・男性）

栗やさつま芋の風味が活きたスイーツ／小ボトルは全5種類（各420円）

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

大根百笑（ドレッシング全10種類／税込700円）
見つけた！笠間のおいしいもの

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

食の逸品

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘
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熊倉順吉「ジャズの城」
1977年

岐阜県現代陶芸美術館蔵
（茨城県陶芸美術館）

三輪壽雪 「鬼萩窯変茶碗」 
1995年頃

（茨城県陶芸美術館）

第12回ねこ展
（きらら館）

半田朋美
（Glass Gallery SUMITO）

田子美紀
（Glass Gallery SUMITO）

田嶋陽子先生

読
者
の
声

支え合おう。思いやりの気持ちと団結力。　
　　　　　　　　　　　　（笠間市・女性）
支え合おう。思いやりの気持ちと団結力。　
　　　　　　　　　　　　（笠間市・女性）

「
県
産
大
根
の
美
味
し
さ
を
ぜ
ひ

ご
笑
味
く
だ
さ
い
」と
永
田
さ
ん

一番人気は
「おろし大根とお

ろし玉ねぎ」。ドレッシング
は笠間工芸の丘や県内の道
の駅、茨城空港などで販売

今年 4月、第 16 代かさま観光大使として、小松崎さんと平澤さんが就任しました。
これから 2年間、県内外の観光キャンペーンなどで、笠間市の PRを行います！

笠間ファンのみなさん、よろしくお願いします。

今年 4月、第 16 代かさま観光大使として、小松崎さんと平澤さんが就任しました。
これから 2年間、県内外の観光キャンペーンなどで、笠間市の PRを行います！

笠間ファンのみなさん、よろしくお願いします。

わたしたち、第16代かさま観光大使に就任しました！わたしたち、第16代かさま観光大使に就任しました！わたしたち、第16代かさま観光大使に就任しました！わたしたち、第16代かさま観光大使に就任しました！わたしたち、第16代かさま観光大使に就任しました！

小松崎なつ希さん
小美玉市出身・笠間市在住／27歳
小松崎なつ希さん
小美玉市出身・笠間市在住／27歳

こまつざき   なつきこまつざき   なつき

平澤 直子さん
水戸市出身・笠間市在住／27歳
平澤 直子さん

水戸市出身・笠間市在住／27歳

ひらさわ   なおこひらさわ   なおこ

Ｑ．かさま観光大使になる前に、
このお仕事に持っていたイメージは？
ー笠間の顔！！「観光」大使というだけあって、笠間
を知り尽くした方々というイメージがありました。
Ｑ．実際にかさま観光大使になってみてどうですか？
ーまさか自分が…という気持ちもありますが、とて
も嬉しいです！！幼い頃から縁のある街なので、笠
間のことは　知り尽くしていると思ったらまだまだ
でした。これから　笠間のことをもっともっと勉強
したいです！！
Ｑ．皆様へメッセージをお願いします。
ー笠間の「顔」になれるよう精一杯がんばりますので
よろしくお願い致します！！

Ｑ．かさま観光大使になる前に、こ
のお仕事に持っていたイメージは？

ーチェックの可愛いスーツを着ている綺麗なお姉さ
ん！ニコニコ笑顔で観光をPRしている印象でした。
Ｑ．実際にかさま観光大使になってみてどうですか？
ー PRを暗記したり、綺麗に立っていたりすること
が思っていたより大変ですが、市外などいろいろ  
な所に行って多くの方々と出会い、笠間市をPRで 
きることが楽しいです！！
Ｑ．皆様へメッセージをお願いします。
ー笠間といえば、豊富な自然と美味しいご飯！ゆっ 
くり過ごせる笠間に、ぜひ、リラックスしに来て   
ください！



　毎年８月13、14 日の 2 日間、幻想的

な筒灯りが笠間の夜を灯す祭りがありま

す。やきもの通りとギャラリーロードに

挟まれた小さなストリート「陶の小径」

で行われる十六夜まつりです。　

　祭り当日は地元の陶芸家や窯元が製作

した1000 本もの陶の筒にキャンドルを

灯し、およそ300mほどの通りの歩道を

埋め尽くします。

　始まりは今からちょうど10年前。陶の

小径商店会の発足を機に「笠間ならでは

の陶の灯りを楽しんでほしい」と、焼き

ものを使用したキャンドルライトの演出

を考案しました。当時はまだ歩行者天国

への理解が少なく、観光協会の助力も

あってやっと実現されたそうです。

「とにかく大変だった」と、立ち上げ当

初から事務局長を務める山崎雅宏さん。

ミニSLを走らせたり、流しそうめんを

やったりと様々なイベントを企画し、

年々来場者数を増やして来ました。

　焼きもの販売はもちろん、キャンド

ル作りのワークショップ、石窯ピザや

軽食喫茶の屋台なども行われますが、何

といっても人気なのが一晩２ステージ開

かれる野外コンサート。アコースティッ

クなサウンドが、より一層ムーディな夜

を演出します。

「雨上がりの夜などは路面に灯りが映っ

て最高です。この小径だからこそのお祭

りに、ぜひお越し下さい」と山崎さん。
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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/

旅行プラン

詳しくは　 ☜

笠間の罪深きイケメンを確保せよ！ fileNo.2

かさまアート情報

かさま観光大使 紹介

食の逸品「大根百笑」有限会社ナガタフーズ

笠間の穴場「陶の小径 十六夜まつり」 　ほか

笠間昔話～笹目宗兵衛商店
夏の催事特集
笠間再発見！常陸国出雲大社

表紙写真／（左）鷺谷等｢広い空｣※　（右）常陸国出雲大社ガラス工房神魂　十六夜まつり　高田良昇「獅子が舞う」※　笠間産の大根　（※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

高速バス（関東やきものライナー）からのアクセス

東京方面から
秋葉原駅→（110分）→笠間手越→やきもの通り→笠間駅前
→笠間稲荷神社入口→笠間ショッピングセンター→益子
※大人片道 1,300円×2枚（2,600円）
　片道のみの場合　大人1,500円　小人750円
　（上記は笠間までの料金です）

問い合わせ／やまさき陶苑  tel 0296-72-6865

主催者の山崎さんは伝統工芸士の資格をもつ笠間焼作家県外からこの筒灯り目当てに訪れるファンも多い

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。身体のまん中にエネルギーが充電でき
るパワープランです！

旅行代金…7,300円～9,800円（タクシー付き）
出　発　日…毎日（法要でお受け出来ない場合もございます）

心を洗う笠間の１日
パワースポット巡り／コースNo.16-0107

「陶の小径」十六夜まつり ～夏の夜を灯す1000本の筒灯り～

笠間へのアクセス

TOCHIGI
東北自動車道

アクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

2016年 夏号
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