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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）

いこいの家  はなさか

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

潮来IC

大栄JCT

茨城県
IBARAKI

つくば中央

つくばJCT

笠間の
穴場

kas
am

a
－
n
o
－
a
n
a b

a

久喜白岡JCT

笠間であったかお風呂に入ろう！

鶴ヶ島JCT

▲向かい側にある「みはらし
広場」では、野菜の販売やワ
イヤーアートなどの体験教室
が行われる「はなさか市」が
開催されています。次回は3
月10日と11日に「はなさか
春まつり」として開催予定

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/

詳しくは　 ☜    笠間観光協会　   検索

お箸の材料は、桜・カリンなどから選ぶ事が
できます。昼食は「常陸秋そば」を使って蕎
麦打ちにチャレンジ！ 自作のマイ箸でいただ
く打ち立ての蕎麦は格別の味わい！ 午後から
は、窯元を選んで蕎麦猪口、箸置きを作る笠
間焼陶芸体験！ 贅沢な制作三昧の1日です！

旅行代金…8,600円～11,800円
　　　　　（2名様より タクシー付き）

出　発　日…土・日・祝

笠間で自作の１日
ものづくり体験／コースNo.18-0112

冬のイベント情報　　かさまアート情報
食の逸品「コロッケバーガー」Café & kitchen ともあ
笠間の穴場「いこいの家 はなさか」　ほか

笠間昔話

タヌキを造っていた奥田製陶所
笠間再発見！
自然も満喫♪ みんなでワイワイ！
笠間でバーベキュー

表紙写真／（左段）昭和 28年頃の奥田製陶所　（右段・上から）雪景色の鐘楼（※1）　笠間芸術の森公園にある「恋人の聖地」（※2）　北山公園バーベキュー場
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1加沢弘大｢鐘楼｣  ※2飯村常夫｢幼なじみ｣）

　笠間観光の際や仕事帰りに、あったか
いお風呂はいかがですか？「いこいの家 
はなさか」では、大人平日410円という
リーズナブルな金額で、露天風呂をはじ
め、人工温泉、泡風呂、サウナなどが楽
しめます。館内にはほかにも、地元グル
メなどが食べられる「大広間（食堂）」、
のんびりと休憩ができる「しずかなホー

ル」などがあります。受付が夜の20時
15分までなので、仕事が夜遅くなった日
も立ち寄れそうです。また、目の前の「み
はらし広場」では、毎月第２日曜日（12
月～２月、７月、８月を除く）に「はな
さか市」などのイベントを開催。地元新
鮮野菜や手作り雑貨の販売、各種体験教
室が行われ、のんびりと盛り上がります。

住　所　茨城県笠間市橋爪586－4
電　話　0296－77－5110
開館時間　9:00～21:00
　（受付 20:15 ／入浴 20:30 まで）
休館日　毎週月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　年末年始
入館料　大人（中学生以上）平日410円
　　　　（土・日・祝・正月510円）
　　　　障害のある方（手帳所有者）全日300円
　　　　小学生　全日300円
　　　　幼児（未就学時）　全日無料

露天風呂のほか、薬湯、泡湯など、5種類ほどのお風呂が楽しめます

「はなさか市」開催中

旅行プラン
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　笠間を代表する窯元のひとつ「奥田製陶所」のルーツ
は、江戸時代から続く歴史ある窯元です。笠間には「仕
法窯（しほうがま）」と呼ばれる、当時の笠間藩御用達
の窯元が６つあり、そのうちの１つでした。江戸時代
が終わると、笠間の窯元は水がめやすり鉢などの陶器
製造に力を入れて、東京などに向けて販売していました。
特に水がめは当時の生活必需品であったため、売り上
げは好調でした。戦後になり水道が普及すると、主力
製品であった水がめの売り上げが減少。閉業する窯元
が多く出ました。そんな中、昭和26年から笠間の月崇

