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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）

笠間の朝は太極拳！

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
久喜白岡JCT

3 月から毎週土曜  AM6:30 から開催

鶴ヶ島JCT 鉾田IC

笠間の
穴場
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春のイベント情報　　かさまアート情報
食の逸品「HANA花御膳」わさび
笠間の穴場「笠間の朝は太極拳！」ほか

笠間昔話
江戸時代の笠間城櫓が残る真浄寺
笠間再発見！
おすすめカフェ特集～笠間稲荷門前通り～
新コーナー  笠間の看板娘

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

表紙写真／（左段）ラ・ミディのハワイアンパンケーキ　（右段・上から）笠間つつじまつり（※1）　佐白山麓公園内の時鐘楼（※2）　稲田縁日 in 陶炎祭（ひまつり）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「逆光に映える」米川誠  ※2｢のどかな春の日｣中川武）

　笠間で朝から行う健康太極拳教室が盛
り上がっています。「ベトナムや中国で
朝から太極拳を行う人たちを見て、笠間
稲荷神社の境内でこれをやったら絵にな
る、と感じたんです」と発案者の飯村信
康笠間市商工会会長。「今後はお茶や食
事の提供を行うことでより多くの人を集
め、笠間を盛り上げていきたいです」と

抱負を語ってくれました。昨年まで毎週
土曜の朝、笠間稲荷神社の境内で行われ
ていたこの太極拳教室は、今年の３月か
ら再開。誰でも無料で参加できます。また、
同様の活動を岩間会場（笠間市商工会岩
間事務所前）で開催したところこちらも
好評。100名を超える参加者がありました。
岩間会場も３月から再開します。

健康太極拳教室健康太極拳教室

↑笠間稲荷神社の境内（絵馬殿前）には朝早くから30人を超える人たちが集まりました

←太極拳のイベントを発案した
笠間市商工会の飯村信康会長

↑岩間会場（笠間市商工会岩間事務所
前）は毎週火曜の開催です。一番手前
は楊名時太極拳師範の藤枝富美子先生

やぐら

旅行プラン

【笠間会場】全19回（３月～７月）
毎週土曜（5/5、6/2 除く）開催・参加無料
会場：笠間稲荷神社絵馬殿前　AM6:30～AM7:30

※駐車場は会場近くの「ほんまや」駐車場等を利用
　（笠間稲荷神社駐車場の利用はご遠慮ください）

【岩間会場】全20回（３月～）
毎週火曜（5/1除く）開催・参加無料

問／笠間市商工会  tel 0296-72-0844
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八重の藤

笠間つつじまつり

◆例大祭　4/9（月） 11:00～
◆八重の藤、大藤　5月上旬頃
◆御田植祭　5/10（木） 10:00～
　場／笠間稲荷神社神饌田（笠間市民体育館近く）
◆夏越しの大祓・茅の輪くぐり　6/30（土） 16:30～
　※祭典終了後、一般の方の茅の輪くぐりを致します。

◆春のみたままつり　3/21（水・祝）11:00～
◆薬神神社例大祭　4/29（日・祝） 11:00～
◆春季大祭（お土とり）　5/20（日） 11:00～
◆夏越大祓祭　6/24（日） 14:00～

◆春の市民大学講座
　①公開講座
　　3/11（日） 11:00～12:30　申込不要・定員70名　料／無料
　　「解釈改憲の果てに」
　　　齋藤和夫先生（埼玉大学・武蔵野美術大学ほか講師）
　②スプリングセミナー 
　　3/11（日） 14:00～16:00　申込要・3/8まで・定員70名
　　料／2000円（サマーセミナーとのセット割引あり）
　　「日本文化と仏教の関わり―道元の教えを中心に―」
　　　皆川義孝先生（駒沢女子大学准教授）
◆親鸞聖人御頂骨堂春期永代経法要　4/8(日) 10:00（予定）～　参加自由
◆子供たちの花祭り
　4/8（日） 午後（予定）　申込不要・先着順30名　料／無料
　お話を聞いたり紙芝居などをします。

