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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　 ☜

かさまアート情報　  

食の逸品「たまごパン」富田製菓

笠間ファン俱楽部体験事業「ヨガ体験 ほか」
笠間の穴場「笠間の夜景と月見の会」 　ほか

秋のイベント情報（笠間の菊まつり ほか）
笠間再発見 磯蔵酒造の酒造り

表紙写真（上段、左から）磯蔵酒造の酒造り、笠間の菊まつり（※1）　（下段、左から）笠間浪漫、笠間で乾杯・笠間に乾杯（※2）、たまごパン
※フォトコンテスト応募作品（撮影／敬称略 ※1早野由香、※2長谷川正一）

笠間観光協会HP　検索

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
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　笠間で夜景を眺めるなら『笠間つつじ

公園』がおすすめ。毎年GW時期に行わ

れる『笠間つつじまつり』の会場でもあ

るこの公園は、つつじ山の山頂にありま

す。といってもハイキングが必要なわけ

ではなく車で近くまで行けて、駐車ス

ペースがあるので安心して車を停められ

ます。笠間の夜景は都会のそれとは違い

適度な明かりがちらほらというささやか

なもの。でもその分、あたたかい人々の

営みが見えてくるようです。毎年中秋の

名月（十五夜）の頃には、この公園で『月

見の会』が開かれています。月明かりの

下で音楽や食を楽しむ粋なイベントで今

年の 9 月 17 日には第 8 回目の同会が開

催されました。「ほの暗いながらもあた

たかいかがり火、そして何よりも月の光

に映し出される景色は、それ自体が観光

資源でありおもてなしになります」と主

宰の福田さん。今年の月見の会は終わっ

てしまいましたが、月はいつでも空にあ

ります。さあ今宵、笠間つつじ公園まで、

月を愛でに参りましょう！

発行日／2016年9月26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/

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

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）

『月見の会』問合せ／080-1987-1146（「月見の会」実行委員会・福田）

笠間の夜景と月見の会

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

真岡鐵道

鹿島臨海鉄道

笠間の
穴場
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ひたち海浜公園

東関東自動車道
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つくば中央

つくばJCT

MAP笠間つつじ山公園から
見た笠間の夜景

『月見の会』を主宰する
福田勝行さん
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笠間芸術
の森公園
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笠間駅

かがり火に照らされて行われる『月見の会』の
メインイベントのひとつ笠間稲荷ばやし

笠間つつじ公園

笠間高等学校
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◆第5回  笠間浪漫　※5ページに関連記事あり

　昼の部 10/7（金）～10/10（月・祝） 9:00～17:00

　夜の部 10/8（土）～10/9（日） 17:00～21:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場

　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆BIG BAND PICNIC in 笠間
　10/9（日） 10:00～、　10/10（月・祝） 10:00～

　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11回  笠間いなり寿司コンテスト
　10/10（月・祝） 11：00～（※数量限定）　
　場／笠間芸術の森公園イベント広場（笠間浪漫内）

　問／笠間市商工観光課　tel 0296-77-1101

◆2016かさま市民運動会
　10/15（土） 8：45～15：30  ※予備日 10/16（日）
　場／笠間市総合公園芝生スポーツ広場（サッカー場）

　問／笠間市教育委員会スポーツ振興課　tel 0296-77-1101　

◆いばらき都市緑化フェスティバル
　10/22（土） 10:00～15:00　※雨天中止

　場／笠間芸術の森公園 イベント広場　

　問／笠間市管理課　tel 0296-77-1101

◆ふるさとまつり in かさま
　10/22（土） ・ 10/23（日） 9:00～16:00
　場／友部公民館

　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532

◆いばらきストーンフェスティバル2016
　11/3（木・祝）～11/6（日）

　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 0296-55-2535

◆陶とくらし。2016
　11/3（木・祝）～11/6（日） 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

◆六所神社例大祭　11/5（土）・11/6（日）
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222