寺（げっそうじ）境内で作陶していた奥田製陶所の初代
が現在の場所の権利を譲り受け、「奥田製陶所」として
の歴史がスタートしました。元々は信楽の窯元出身だっ
た初代が目を付けたのがタヌキの置物。これを登り窯
で製造するのには高い技術が必要で、信楽出身だから
こそできた技でした。こうして苦しい時代を乗り越え
た奥田製陶所はその後、食器をメインとする現在の笠
間焼の姿に変化してきました。平成23年からは「登り
窯まつり」を開催し注目を集め、最近では新たなものづ
くりの担い手の育成を積極的に支援しています。

◆【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】  常陸国  出雲大社  
　日本最古の神社建築様式「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（月・祝）～1/3（水）
　新年の読経が7:00と15:00にあります。　料／無料（申込不要）
　問／tel 0296-74-2042

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※4Pに関連記事があります
◆クリスマスプラン
　12/20（水）～12/25（月）　※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
　クリスマス特別企画！クリスマスケーキとディナー、朝食付プラン。
　※他の割引はご利用できませんのでご注意下さい。
　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17回 かさま除夜の鐘
　12/31（日）23:00～元日1:00
　温かい飲み物等の無料配布あり。先着100名。
　場／佐白山麓公園内　時鐘楼
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆除夜の鐘　12/31（日）23:30～元日1:30
　甘酒などの接待もあります。
　料／無料（申込不要）
　場・問／稲田禅房西念寺（稲田御坊）
　tel 0296-74-2042
◆来年へ歩く会
　12/31（日）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。
　記念品で湯呑み茶碗をプレゼント。（先着300名）
　場／愛宕神社（受付／旧ホテル歌舞伎下駐車場）
　問／来年へ歩く会実行委員会（田口）　tel 090-2647-9815
◆第19回　彩初窯市（いろどりはつがまいち）
　1/2（火）～1/5（金）10:00～16:00
　新春恒例の陶器市。福袋の販売や福引抽選会も行います。また笠間焼
　のコマ「縁独楽（エンコマ）」もお楽しみください。
　場・問／笠間工芸の丘  tel 0296-70-1313
◆かさまの陶雛 ～桃宴～　
　1/23（火）～3/4（日）　http://hinatouen.exblog.jp/
　笠間焼陶雛や手づくりによる雛人形展。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、笠間稲荷門前通り周辺、笠間工芸の
　　　丘、笠間駅周辺ほか
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆いちご狩り
　期／2月上旬～5月上旬　9:30～15:30（受付は15:00まで）
　料／2月1,400円、3月1,300円、4月1,200円、5月1,100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
◆笠間初午いなり寿司まつり
　2/11（日）10：00～15：00（雨天順延 予備日2/12（月・祝））
　笠間名物いなり寿司を食べ
　史上最長のそばいなり寿司
　巻きに挑戦！
　場／笠間稲荷神社境内
　問／笠間市商工観光課
　　　tel 0296-77-1101
◆節分追儺式／節分祭　2/3（土）
　笠間稲荷神社15:00～、19:00～　常陸国出雲大社15:00～
　愛宕神社 午後～（随時）　六所神社15:30～（随時）
　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
　　　常陸国出雲大社 tel 0296-74-3000
　　　愛宕神社 tel 0299-45-5637
　　　六所神社 tel 070-5555-5445
　　　笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第8回クラフト＆フードフェア in かさま
　3/17（土）～3/18（日）10:00～17:00
　手作り工芸作家が全国から笠間に大集合！
　フードもフェスタ常連の有名店が全国より集まります！
　場・問／きらら館　tel 0296-72-3109

◆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
◆笠間市地域交流センターいわま「あたご」 
　平成29年12月オープン。JR岩間駅西口隣接。健康ふれあいルーム、
　会議室、有料シャワールーム等。
　営／9:00～22:00　休／第1・3火曜、年末年始　問／0299-57-3357
◆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／笠間市地域交流センターいわま「あたご」　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）

