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　笠間市の上郷地区では毎年秋のお彼岸

の季節（9月下旬）になると、真っ赤な彼

岸花が群生して人々の目を楽しませてく

れます。元から彼岸花が多く見られた地

域ではありますが、『岩間上郷地域ホタ

ル増やそうかい』会長の鈴木裕士さんが

2012年から旗振り役を務め、地元住民

の手によって増やし続けています。「美

しい彼岸花を観賞して心の洗濯をしてほ

しい」と鈴木さん。この辺りは夏の間は

ホタルが鑑賞できるなど自然豊かなこと

で知られていますが、その資源を活かそ

うと住民が積極的に景観向上に努めてい

ます。2017年度から『笠間ふるさと案

内人の会』会長に就任した成田英光さん

も「のんびり歩きながら美しい里山の景

色を楽しんで」と、この地域の彼岸花の

美しさに期待を寄せています。すぐ近く

にはかき氷専門店の『雪みるく』や人気

カフェの『フラワーヒル花ぞの』がある

ので、一緒に楽しんでもいいかも。秋の

訪れを感じながら、笠間の里山の美しさ

を満喫してくださいね。

発行日／2017年 9月1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
東京→（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。また、平成29年4月１日より、
　　一部運行便にて座席予約をすることができます）

問い合わせ／ tel 0296-72-9222（一社）笠間観光協会

上郷地区の彼岸花

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
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ひたち海浜公園

東関東自動車道
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久喜白岡JCT

彼岸花を増やす活動を続けている
岩間上郷地域ホタル増やそうかい
会長の鈴木裕士さん

のんびり歩いて鑑賞がおすすめ！

笠間ふるさと案内人の会
会長の成田英光さん

8月の上郷地区。季節になれば
この辺りに彼岸花が群生します

真っ赤な彼岸花が咲き誇ります

彼岸花

鶴ヶ島JCT

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体にも
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.17-0107

笠間歳時記　　スカイロッジ宿泊プラン紹介
かさまアート情報　　食の逸品「メンチ」湊屋売店
笠間の穴場「上郷地区の彼岸花」   ほか

新企画続々登場！笠間浪漫、ほか

秋のイベント情報
今年で110回　関連イベントにも注目

生まれ変わる「笠間の菊まつり」

表紙写真／（左段）楞厳寺近くに咲く彼岸花（※1）　（右段・上から）笠間浪漫の人車体験　北山公園の紅葉（※2）　笠間稲荷神社の絵馬祭（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1 ｢朱色に染まる｣山口克治　※2「散歩」小野瀬清三　※3 ｢神使｣小林功）
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◆第6回  笠間浪漫　※7ページに関連記事あり

　昼の部 10/6（金）～10/9（月・祝） 9:00～17:00
　夜の部 10/7（土） 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
　10/8（日） 10:00～、　10/9（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12回  笠間いなり寿司コンテスト
　10/7（土） 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