◆假屋崎省吾の世界　10/30（日）
　9:30 開場  10:00 開演   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。

◆第21回  笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/25（金）まで

　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆陶のオルゴール展　12/3（土）～12/25（日）
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865

◆第11回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　
　12/18（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　12/18（日）　
　場／飯綱神社　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆笠間の家
　日本を代表する建築家である伊東豊雄（いとうとよお）氏設計。日本建

　築家協会新人賞作品。施設内では、カフェや様々な企画展・ワークショ

　ップ等あります。

　営／9:30～17:00　休／月曜（祝祭日の場合は翌平日）、年末年始

　料／無料（カフェ等は有料）

　問／笠間の家　tel 0296-73-5521

◆スカイロッジ・バーベキュー広場
　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／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

◆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（最終入場16：00）　
　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

◆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）

◆大菊花展及び市民菊花展
　10/15（土）～11/23（水・祝） 6:00～日没

　場／笠間稲荷神社境内

◆菊人形展「真田丸」
　10/15（土）～11/23（水・祝）

　8:30～16:30（入場16:00まで） ※初日は12：00～

　料／大人（高校生以上）800円、小中生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
　10/15（土）～11/23（水・祝） 8:30～16:30 ※初日は12：00～

　場／笠間稲荷神社特設会場（菊人形展会場内）

◆神事　流鏑馬（やぶさめ）
　11/3（木・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
　11/12（土） 10:00～　場／笠間稲荷神社境内

◆大和古流奉納奉告祭
　11/13（日） 8:00～　

　場／笠間稲荷神社境内

◆舞楽祭　11/20（日） 10:00～、14:00～
　場／笠間稲荷神社拝殿前特設舞台

◆秋季大祭　10/16（日） 11:00～
◆出雲屋敷祈念祭　11/23（水・祝） 9:00～
◆すす払い　12/11（日） 9:00～
◆ご鎮座記念祭・龍蛇神祭　12/16（金） 17:00～
◆年越大祓祭　12/23（金・祝） 14:00～
◆若水祭　12/31（土） 19:00～

◆銀杏fest　11/19（土）～20（日）　参加自由
　手芸品や野菜の「午後市」　13:00～17：00

　お葉付き銀杏ライトアップ　17:00～19:00　（雨天中止）

　演奏会　11/20（日） 15：30～16：30　（詳細未定）

◆親鸞聖人報恩講　11/20（日）　参加自由
　お経 11:00～　法話 13:00～

　「御伝鈔」の拝読　11/19（土） 18:30～

◆除夜の鐘　12/31（土） 23:30～1:30　参加自由
　甘酒などのご接待もあります。

◆初参り（修正会しゅうしょうえ）1/1（日） お経 7:00～、15:00～

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（３日前まで）
　12/1（木）～12/15（木）、1/16（月）～3/17（金）の平日限定

　（土曜、休前日は除く）　※5ページに関連記事あり

　料／4人棟15,100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
　12/18（日）～12/25（日）　※要予約（3日前まで）

　料／4人棟25,200円、6人棟37,800円、12人棟67,600円

　クリスマスケーキとオードブル＋朝食付プラン。

◆石のあそび展　　8/9（火）～11/6（日） 9：00～17：00 （10月～3月
　は16:00まで）  ※月曜休館

　場／石の百年館　問／tel 0296-74-5114

◆門前ビアガーデン　10/29（土） 18:00～22:00
　場／笹目宗兵衛商店中庭

◆第13回　かさまアマチュア陶芸大賞展示会
　9/17（土）～10/2（日） 9:30～17:00（ただし9/20と9/26は休み）

　場／茨城県陶芸美術館　

　問／かさまアマチュア陶芸大賞実行委員会

        （事務局　笠間工芸の丘）  tel 0296-70-1313

◆第10回  かさま新栗まつり
　10/1（土）～10/2（日） 9:00～16:00

　場／市民センターいわま

　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2016. ９ → １２

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

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

問／tel 0296-74-2042稲田禅房 西念寺（稲田御坊）
http://www.inadagobo.org/

おすすめ施設・定期開催イベント

問／tel 0299-45-6622あたご天狗の森 スカイロッジ
http://www.kasama-kankou.jp/atago_skylodge/
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イベント各種　※掲載は開催日時順