タヌキを造っていた奥田製陶所

冬　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2017. 12 → 2018. 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

2 ＊ KASAMA FAN KASAMA FAN ＊ 3

笠間昔話

奥田製陶所の当主・奥田達雄（おくだ・たつお）さん昭和20年代、水がめを作陶中

左側の作業場は江戸時代に建てられた建物

↑昭和28年頃の作業風景。
この頃は食器ではなく、灰
皿などの民芸品を製作して
いました
←同じ頃、登り窯で製作し
たタヌキの置物。もっと大
きい物は身長の2倍以上あ
るものもありました

敷地内にある「ツクルイエ45Banchi」
（P7に関連記事があります）

NEW!



北山公園 バーベキュー場

オートキャンプ場も併設屋根付きの炊事場を完備

バーベキュー場への
入口にある案内版

世代を越えて楽しめるのがBBQのいいところ

［周辺おすすめ情報］

DATA
茨城県笠間市平町1461－1
問／0296－78－3911（※ネットでの予約可）
バーベキュー屋根付炉9棟
料／1,620円（1棟／5時間）
時／１部10:00～15:00　２部 15:30～20:30
オートキャンプサイト7区画
料／3,240円（1区画・1泊）13:00～翌11:00

【2017年4月リニューアル】
バーベキュー場は全棟屋根付きなので、ちょっと
の雨なら問題無く楽しめます。水道や電源設備も
使えます。オートキャンプ場も併設されており、
様々なシーンで活用できます。

北山公園内にあるので、周辺
には散策スポットや遊び場が
いっぱいあります。小さい子
供がいる方は無料のローラー
すべり台で楽しく遊べます。

あたご天狗の森スカイロッジ バーベキュー場

［周辺おすすめ情報］

DATA
茨城県笠間市上郷2775-7
問／0299－45－6622
バーベキュー炉　8炉
料／2,550円（1炉） ※炭・着火サービス付き
時／10:00～14:00

宿泊施設スカイロッジの敷地
内にあります。見晴らしが良
いので、昼間のBBQがおす
すめ。ボリューム満点の食材
メニューも魅力のひとつ。

標高306mの愛宕山山頂に
は天狗伝説が残る愛宕神社が
鎮座します。パワースポット
としてもおすすめです。

笠間クラインガルテン バーベキュー場

［周辺おすすめ情報］

DATA
茨城県笠間市本戸4258
問／0296－70－3133
バーベキュー炉　5炉
料／1,080円（1炉）　時／11:00～16:00
休／月曜日（祝日の場合は翌日）

笠間クラインガルテン内にあ
る穴場的BBQスポット。1
人前1,620 円という格安の
「手ぶらで楽ちんセット」が
あるので気軽に楽しめます！

直売所では新鮮野菜が手に入
ります。おいしいそば処もあ
りますよ。ジャム作りやそば
打ち体験もできます。

北山公園バーベキュー場
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宿泊プラン（栗ごはん・おかず・みそ汁）笠間焼のお茶碗使用