◆陶芸と栗の里　第4回 かさまトレイルラン大会
　10/9（月・祝） 7：00～9：00  ※選手受付
　場／あたご天狗の森 スカイロッジ
　問／かさまトレイルラン大会 事務局　tel 0299-23-1251　
◆2017かさま市民運動会
　10/14（土） 9：00～16：00  ※予備日 10/15（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（日） 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
　10/21（土） ・ 10/22（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2017
　11/3（金・祝）～11/5（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。2017
　11/2（木）～11/5（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　11/4（土）・11/5（日）
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222
◆第22回  笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/24（金）まで
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆陶のオルゴール展　12/2（土）～12/25（月）
　場／陶の小径　問／やまさき陶苑　tel 0296-72-6865
◆第12回  かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　
　12/17（日） 8:45～　場／笠間芸術の森公園
　問／笠間市教育委員会スポーツ振興課　tel 0296-77-1101
◆悪態まつり　12/17（日）　
　場／飯綱神社　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆笠間市地域交流センターともべ 
　平成29年1月オープン。JR友部駅南口隣接。健康ルーム、会議室、カフェ等。
　地中熱換気システムを導入し、笠間焼の陶壁など地場産材を使用した施設。
　営／9:00～22:00　休／第2・4火曜、年末年始　問／0296-71-6637
◆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。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
　営／10:00～14:00
　料／2,550円（基本バーベキュー1セット）～
　問／スカイロッジ管理事務所　tel 0299-45-6622
◆北山公園  オートキャンプ場・バーベキュー場
　【オートキャンプ場】
　設備／キャンプサイト 7 区画（各区画に電源設備あり）
　利用時間／13:00 ～翌11:00
　料／1区画あたり 1泊3,240円
　【バーベキュー場】
　設備／バーベキュー屋根付炉９棟
　利用時間／第1部 10:00～15:00、 第2部 15:30～20:30
　料／1棟あたり 5時間1,620円
　問／北山公園管理事務所　tel 0296-78-3911
◆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／tel 090-3009-7883（根本）
◆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
◆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
　10/21（土）～11/26（日） 6:00～日没
　場／笠間稲荷神社境内
◆菊人形展「おんな城主　直虎」
　10/21（土）～11/26（日）
　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
　10/21（土）～11/26（日） 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（金・祝） 10:00～、14:00～　
　場／笠間小学校前特設馬場
◆華道家  假屋崎省吾の世界展 ～花蝶風月（かちょうふうげつ）～
　11/8（水）～26（日） 8:30～16:30（16:00最終入場）
　料／大人1,000円、中学生500円（菊人形展入場料込み）
　場／笠間稲荷神社  嘉辰殿
◆示現流奉納奉告祭
　11/11（土） 10:00～　場／笠間稲荷神社境内
◆大和古流奉納奉告祭
　11/12（日） 8:00～　
　場／笠間稲荷神社境内
◆舞楽祭　11/19（日） 10:00～、14:00～
　場／笠間稲荷神社拝殿前特設舞台

◆秋のみたままつり　9/23（土・祝） 11:00～
◆秋季大祭　10/15（日） 11:00～

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

◆玉日様・恵信尼様報恩講　9/3（日）　申込不要・無料
　読経 10:30～　法話 11:30～（当山僧侶の吉田浄信）
　玉日廟への「わらじ参り」があります　8:30～9:45（雨天中止）
◆銀杏fest　11/18（土）～19（日）　
　黄葉した「お葉付き銀杏」のライトアップ　17:00～19:00（雨天中止）
　Fl.＆Gt.Duo chottoの演奏　19(日)15:30～16:30　
　　（フルート：中田由紀乃氏／ギター：谷島崇徳氏)
　「午後市」では、ユニセフへのチャリティー（手芸品）や新鮮な野菜など
　の販売を行います。
◆親鸞聖人報恩講法要　11/19（日）　申込不要・無料
　 読経 11:00～　
　 講演 「現在における救済―親鸞聖人のお浄土―」　13:00～14:00
　　　  講師／伊藤益（すすむ）先生　〈筑波大学大学院教授〉
　 前日に「御伝鈔拝読」があります　11/18（土） 17:00～
◆除夜の鐘　12/31（日） 23:30～1:30
　お茶などのご接待もあります。

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（5日前まで）
　12/1（金）～12/15（金）、1/16（火）～3/16（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
　12/20（水）～12/25（月）　※要予約（5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。

◆石の百年館企画展 「石と湖」　9/5（火）～12/24（日）
　9:00～17:00（10月～3月は16:00まで） ※月曜休館
　さまざまな視点から石の魅力を感じていただくための企画展。
　今回は、かすみがうら市歴史博物館との連携により開催します。
　場／石の百年館　問／tel 0296-74-5114
◆門前ビアガーデン　9/23（土・祝） 、10/28（土）18:00～22:00
　場／笹目宗兵衛商店中庭
◆第11回  かさま新栗まつり
　9/30（土）～10/1（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
◆街コス in かさま　10/1（日）　※5ページに関連記事あり
　新たな若者文化・コスプレを、笠間稲荷神社周辺で楽しみましょう。
　場／笠間稲荷神社周辺
　問／笠間市商工観光課　tel0296-77-1101

秋　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2017. 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