第109回　笠間の菊まつり



笠間観光協会

歳時記

　「笠間の魅力発信隊」という団体があります。目的は、自然や人との関わりが希薄な都会
の学生が、自然豊かな笠間市で市民と交流を行い、双方に心の触れ合いを実らせたいとい
うものです。そのための誘致活動、受入民家募集、説明会などを昨年から進めていました。
　その結果、6月10日に浦安市立明海中学校生徒116人が来訪し、陶芸家、農家、飲食店他、
37軒に分かれ、それぞれの市民の個性を活かした交流を楽しみました。生徒も市民も初対
面でしたが、互いに心に残る充実した交流になり目的が達成できました。また、8月2日には、
中国武漢から小学生18人が来訪し、笠間の魅力発信隊が受入を行い、笠間市民宅にて一
夜を過ごしました。これらは新たな交流事業であり、観光協会として支援して参ります。
　笠間市民で、この様な交流を受け入れたい方は、ぜひご一報ください。お待ちしております。

【第 4回】
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笠間の魅力発信隊
　JR水戸線の稲田駅から徒歩３分という場所にある

磯蔵酒造は、江戸末期から酒造りを行ってきた歴史あ

る酒蔵です。「たくさんの人々との関わり合いの中で、

日々成長していける酒を造っていきたい」と５代目蔵

主の磯貴太さん。関東における日本酒造りは、南部杜

氏と呼ばれる東北から出稼ぎに来る職人さんに頼るこ

とが一般的でした。しかし、その職人さんが高齢など

の理由で引退してしまい、これまで通りの酒造りが出

来なくなってしまうことが酒蔵にとっては大きな悩み

でした。そこで磯蔵酒造では地元在住の若い杜氏を育

てることを決意。厳しい修行を経て、新たな酒造りを

スタートさせた平成23年に、全国新酒鑑評会で最高

峰の金賞を受賞することが出来たのです。翌年の24

年は受賞を逃しますが、25年、26年、27年と３年

連続で金賞を受賞。この快挙は喜ばしい限りです！

　人との関わり合いを大切にしている磯蔵酒造が毎年

行っているイベントが開催10周年を迎えた『ちょっ

蔵 新酒を祝う会』。年を重ねるごとに盛り上がってき

ています。お酒を通してつながる人と人…幸せな笑顔

がそこには溢れています。

【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

秋の味覚満載宿泊プラン 平日
限定 笠間火器で炊き上げる栗ごはん付き！笠間火器で炊き上げる栗ごはん付き！

今年の笠間浪漫はBBQで盛り上がる！

　10月7日から10日までの4日間、笠間芸術の森公

園で開催される『笠間浪漫』は、笠間ならではの田舎

の良さを再発見できる人気のイベント。笠間の地場産

業である笠間焼や木工製品、農産物、田舎料理など、

150ものお店が軒を連ねます。8日と9日には夜の部

が開かれ、生バンドの演奏が行われるなど、様々なイ

ベントも企画されています。今年の目玉はなんと言っ

ても「笠間をたべよう100人BBQ」。会場内に巨大

なBBQ場が出現し、炉の数は20以上。100人以上

が一緒に楽しめます。笠間食材にこだわった秋の味覚

が販売されますので、よく冷えたクラフトビールと一

緒にぜひご堪能ください！

［笠間浪漫］　◆開催日時　10/7（金）～10（月・祝）
9時～17時、夜の部（10/8・9 ）17時～21時　

◆会場　笠間芸術の森公園　◆主なイベント　笠間を

たべよう100人BBQ、かさま手仕事村、笠間人車の

運行（10/8～10）、第11回笠間いなり寿司コンテス

ト（10/10）、笠間焼ビールフェア（10/7～10）、笠

間夜市（10/8）、笠間焼アウトドア食器展（10/8～10）

◆問合せ　（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222

磯蔵酒造の酒造り

栗
ご
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ん
は
笠
間
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間
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器
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　（
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ん
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汁
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デ
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）