【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

平成 29 年度　お鍋でぽっかぽかキャンペーン平日
限定

（３種類からお好みの鍋をお選びいただけます）
・ピリ辛キムチ鍋　・ヘルシー鶏鍋　・豚鍋

宿泊料金

キャンペーン期間（土曜・休前日を除く）平日限定
平成29年12月 1日（金）から12月15日（金）
平成30年1月16日（火）から3月16日（金）

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 ※その他の割引プラン併用は不可

なんと!! 宿泊された方に鍋料理が無料サービス 　ジオパークをご存知ですか？「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パーク：Park）」
とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ごと楽しむこ
とができる場所をいい、日本ジオパーク委員会が認定した「日本ジオパーク」が国内に43
地域あります。その中に笠間市、つくば市、かすみがうら市、土浦市、石岡市、桜川市で
構成する「筑波山地域ジオパーク」があります。まだ、知名度が高くない状況ですが、筑
波山地域ジオパーク協議会では、地形・地質、文化のデータベース化、地場産品を活用し
たジオ産品、ジオツーリズムの開発、市民団体によるガイドの勉強会などの活動を行なっ
ています。笠間観光協会も協議会メンバーとして、新たな地域連携・通年型ツーリズムと
して観光振興に繋げるために活動に取り組んでいます。
　公式ホームページ http://tsukuba-geopark.jp/ には、ジオツアー、講座の開催情報や
活動の様子等を見ることができますので、ぜひ一度、ご覧いただきたいと思います。

筑波山地域ジオパーク【第８回】笠間観光協会  歳時記
筑波山地域ジオパーク  ホームページ

笠間でバーベキュー笠間でバーベキュー
ちょっぴり寒い季節になりました…が、炭火であったまりながらのバーベキューはいかがですか？
笠間には、気の合う仲間やご家族みんなで集まってワイワイするのにぴったりなバーベキュー場が、
なんと、３か所もあります！ 見晴らしも楽しめるあたご天狗の森スカイロッジ、採れたて野菜も
手に入る笠間クラインガルテン、オートキャンプ場もあってアウトドア派必見！の北山公園、と、
３か所それぞれ魅力的。おうちの中で こたつでほっこりあたたまる休日も良いですが、小春日和
の日には、笠間の自然のなかにお出かけして、楽しい時間を過ごしましょう！

ちょっぴり寒い季節になりました…が、炭火であったまりながらのバーベキューはいかがですか？
笠間には、気の合う仲間やご家族みんなで集まってワイワイするのにぴったりなバーベキュー場が、
なんと、３か所もあります！ 見晴らしも楽しめるあたご天狗の森スカイロッジ、採れたて野菜も
手に入る笠間クラインガルテン、オートキャンプ場もあってアウトドア派必見！の北山公園、と、
３か所それぞれ魅力的。おうちの中で こたつでほっこりあたたまる休日も良いですが、小春日和
の日には、笠間の自然のなかにお出かけして、楽しい時間を過ごしましょう！

自然も満喫♪ みんなでワイワイ！自然も満喫♪ みんなでワイワイ！
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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

JR友部駅前にオープンした「笠間市地域交流センターともべ  Tomoa」内のカフェ「Café & kitchen
ともあ」のコロッケバーガーが人気です！ 注文が入ってから作りはじめるので食べれば熱々。キャ
ベツの千切りがたっぷり入り、バンズには笠間市内の人気店「森の石窯パン屋さん」のパンを使用
しています。価格は150円！ 高校生までは＋100円でドリンクが付けられます。テイクアウトも可能

（数量限定販売・複数個希望の場合要予約）。店長を務めるの
は2016年まで東京でカフェの店長をしていた大山さん。水戸
出身の大山さんですが「地元で飲食店をやりたい」という夢
を叶えるためにUターン。「もっとお酒を飲んでもらえる店に
したいです」と大山さん。ランチやディナーメニューも充実！

《お問い合わせ》

Café & kitchen ともあ
住／笠間市友部駅前1-10　tel／0296－71－7010
営／11:00～22:00　休／第２・第４火曜日

体
験
事
業
（
フ
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ン
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楽
部
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員
限
定
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ト
）

大好きな自然いっぱいの芸術の街｢笠間｣が、
益々元気になりますように！
（笠間市・女性）

大好きな自然いっぱいの芸術の街｢笠間｣が、
益々元気になりますように！
（笠間市・女性）

陶器すきです。また行きたいと思う町です。
（千葉県流山市・女性）
陶器すきです。また行きたいと思う町です。
（千葉県流山市・女性）

店長の大山 純さん

コロッケバーガー ［150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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笠間焼、笠間稲荷、日動美術館…、他にもた
くさんの魅力にあふれた町、もっともっと知
りたいと思います！（東京都港区・男性）