※4・5ページに関連記事あり第110回　笠間の菊まつり



詳しくは…
◆笠間市公式ホームページ等をご覧ください

◆笠間ファン倶楽部公式フェイスブックや
　ブログでも、最新情報を発信します

宿泊プラン（栗ごはん・おかず・みそ汁）笠間焼のお茶碗使用宿泊プラン（栗ごはん・おかず・みそ汁）笠間焼のお茶碗使用
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【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！

笠
間
産
の
栗
と
米
を
笠
間
火
器
の

土
鍋
で
炊
き
上
げ
ま
す

実施期間（土曜・休前日を除く）平日限定
　平成29年9月1日（金）から11月30日（木）

※［　　］内はロングプランの料金、チェックアウト12時
※定員分のセット料金になります　※その他の割引プラン併用は不可

4人棟
6人棟
12人棟

 標準プラン　 ロングプラン

20,000 円［21,500 円］
28,000 円［30,000 円］
50,000 円［53,000 円］

朝食付

要予約
5日前まで

　「お祭り」の季節です。神社、仏閣で行なわれる祭は、いったい何件あるのでしょうか？ ネッ
ト情報からみると凡そ30万件とのこと。しかし、多くのお祭りに共通し、少子高齢化による
人手不足、マンネリ化等によりお祭りが衰退傾向にあるとのことです。そこで、１.お祭りの
企画・コンサルティング　２.参加できるお祭りツアーの企画　３.サイトで情報発信などの
活動を行ない、お祭りを通して日本を盛り上げることを目的にした、（株）オマツリジャパン
という世界初のお祭り専門会社があります。最近注目度が高くTVやメディアでも紹介され
ています。実は、この（株）オマツリジャパンは毎年、笠間観光協会と連携し悪態まつりの
ツアーを作り参加者として盛り上げるとともに、積極的に宣伝をしています。今後は外国人
が日本の祭に参加しやすいシステム作りにも着手していくそうです。今後も良きビジネスパー
トナーとして相乗効果を高めたいと思っております。
　（株）オマツリジャパンの活動と全国のお祭り情報が検索できますよ！どうぞ一度ご覧くだ
さい。https://omatsurijapan.com/

お祭り専門会社（株）オマツリジャパンと笠間の関係【第7回】笠間観光協会  歳時記

アクセス
◆ＪＲ　東京方面から　上野→JR常磐線特急65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　
◆お車　東京方面から　三郷JCT→常磐自動車道45分→友部SA・友部JCT　
　　　　　　　　　　　→北関東自動車道5分→友部IC→国道355号線5分→笠間　
　　　　東北方面から　仙台→常磐自動車道180分→友部SA・友部JCT
　　　　　　　　　　　→北関東自動車道5分→友部IC→国道355号線5分→笠間

拝殿

御本殿 嘉辰殿

休憩所

稲光閣

社務所

美
術
館門

楼

仲見世

常夜灯

仲見世

額殿
車祓所

presents 菊と笠間の巡りあい
今年で110回　生まれ変わる「笠間の菊まつり」

日本最古の菊の祭典「笠間の菊まつり」は、菊を美しく飾ることで人々を100年以上魅了し続け、笠間市

を象徴するまつりとして市内外で愛され親しまれてきました。110回目を迎える今年は、茨城大学工学部・

熊澤准教授と学生による提案を受けて、「菊と笠間の巡りあい」をテーマに、様々な場所で多彩な展示を行

います。艶やかな笠間の菊花を、笠間と縁のある素材（笠間焼や稲田石など）とともに展示することで、

従来の菊まつり以上に、笠間での菊との巡りあいを訪れる方すべてに体感していただき、そして魅力を感

じていただけること間違いなしです！ みなさん、「第110回笠間の菊まつり」にどうぞご期待ください！

笠間稲荷門前通り周辺には、「菊と笠間の巡りあい」をテーマとした
展示が多数出現予定。その一部をイメージ図でご紹介。この他にも
市内各所で多彩な展示が行われます。みなさん、お見逃しなく！