実施期間（土曜・休前日を除く）平日限定
平成28年 9月 1日（木）から11月 30日（水）

宿泊プラン【標準プラン／ロングプラン】

※［　　］内はロングプランの料金
※ロングプランのチェックアウトは12時まで、おやつ付き
※その他の割引プラン併用は不可

4人棟
6人棟
12人棟

（4名様）
（6名様）
（12名様）

19,000 円［22,000 円］
28,000 円［32,000 円］
50,000 円［59,000 円］

【第4回】笠間観光協会  歳時記 浦安市の中学生と笠間市民

10/7-10
笠間芸術の森公園

JR水戸線の稲田駅近くに蔵を構える『磯蔵酒造』。全国新酒鑑評会で３
年連続の金賞を受賞するなど、その酒造りは全国的に高く評価されてい
ます。５代目蔵主の磯貴太（いそ・たかひろ）さんに話を伺いました。

全国新酒鑑評会で３年連続金賞受賞の快挙を達成

磯蔵酒造有限会社
茨城県笠間市稲田2281-1
問／ 0296-74-2002
http://www.isokura.jp

開催10周年を迎えた『ちょっ蔵 新酒を祝う会』。仲間と飲
めるおいしい日本酒を求めて2,000人もの人が訪れます。
今年は4月24日に開催され大いに盛り上がりました。

ちょっ蔵  新酒を祝う会

至国道50号

稲田駅
至笠間

JR水戸線
★磯蔵酒造

蔵内にあるバーカウンターのような
『きき酒処』。直販も行っています。

心を込めた昔ながらの製法で酒造りを行っています。

左から「稲里 辛口」「稲里 大吟醸 山田錦」「稲里 純米」。
真ん中が全国新酒鑑評会で金賞を受賞した「稲里 大吟醸 山田錦」。

「自分たちの酒造りが認められたことが
素直にうれしいです」と磯貴太蔵主。

［問合せ：笠間の魅力発信隊  会長・大坪  tel 090-5765-0544／（一社）笠間観光協会・小沢  tel 0296-72-9222］
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）局務事部楽倶ンァフ間笠（ 課光観工商 市間笠

〒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   

←笠間ファン俱楽部への
　入会申請はこちらから
　（いばらき電子申請・届出サービス）　

メールの際は、件名を「笠間ファン」
として、本文にご用件をご記載
ください。

笠間いなり寿司
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：笠間クラインガルテン
　　　　　　（笠間市本戸４２５８）

氏名 : 吉田 貢太郎 （よしだ こうたろう）さん

年齢 ： 30歳 ／ 血液型 : A型

職業 ： 笠間クラインガルテン所長

趣味 ： 酒蔵めぐり

マイブーム ： 農作業のお手伝い

オススメMENU ： 旬のソフトクリーム

6 ＊ KASAMA FAN

皆さまのご来店
お待ちしてます

笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！笠間の罪深き           を確保せよ！イケメンイケメンイケメンイケメン

お客様のおばあちゃんと

仲良くなって

トリコにした罪！

お客様のおばあちゃんと

仲良くなって

トリコにした罪！ ご協力ありがとう

　　　　ございました！

Fか 000,000,1 000,000,1

　自然豊かな環境のなかに佇む山荘で、お友達やお
仲間と楽しいひと時を過ごしてみませんか。詳しく
は、お問い合わせください。
【会員特典】 利用料10％割引き　通常料金（税込価
格）①10名様まで 1回5,000円、②10名様以上 1名あ
たり500円追加）
所在地／笠間市大橋56-8　電／090-2733-3618（鈴木）
営／10:00～日没（日帰り利用のみ）