笠間焼、笠間稲荷、日動美術館…、他にもた
くさんの魅力にあふれた町、もっともっと知
りたいと思います！（東京都港区・男性）

　去る 10 月 15 日、会員のみなさんに、笠間の伝統的なも
のづくりのひとつ・竹細工により親しんでいただこうと、
竹かご作りの体験事業を開催しました。
　教えてくださったのは「笠間いわま竹細工工房」の職人・
三村茂美（みむらしげみ）さん。複雑な底の網み方や持ち手
の整え方など丁寧に指導してくださいました。竹ひご作り
実演のときには、大きなナタで数ミリの薄さに竹を割く職
人技に、参加者から感嘆の声もあがりました。三村さんの
技を見て、参加者同士でもアドバイスし合いながら、１時
間ほどで、全員が竹かごを仕上げることができました。竹
細工初体験・女性の参加者からは「見た目は複雑だけど、
意外に作りやすかった。竹の風合いがすてき」との感想が。
みなさんのオリジナルの竹かご、今回の記念にしてくださ
いね。次回の体験事業もどうぞお楽しみに。

分厚くて熱々のコロッケバーガー

走る電車が見える店内 2017年1月にオープンしたTomoa

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

写真家・白鳥真太郎氏
の作品  「北野  武」

◆求道の画家　岸田劉生と椿貞雄　12/17（日）まで 
◆貌 ・ KAOⅡ　白鳥写真館　「これから…」　1/2（火）～3/11 （日） 
　広告写真家 白鳥真太郎は長野県松本市で100年以上の歴史を刻
んで来た『白鳥写真館』の四代目として生まれました。
　 白鳥は、広告写真としてのポートレートを数多く撮ってきまし
たが、契約終了後には作品は残りません。そこで、芸術や文化、学術
など様々なフィールドで活躍するアラウンド 団塊世代(1945年～
54年生まれ)の“達人”に照準を合わせ、3 年の歳月をかけ、100人が
語るメッセージを肖像写真に込めました。それは「これまで」をど
のような「これから」につなげていくのだろうという、レンズを通
して被写体へ向けた白鳥自身の問いかけでした。それに対して、エ
ネルギッシュな活動を続ける100人の“達人”たちの「 貌(かお) 」か
らは、未来への意気込み、社会貢献への熱い気持ち、そして人間讃
歌の想いが溢れています。 写真集には取材をした被写体の方々の
言葉が掲載されています。
●同時開催／写真公募展2018 【 顔 】　 
〈会期中のイベント〉
●白鳥真太郎氏によるトークショー
　1/27（土）、2/10（土）14:00～（日時変更の可能性あり。要確認）
●担当者によるギャラリートーク　1/20（土）、2/17（土）14:00～
●水彩パステル基礎講座
　「模写体験・ピカソの古典時代」　2/10（土）10:00～
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜(但し1/8、2/12は開館、1/9、2/13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

◆いばらき工芸大全Ⅲ　染織の巻　1/2（火）～3/11（日） 
　いばらきの様々な工芸を紹介するシリーズの第３弾。まとまっ
て見る機会の少ないいばらきの染織について、現代に至るまでの
様々な時代の作品を紹介し、その魅力に迫ります。
料／一般720（570）円、高大生520（410）円、小中生260（210）円

※（　）内は20名以上の団体料金
◆テーマ展 「新しいうつわ－笠間と益子－」　2/18（日）まで
　新しいスタイルの器を作り出そうとする作家の活躍がめざましい、関東の
２大産地、笠間と益子。その現状を 12人の作家の近作により紹介します。
料／一般310（260）円、高大生260（210）円、小中生150（120）円
※企画展チケットで観覧可　※（　）内は20名以上の団体料金
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／毎週月曜（但し祝日は開館し、翌日休館。12/29～1/1は休館）