茨城大学工学部都市システム工学科
熊澤貴之准教授からひとこと

今年の菊まつり
　注目スポット！

第１１０回  笠間の菊まつり

笠間の菊まつりとは…
明治41（1908）年に、日露戦争によって荒廃した人々の心を和ませよ
うと、笠間稲荷神社境内に菊花が展示されたことが始まり。今年（平
成29年）で110回目の開催を迎える、日本最古の菊の祭典。笠間稲荷
神社を中心に、市内各所で菊花が展示されます。今年も、例年好評の
菊人形展や菊花品評会などの催し物が行われます。

◆笠間焼と菊との出会い
　「陶菊の回廊」 → （仲見世通り）

◆稲田石と菊との出会い
　「稲田石の間」 → （大型車御祓所）

◆和傘と菊との出会い
　「菊傘の舞」 → （門前通り）

大型P

旧井筒屋

門
前
通
り

華道家 假屋崎省吾の世界展～花蝶風月～

菊人形展
「おんな城主  直虎」笠間駅

関連イベント

会期／10月21日（土）～11月26日（日）　　会場／笠間稲荷神社ほか
主催／笠間の菊まつり連絡協議会（事務局　笠間市商工観光課　TEL 0296-77-1101）

街コス in かさま

毎年恒例となっているフラワーデモンストレーションが、
今年は個展に飛躍して開催。假屋崎省吾先生の絢爛豪華
に彩られた世界を、笠間で体感してください。

◆会期／11月8日（水）～26日（日） 
　　　　　  8:30～16:30（16:00最終入場）
◆会場／笠間稲荷神社　嘉辰殿
◆料金／大人1,000円、中学生500円（菊人形展入場料込み）
◆問合せ／笠間稲荷神社  TEL 0296-73-0001
　　　　　笠間市商工観光課　TEL 0296-77-1101

日本三大稲荷のひとつ笠間稲荷神社及び周辺でのコスプレ・ステージを用いた
イベント。新たな若者文化を、笠間のまちで楽しみましょう！

◆日時／10月1日（日）　◆主会場／笠間稲荷神社
◆主催／街コスinかさま実行委員会（企画制作　一般社団法人 秋葉原交流会）
◆事務局・問合せ／笠間市商工観光課  TEL 0296-77-1101
◆内容／コスプレ・カメラ（当日受付・参加料2,000円）
　　　　ADACHI HOUSE（笠間特別観光大使・安達勇人（あだちゆうと）さんによるトークショー・音楽ライブなど）

菊まつりの伝統と笠間の地域特産を掛け合わせた空間
演出を、笠間の街中に点在させました。是非、ここか
ら始まる新しいストーリーを体感してください。

華道家 假屋崎省吾の世界展 ～花蝶風月～
か ちょうふうげつ
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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.lg.jp（☆を@にして送信）

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。
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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」®

6 ＊ KASAMA FAN

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

ご協力ありがとう
　　　　ございました！

Fか1,000,0001,000,000

　笠間稲荷神社前の門前通り沿いに店を構える『湊屋売店』は、昭和28年創業の老舗精肉店です。
御歳82歳の湊恵雄（よしお）さんが店頭に立ち、息子の兼尚さんと一緒に親子で切り盛り。茨城
のブランド豚『ローズポーク』など、新鮮なお肉を販売しています。店頭販売している揚げ物
が人気で一番人気の『メンチ』は１つ100円とお手頃価格。ローズポークが入った合い挽き肉

にタマネギ多めのふんわりとした優しい味わいです。ほか
にもコロッケ、ササミ、ロースハムなど、揚げ物のほとん
どを100円で販売。串カツは120円、ロースカツも300円
で手に入ります。笠間散策中に小腹が空いた時の食べ歩き
グルメとしてもおすすめですよ！