山荘羽衣（さんそうはごも）

　契約農家から直接仕入れたそば粉を使った、薫り
高いそばをぜひご堪能ください。ギャラリーロード
に位置し、笠間工芸の丘や茨城県陶芸美術館も徒歩
圏内です。
【会員特典】 ソフトドリンク一杯サービス
住／笠間市笠間2501-1　電／0296-72-1967
営／11:00～14:00　休／木曜日
http://www.geocities.jp/teuchisoba_hiiragi/

そば処　柊
　笠間の栗をはじめ、茨城県産の栗を使った甘露煮・ペース
ト・栗菓子などの加工品を製造・販売しています。お土産や贈
り物にもぴったりです。２月～８月には月に一回、「とりあえ
ずやってみよう！大試食会（＾∀＾）」を開催しています。
【会員特典】 オリジナル缶バッジ1つプレゼント
住／笠間市吉岡185-1　電／0299-45-2638
営／9:00～19:00　休／不定休
http://www.kurihiko.com

（株）小田喜商店

◆  ）日（ 4 /21～）土（ 1/01 　意極のしなてもお　人山魯路大北
　北大路魯山人（1883-1959）は、陶芸の分野では染付、信楽、美濃、備前など多
彩な技法を探究、斬新豪放な作品を数多く制作。これらの陶磁器は、魯山人が
親しく訪れた料亭でも使用され、芸術性の高い料理の盛り付けで多くの著名
人を惹きつけました。日本有数の料亭「福田家」のコレクションと当館所蔵品
により、陶磁器をはじめ、空間を心地よく彩る書画などをご紹介します。
　開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
　休／毎週月曜日(但し10 月10 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
（会期中のイベント）
●藤原道山 尺八コンサート  11/ 21（月）17：00 開演
●ギャラリートーク  10/8（土）／11/12（土）各日 14：00～
●プチコンサート：「ゆるリコファミリーオ」 11/23（水・祝）14：00～
●水彩・パステル基礎講座  10/8（土）／11/12（土）10：00～15：00
●1日画家体験「マルク・シャガール」
　11/5（土）10：00～15：00（１時間の昼休憩を挟む）定員：30 名
（春風萬里荘のイベント）
●和モダンの装いが華やかに秋を彩る「園遊会」　11/5（土）11：00～14:00
●夢境庵茶会　抹茶＋お菓子 500円（入館料別） 
　11/20（日）10：00～16：00　表千家:渡邊宗米

◆ 代現らかケタリノドルーオ－戦挑のケタリノるな麗華「 展画企
のマスターピースコレクションへ－」 10/ 1(土)～12/ 11(日)
　(株)ノリタケカンパニーリミテドの全面的な協力のもと、オール
ドノリタケとして知られる明治大正期の華麗な花瓶や飾皿から、現
代の粋を凝らした傑作まで，110年にわたるその歩みを紹介。
料／一般820（670）円，高大生620（510）円，小中生310（260）円
※企画展関連のイベントも開催。詳細はお問い合わせください。
※企画展チケットでテーマ展，コレクション展も鑑賞できます。
◆ ）日（91/2～）水（91/01 」Ⅱ芸陶子女・形行進「 展マーテ
　斬新な表現やその美しさで現代陶芸を華やかに彩る女子作家た

進「 、たし催開度年昨。すまいてめ集を目注らか面方各、在現、はち
行形・女子陶芸」の第２弾となる今回は、西日本で活躍する作家に焦
点を当てます。
◆コレクション展「近現代日本陶芸の巨匠たち」通年開催
●陶芸美術館友の会主催  呈茶会　11月13日（日）10:30～15:00