●干支物展　12/5（火）～12/23（土・祝）
●長嶺憲幸　陶展　1/2（火）～1/14（日）
●ひとにやさしい器展　1/2（火）～1/21（日）
●桃宴（陶雛人形）　1/23（火）～3/4（日）

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●茂野 俊也 作陶展　12/12（火）～12/17（日）
●陶雛展　1/1（月・祝）～1/4（木）※店内コーナーにて3/3（土）まで
●杉本 遊炫・ちひろ 夫婦展　1/6（土）～1/21（日） 
●八十島窯　作陶展　1/23（火）～2/4（日）
●川田達哉・敦子　二人展　2/6（火）～2/18（日）
●松下昇二・知子　二人展　2/20（火）～3/4（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●橋口暢広　作陶展　12/9（土）～12/27（水）
●古川欽彌 ・ 雅子　作陶展　1/1（月・祝）～1/19（金）
●渡辺キエ ・  Kei Condo　二人展　1/20（土）～2/2（金）  
●額賀章夫　作陶展　2/3（土）～2/16（金）
●企画展 「嬉々楽々　第１部」　2/17（土）～3/1（木）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●冬を愉しむガラス 　12/25（月）まで
（沖知江子、小浜恵子、児山梨香プルチーノ、谷美由紀、辻原夕見、水吉郁子）　
●ガラスのお雛様　1/20（土）～2/28（水）
◆zakka ＆ café gallery LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●冬の森の祭日　12/1（金）～12/25（月）　●温もりの器展 vol.2　1/1（月・祝）
～1/14（日）　●犬の陶ひな展　2/9（金）～2/26（月）
◆かつら陶芸　問／tel 0296-72-6688
●新春感謝セール　10～30％  OFF  1/2（火）～1/14（日）

桜井  貞子
「諸紙布風通絣帯
（竹垣花文）」
2014年

ガラスのお雛様
Glass Gallery SUMITO

冬を愉しむガラス
Glass Gallery SUMITO

製陶ふくだ
こだわりと愛着を持って二百余年の伝統を守り続
ける笠間焼陶器の窯元です。笠間焼の歴史館、世界
の焼き物博物館併設。陶芸教室随時開催。
【会員特典】 陶芸教室体験料10％引き
住／笠間市下市毛754　電／0296-72-0670
営／9:00～17:00　休／年末年始
http://www.seitou-fukuda.com/

車検のコバック 笠間友部店 Glass Gallery SUMITO
日本全国から斬新なデザインのガラス作品を常時
500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/
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お鍋付きプランで
楽しいひとときを！

宿泊者を

笠間ファンにした
罪

宿泊者を

笠間ファンにした
罪

無
事確保

確保場所：あたご天狗の森スカイロッジ
氏名 : 下村 修平（しもむら・しゅうへい） さん
年齢 ： 27歳 ／ 血液型 : B型
職業 ： 公園管理など
趣味 ： テニス
笠間のおすすめ ： 愛宕山駐車場からの眺め
スカイロッジのオススメ ：
アットホームな雰囲気

人気のスカイロッジ

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘
植竹  敏

UETAKE Satoshi
左：鉄釉しのぎコー
ヒーカップ&ソー
サー（2017）

右：糠白しのぎポット
（2017）

　旧岩間町（現在の笠間市南部）では、かつて、明治時代、養蚕

業と製糸業の道具として、箒や籠など多くの製品が竹で制作され

ており、最盛期には数百人もの人が竹関連産業に携わっていたと

いわれています。昭和中期から石油製品の流入により衰退し、近

年ではわずかな職人が伝統の技術を守る状態となっていました

が、竹細工に魅了された陶芸家・彫刻家の藤本均さんが、竹細工

周知と後継者育成に取り組むため「笠間いわま竹細工工房」を発

足。現在では、職人歴約 70 年の鈴木繁さんや三村さんをはじめ

とする複数の職人さんが、受注生産・体験教室・イベントなど多

岐に渡って活動しています。

【笠間いわま竹細工工房】

　笠間市下市毛 45（奥田製陶所となり「ツクルイエ」2階）
　木曜定休　TEL 0296-71-5006　https://takezaiku.jimdo.com/

「いわま竹細工・竹かご作り」を開催しました「いわま竹細工・竹かご作り」を開催しました
体験事業（ファン倶楽部会員限定イベント）過剰ではなく、適切な整備のご提案を推奨している