《製造元・お問い合わせ》

湊屋売店
住／笠間市笠間1337　tel／0296－72－0354
営／11:00～19:00　休／不定休

第
６
回 

笠
間
浪
漫

近所の人を誘って毎年秋は笠間に行きます。
行く度に笠間は見どころが沢山あって景色も
きれい、食べ物もおいしいし、満足して帰っ
てきます。（千葉県流山市・女性）

近所の人を誘って毎年秋は笠間に行きます。
行く度に笠間は見どころが沢山あって景色も
きれい、食べ物もおいしいし、満足して帰っ
てきます。（千葉県流山市・女性）

陶芸美術館がお気に入りです。これからも素
晴らしい企画展に期待しております。
（栃木県益子町・女性）

陶芸美術館がお気に入りです。これからも素
晴らしい企画展に期待しております。
（栃木県益子町・女性）

御歳82歳の湊 恵雄（よしお）さん

メンチ ［100円（税込）］
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
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笠間は本当に良い所、頑張れ ! !
（水戸市・男性）
笠間は本当に良い所、頑張れ ! !
（水戸市・男性）

　笠間の魅力を堪能できる秋の一大イベント『笠間浪漫』が、
来る10月に開催されます！今年も、笠間焼をはじめ、クラ
フト作品や農産物など、たくさんのお店が出展して会場を
盛り上げます。
　なかでも注目は、2日目の7日(土)11時からの「第12回
笠間いなり寿司コンテスト」。全国の方々から応募いただい
たオリジナルいなり寿司レシピの中の優秀作品を、数量限
定で販売。ご来場のみなさんの投票によってグランプリを
決定します。また同日に行われる夜の部では、笠間特別観
光大使「NEVA GIVE UP（ネバギブアップ）」がナイトライブ

に出演するほか、「ネバギブ×BB BAR」でメンバーがお客さ
まに飲み物やフードを提供します。さらに、3日目の8日(日)
には、大食いタレントとして活躍中の「もえあず」こと「も
えのあずき」さんが登場！笠間いなり寿司コンテストの作品
を食レポします。
　そのほかにも、大バーベキュー場での「笠間をたべよう
100人BBQ」、笠間焼作家と生ビールのコラボによる「笠間
焼ビールフェア」など、4日間イベント盛りだくさんです！
　笠間ファン必見の「笠間浪漫」。みなさん、是非お越しく
ださい！　問合せ／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

熱々の『メンチ』を食べ歩き！

ササミ、串カツなど揚げ物は７種類 お店は門前通り沿いにあります

第６回『笠間浪漫』開催！第６回『笠間浪漫』開催！
「ネバギブ」や「もえあず」も登場「ネバギブ」や「もえあず」も登場

9:00～17:00
夜の部 （７日） 17:00～21:00
笠間芸術の森公園 イベント広場

10/6　ー 10/9
金

月・祝

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

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

岸田劉生
「麗子  毛糸肩掛けし
て人形を持つ肖像」
1919年  日動画廊蔵

◆企画展 「求道の画家　岸田劉生と椿貞雄」
　10/7（土）～12/17 （日） 
　大正期の写実絵画の異才岸田劉生 (1891 -1929) とその弟子椿
貞雄 (1896 -1957) 。1914年、画 家を志して 米沢から 上京した 椿
は、劉生の個展を見て弟子入りを志願し、稀にみる師弟関係 を築
いていくことになります。 劉生の勧めで巽画会に出品した 椿は最
高賞を得、鮮烈な画壇デビューを果たします。その後、二人 は写実
を通して「内なる美」と「日本人の油絵」を追求すべく、草土社の創
立に参加し、当時の画壇に新風を吹き込みました。
　本展では劉生と椿の作品や書簡など資料類を展示し、二人の絆
と追い求めた写実の美に光を当てます。「内なる美」を生み出した
劉生と「愛情の画家」となった椿の軌跡を辿ります。
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜日(但し10/9は開館、10/10は休館）
料／大人1000円、65歳以上800円、大学・高校生700円、中学以下無
料、春風萬里荘（北大路魯山人旧居）との共通券／大人1400円、65
歳以上1100円、大学・　高校生900円、 中学以下無料、　※20名以
上の団体は各200円割引。※障害者手帳をお持ちの方、その同伴者
１名は各半額割引
（会期中のイベント）
●ギャラリートーク  10/21（土）、11/11（土）、12/2（土）　各日 14：00～
●オーボエコンサート  11/20（月）※休館日につき予約者のみ
●水彩パステル基礎講座  10/14（土）、11/11（土）、12/9（土）　各日 10：00～15：00