）名８員定回各施実回01　名08員定  始開付受00:01（ 
　場／陶芸美術館オープンギャラリー　料／呈茶券500円
●開／9:30～17:00（入場は16:30）
　休/毎週月曜（ただし，祝日は開館し，翌平日休館）
　※11月13日（日）県民の日は入場無料。

●森永篤史作陶展　9/27（火）～10/10（月・祝）
●小林理恵の陶とコラボの展開　9/27（火）～10/10（月・祝）
●小林哲生・水野良子作陶展　10/12（水）～10/23（日）
●庄司健作作陶展　10/12（水）～10/23（日）
●永井久美子展　10/25（火）～11月6日（日）
●笠間へようこそ　木とフェルト展　10/25（火）～11/6（日）
●ごはんのうつわ　11/8（火）～11/20（日）
●日韓陶芸交流展「400年の絆」　11/8（火）～11/20（日）
●干支物展　11/22（火）～12/11（日）

◆zakka＆café gallery LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●しばたあきこ絵画展　9/16（金）～9/30（金）
　「わたしのアンダルシーア mi Andalcia」
◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●西本典正・門脇美香江　作陶展　9/21（水）～10/2（日） 
●仲本律子　作陶展　10/4（火）～10/16（日）
●郡司あずさ　作陶展　11/1（火）～11/13（日） 
●吉田丈・樋口早苗　作陶展 　11/15（火）～11/27（日）
●西村俊彦　作陶展　11/29（火）～12/11（日）
◆かつら陶芸　問／tel 0296-72-6688
●笠間浪漫開催期間中　陶器漆器10%OFF
　10/7（金）～10/10（月・祝）
●駒澤 博司　作陶展　10/7（金）～10/23（日）
●笠間焼フェア開催期間中　陶器漆器10%OFF
　11/3（木・祝）～11/6（日）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●谷美由紀ガラス展　10/1（土）～10/16（日）
●辻原夕見・井住哲司切子2人展　10/22（土）～11/6（日）
●ガラス・冬スタイル　11/12（土）～12/25（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●船串篤史　作陶展　9/24（土）～10/7（金）
●桑原典子　作陶展　11/5（土）～11/18（金）
●橋口信弘　作陶展　11/19（土）～12/2（金）

　知る人ぞ知る笠間の人気おやつ『たまごパン』。笠間市内の保育園でおやつに出されていたこ
とから、その味を知る人も多く、幅広い年齢層のファンがいる笠間生まれのお菓子です。作っ
ているのは明治中期創業の老舗和菓子店『富田製菓』。1個60円で購入できる蒸かしまんじゅう
など、昔ながらの和菓子で人気のお店です。『たまごパン』は330g入り（25枚近く入っていま
す！）500円。食べてみると硬めのクッキーといった食感で実に素朴な味わいです。このお菓子

は35年ほど前、同店の先代主人が初めて世に送り出しました。
年配者のファンが多くいることから、今年春には量を少なく
した食べやすいミニサイズの『たまごパン（50g入り100円）』
を新発売。たまごパンブーム到来?!の予感です。

《製造元・お問い合わせ》

富田製菓
住／笠間市笠間1157-1　tel／0296-72-0050
営／9:00～19:00　休／不定休

?
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　笠間に住んで三年・・・笠間の魅力に魅了
されてます！笠間大好き！（笠間市・女性）
　笠間に住んで三年・・・笠間の魅力に魅了
されてます！笠間大好き！（笠間市・女性）

　まだ一度しか訪れていないのですがとても
素敵なところでいっぺんに好きになりまし
た。これからも時々訪れたいと思います。
ファンクラブがあるなんてうれしい！
　　　　　　　　   （神奈川県横浜市・女性）

　まだ一度しか訪れていないのですがとても
素敵なところでいっぺんに好きになりまし
た。これからも時々訪れたいと思います。
ファンクラブがあるなんてうれしい！
　　　　　　　　   （神奈川県横浜市・女性）