車検専門店。オイル交換も大変リーズナブルです。
笠間市へお越しの際はぜひお試しください。
【会員特典】 車検ご依頼のお客様にエンジンオイル
交換無料、愛車10項目無料点検サービス
住／笠間市旭町140-6　電／0120-589-035
営／7:00～19:00　休／水曜日・祝日
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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）

いこいの家  はなさか

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

笠間の
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久喜白岡JCT

笠間であったかお風呂に入ろう！

鶴ヶ島JCT

▲向かい側にある「みはらし
広場」では、野菜の販売やワ
イヤーアートなどの体験教室
が行われる「はなさか市」が
開催されています。次回は3
月10日と11日に「はなさか
春まつり」として開催予定

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/

詳しくは　 ☜    笠間観光協会　   検索

お箸の材料は、桜・カリンなどから選ぶ事が
できます。昼食は「常陸秋そば」を使って蕎
麦打ちにチャレンジ！ 自作のマイ箸でいただ
く打ち立ての蕎麦は格別の味わい！ 午後から
は、窯元を選んで蕎麦猪口、箸置きを作る笠
間焼陶芸体験！ 贅沢な制作三昧の1日です！

旅行代金…8,600円～11,800円
　　　　　（2名様より タクシー付き）

出　発　日…土・日・祝

笠間で自作の１日
ものづくり体験／コースNo.18-0112

冬のイベント情報　　かさまアート情報
食の逸品「コロッケバーガー」Café & kitchen ともあ
笠間の穴場「いこいの家 はなさか」　ほか

笠間昔話

タヌキを造っていた奥田製陶所
笠間再発見！
自然も満喫♪ みんなでワイワイ！
笠間でバーベキュー

表紙写真／（左段）昭和 28年頃の奥田製陶所　（右段・上から）雪景色の鐘楼（※1）　笠間芸術の森公園にある「恋人の聖地」（※2）　北山公園バーベキュー場
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1加沢弘大｢鐘楼｣  ※2飯村常夫｢幼なじみ｣）

　笠間観光の際や仕事帰りに、あったか
いお風呂はいかがですか？「いこいの家 
はなさか」では、大人平日410円という
リーズナブルな金額で、露天風呂をはじ
め、人工温泉、泡風呂、サウナなどが楽
しめます。館内にはほかにも、地元グル
メなどが食べられる「大広間（食堂）」、
のんびりと休憩ができる「しずかなホー

ル」などがあります。受付が夜の20時
15分までなので、仕事が夜遅くなった日
も立ち寄れそうです。また、目の前の「み
はらし広場」では、毎月第２日曜日（12
月～２月、７月、８月を除く）に「はな
さか市」などのイベントを開催。地元新
鮮野菜や手作り雑貨の販売、各種体験教
室が行われ、のんびりと盛り上がります。

住　所　茨城県笠間市橋爪586－4
電　話　0296－77－5110
開館時間　9:00～21:00
　（受付 20:15 ／入浴 20:30 まで）
休館日　毎週月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　年末年始
入館料　大人（中学生以上）平日410円
　　　　（土・日・祝・正月510円）
　　　　障害のある方（手帳所有者）全日300円
　　　　小学生　全日300円
　　　　幼児（未就学時）　全日無料

露天風呂のほか、薬湯、泡湯など、5種類ほどのお風呂が楽しめます

「はなさか市」開催中
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