◆企画展 「ヘレンド展 －皇妃エリザベートが愛したハンガリーの
名窯－」　9/23（土•祝）～12/3（日） 
　芸術性の高さからヨーロッパの多くの王侯貴族に愛されたヘレ
ンド。ハンガリーが誇る名窯ヘレンドの魅力を約150件の作品に
より紹介します。講演会や展示解説など、関連イベントも多数開催。
料／一般820（670）円、高大生620（510）円、小中生310（260）円
　　※（　）内は20名以上の団体料金
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／月曜（祝日は開館し、翌日休館。県民の日11/13は無料開館）

●いやしの灯と食卓をいろどる器達Ⅱ　9/12（火）～9/24（日）
●笠間焼協同組合青年部展　9/12（火）～9/24（日）

●柳橋進・修二　作陶展　9/26（火）～10/9（月•祝）
●宇田直人　個展　9/26（火）～10/9（月•祝）
●たなつる工房・長山六展　10/11（水）～10/22（日）
●さがわはるな展　10/11（水）～10/22（日）
●盛澄子展　10/24（火）～11/5（日）
●工芸秀作展ー日本工芸会東日本支部茨城研究会によるー
　10/24（火）～11/5（日）
●根本峻吾・古谷萌仁香　二人展　11/7（火）～11/19（日）
●糸賀陶房　11/7（火）～11/19（日）
●伝統工芸士展　11/21（火）～12/3（日）

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●落合杜寿子　穴窯展　9/20（水）～10/1（日）
●陶工房「雲」　中島健蔵展　10/3（火）～10/15（日）
●武内雅之・光代　二人展　10/17（火）～10/29（日） 
●大﨑透　『陶の動物園'17』　10/31（火）～11/12（日）
●西本典正・門脇美香江　二人展　11/14（火）～11/26（日）
●西村俊彦　作陶展　11/28（火）～12/10（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●鈴木稔　作陶展　9/16（土）～9/29（金）
●阿部誠　作陶展　9/30（土）～10/13（金）
●阿部慎太郎・鯨井円美　二人展　10/14（土）～10/27（金）  
●羽石修二　作陶展　10/28（土）～11/10（金）
●桑原哲夫　作陶展　11/11（土）～11/24（金）
●岡本吉久　作陶展　11/25（土）～12/8（金）
●橋口暢広　作陶展　12/9（土）～12/26（火）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●大鎌章弘、中原雅恵、近藤直美、多鹿由美
　～小さなガラスの表現者～　9/16（土）～10/3（火）
●谷美由紀　ガラス展　10/7（土）～10/24（火）
●安部川亜紀、大豆生田綾子、山崎葉、中野由紀子
　～女性ガラス作家４人展～　10/28（土）～11/14（火）
◆zakka ＆ café gallery LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●ARCHERAFT（アルケラフト） Genta Komatsu exhibision　9/7（木）～9/18（月・祝）
●窓辺のまるちゃん展　9/21（木）～10/1（日）　●ひろたてつや展　11/17（金）～11/26（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  10/6（金）～10/9（月・祝）
●陶とくらし。　2017開催期間中　陶器漆器10％OFF　11/2（木）～11/5（日）

色絵金彩忍冬文透彫瓶
1890-95年

ブダペスト国立工芸美術館

谷美由紀個展
Glass Gallery SUMITO

女性ガラス作家4人展
Glass Gallery SUMITO

小さなガラスの表現者
Glass Gallery SUMITO

笠間焼共販センター
　やきもの通りに面した陶器のお店。湯呑や飯碗、
カップなど日用食器がアイテム別にレイアウトさ
れ、あなたのお気に入りもきっと見つかるはず。自
由に展示できるギャラリーでは15名の作家の作品
を見比べながらお楽しみいただけます。
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き（一部除外品有）
住／笠間市下市毛861-3　　電／0296-72-5665
営／9:00～17:00　　休／無休

大津晃窯
　国道355号沿いに位置し、親切な指導者のもと、気
軽にロクロ、手ひねり、絵付け体験が楽しめます。豊
富な品揃えの店舗ではお気に入りの笠間焼の器が
きっと見つかります。
【会員特典】 お買い物・陶芸体験 10％引き
住／笠間市手越68　　電／0296-72-4323
営／9:00～17:00　　休／無休
http://www.ohtsukouyou.com