たまごパンは袋入りで販売。蒸かしまんじゅう各種は1個60円とお手頃価格！

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

たまごパン［330g入り・500円（税別）］

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

KASAMA FAN ＊ 7

声
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読　神社、陶器、そして自然。

歴史ある笠間ガンバレ！　   （石岡市・男性）
　神社、陶器、そして自然。
歴史ある笠間ガンバレ！　   （石岡市・男性）
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　初夏の笠間でリフレッシュ！をテーマに、7月2日（土）午

後、笠間工芸の丘クラフトホールにて、ヨガ体験とグリー

ンスムージーを味わう体験事業（笠間ファン倶楽部会員限定

イベント）を開催しました。

　ヨガを指導してくださったのは、笠間市在住の八木理美

（やぎさとみ）さん。約90分間のヨガプログラムの後は、笠

こよ（一慎山横の）すもか（somaK人法業農の区地戸本市間

やましんいち）さん提供によるグリーンスムージーをいただ

き、旬の小松菜をお土産に解散となりました。

　参加者のみなさん、心身ともにリフレッシュしていただ

けたでしょうか。また笠間に遊びに来てくださいね！

笠間ファン倶楽部体験事業／初夏の笠間でリフレッシュ！

マーガリンと砂糖が入っ
た素朴な味わいのロング
セラー商品です。

ヨガ体験＆グリーンスムージーを味わう

谷美由紀
（Glass Gallery SUMITO）

辻原夕見・井住哲司
（Glass Gallery SUMITO）

ガラス・冬スタイル
（Glass Gallery SUMITO）

色絵エナメル金盛
婦人文飾壺
1891-1921年

（株）ノリタケカンパニーリミテド蔵

色絵福字大皿
（昭和28年頃）
紀尾井町　福田家蔵

事
無

保
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 笠間で夜景を眺めるなら『笠間つつじ

公園』がおすすめ。毎年GW時 期に行わ

れる『笠間つつじまつり』の会場でもあ

るこの公園は、つつじ山の山頂にありま

す。といってもハイキングが必要なわけ

ではなく車で近くまで行けて、駐車ス

ペースがあるので安心して車を停められ

ます。笠間の夜景は都会のそれとは違い

適度な明かりがちらほらというささやか

なもの。でもその分、あたたかい人々の

営みが見えてくるようです。毎年中秋の

名月（十五夜）の頃には、この公園で『月

見の会』が開かれています。月明かりの

下で音楽や食を楽しむ粋なイベントで今

年の 9 月 17 日には第 8 回目の同会が開

催されました。「ほの暗いながらもあた

たかいかがり火、そして何よりも月の光

に映し出される景色は、それ自体が観光

資源でありおもてなしになります」と主

宰の福田さん。今年の月見の会は終わっ

てしまいましたが、月はいつでも空にあ

ります。さあ今宵、笠間つつじ公園まで、

月を愛でに参りましょう！
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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

道
車
動
自
越
関

栃木都賀JCT

岩舟JCT高崎JCT

高速バス（関東やきものライナー）からのアクセス

東京方面から

秋葉原駅→（110分）→笠間手越→やきもの通り→笠間駅前

→笠間稲荷神社入口→笠間ショッピングセンター→益子

※大人片道 1,300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）

『月見の会』問合せ／ 080-1987-1146（「月見の会」実行委員会・福田）

笠間の夜景と月見の会

笠間へのアクセスAccess
JR東北本線

JR両毛線

真岡鐵道

鹿島臨海鉄道

笠間の

穴場
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ひたち海浜公園

東関東自動車道

潮来IC

大栄JCT

茨城県
IBARAKI

つくば中央

つくばJCT

MAP笠間つつじ山公園から

見た笠間の夜景

『月見の会』を主宰する

福田勝之さん
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笠間芸術
の森公園
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笠間稲荷神社
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笠間駅

かがり火に照らされて行われる『月見の会』の

メインイベントのひとつ笠間稲荷ばやし

笠間つつじ公園

笠間高等学校
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