有限会社ときわ
　日本三大稲荷の一つ、笠間稲荷神社のすぐ隣。素
材にこだわった国内産の木曽ひのき・本けやきの神
棚、外宮、神具の専門店。良質の品をお値打ち価格で
販売しております。笠間にお越しの際はぜひ！
【会員特典】 お買い上げ価格より10％引き
住／笠間市笠間1269-2　　電／0296-72-0202
営／9:30～17:00　　休／不定休
http://www.tokiwa-kamidana.jp/

FILE
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笠間のお米を
ご賞味ください

笠間のお米ファン
を

生駒ファンにした
罪

笠間のお米ファン
を

生駒ファンにした
罪

無
事確保

確保場所：いこまらいすせんたぁ
　　　　　　（笠間市上郷1812）
氏名 : 生駒 祐一郎（いこま・ゆういちろう） さん
年齢 ： 40歳 ／ 血液型 : A型
職業 ： 米農家（「蛍の里のこしひかり」生産元）
趣味 ： 車大好き！
マイブーム ： ユーズド店巡り
オススメ ： 笠間市上郷で
作ったおいしいお米

オリジナルの日本酒も作っています

笠間の魅力が盛りだくさん！ 笠間いなり寿司コンテスト作品を「もえあず」が食レポ、ネバギブのライブも
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　笠間市の上郷地区では毎年秋のお彼岸

の季節（9月下旬）になると、真っ赤な彼

岸花が群生して人々の目を楽しませてく

れます。元から彼岸花が多く見られた地

域ではありますが、『岩間上郷地域ホタ

ル増やそうかい』会長の鈴木裕士さんが

2012年から旗振り役を務め、地元住民

の手によって増やし続けています。「美

しい彼岸花を観賞して心の洗濯をしてほ

しい」と鈴木さん。この辺りは夏の間は

ホタルが鑑賞できるなど自然豊かなこと

で知られていますが、その資源を活かそ

うと住民が積極的に景観向上に努めてい

ます。2017年度から『笠間ふるさと案

内人の会』会長に就任した成田英光さん

も「のんびり歩きながら美しい里山の景

色を楽しんで」と、この地域の彼岸花の

美しさに期待を寄せています。すぐ近く

にはかき氷専門店の『雪みるく』や人気

カフェの『フラワーヒル花ぞの』がある

ので、一緒に楽しんでもいいかも。秋の

訪れを感じながら、笠間の里山の美しさ

を満喫してくださいね。

発行日／2017年 9月1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
東京→（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。また、平成29年4月１日より、
　　一部運行便にて座席予約をすることができます）

問い合わせ／ tel 0296-72-9222（一社）笠間観光協会

上郷地区の彼岸花

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

8 ＊ KASAMA FAN

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

笠間の
穴場
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久喜白岡JCT

彼岸花を増やす活動を続けている
岩間上郷地域ホタル増やそうかい
会長の鈴木裕士さん

のんびり歩いて鑑賞がおすすめ！

笠間ふるさと案内人の会
会長の成田英光さん

8月の上郷地区。季節になれば
この辺りに彼岸花が群生します

真っ赤な彼岸花が咲き誇ります

彼岸花

鶴ヶ島JCT

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体にも
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.17-0107

笠間歳時記　　スカイロッジ宿泊プラン紹介
かさまアート情報　　食の逸品「メンチ」湊屋売店
笠間の穴場「上郷地区の彼岸花」   ほか

新企画続々登場！笠間浪漫、ほか

秋のイベント情報
今年で110回　関連イベントにも注目

生まれ変わる「笠間の菊まつり」

表紙写真／（左段）楞厳寺近くに咲く彼岸花（※1）　（右段・上から）笠間浪漫の人車体験　北山公園の紅葉（※2）　笠間稲荷神社の絵馬祭（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1 ｢朱色に染まる｣山口克治　※2「散歩」小野瀬清三　※3 ｢神使｣小林功）
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