◆第8回  クラフト＆フードフェア in かさま
　3/17（土）～3/18（日）10:00～16:00
　場／きらら館広場　問／0296-72-3109
　全国より有名クラフトマン（木工･鉄･革･ガラスetc）と有名フードマ
　ンが一堂に集まる年に1回の屋外祭典。
◆第14回 茨城国際音楽アカデミー in かさま
　3/21（水・祝）～28（水）　場／県教育研修センター他
　問／笠間市生涯学習課　tel 0296-77-1101
　世界トップクラスの講師陣が笠間に集い、演奏家を目指す若者にピア
　ノとヴァイオリンを指導。市内各所でコンサートも開催。
◆あたご山桜まつり
　3/31（土）～5/6（日）　場／愛宕山大駐車場
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第16回  北山公園桜まつり
　4/7（土）～4/14（土）　問／事務局・深澤　tel 0296-77-0216
◆とりあえずやってみよう！大試食会（*＾∀＾*）　
　4/14（土）、5/12（土）、6/9（土）
   月１回開催される、岩間栗の試食会。
　場・問/㈱小田喜商店　tel 0299-45-2638
◆第47回  笠間つつじまつり  
　4月中旬～5月上旬　8:00～18:00　
　料／一般（高校生以上）500円　場／笠間つつじ公園
　問／笠間市商工観光課  tel 0296-77-1101
◆かさま歴史交流館井筒屋オープニングイベント　
　4/1（日）  10：00～　場/かさま歴史交流館井筒屋
　旧井筒屋本館の改修が完了し、新たな施設の開館に合わせ、竣工式典、
　歴史講演会など様々なイベントを実施。夕方からは井筒屋前広場で門
　前ビアガーデンも開催。
　問／笠間市まちづくり推進課　tel 0296-77-1101
◆第12回  磯蔵酒造  ちょっ蔵新酒を祝う会
　4/29（日・祝）12:00～20:00頃
　料／前売 2,500円、 当日 3,000円、定員2,000名 （記念酒（新酒四合瓶）等）
　問／磯蔵酒造　tel 0296-74-2002
◆第37回  笠間の陶炎祭（ひまつり）
　4/29（日・祝）～5/5（土・祝） 9:00～17:00

　場／笠間芸術の森公園イベント広場
　問／笠間焼協同組合　tel 0296-73-0058
◆笠間工芸の丘　20th THANKS ANNIVERSARY + クラフト ギャザリング
   4/29（日・祝）～5/5（土・祝） 9:00～17:00
　場／笠間工芸の丘　問／tel 0296-70-1313
◆合気神社 例大祭  
   4/29（日・祝）11:00～　場／合気神社
　問／財団法人合気会 茨城支部道場　tel 0299-45-6071
◆九ちゃんの家を残そうイベント
　5/4（金・祝）～5/6（日）　場／九ちゃんの家
　問／九ちゃん会・小田部　tel 090-2565-8681
◆鳳台院の石楠花（しゃくなげ）  5月上旬～下旬
　問／鳳台院　tel 0296-72-0024
◆いちご狩り
　5月上旬頃まで　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名以上割引有り　※団体要予約）
　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 
◆グリーンフェスタかさま 2018   6/2（土）、6/3（日）（予定）
　日本ゴルフツアー選手権の出場選手のチャリティオークションや模擬店などを開催。
　場／宍戸ヒルズカントリークラブイベント広場
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222 
◆道の市ファイナル
　6/2（土）・6/3（日）10:00～17:00
　場／笠間駅前通り弁天町地区内
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222 
◆第7回 行幸町わくわくフェスタ
　6/2（土）・6/3（日）10:00～17:00
　場／笠間駅前通り行幸町地区内   問／青木　tel 0296-72-0504
◆荒街門　6/3（日）10：00～（予定）
　場/門前通り交差点一部　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 
　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。愛宕山の山並みをイメ
　ージした形状で、地場産材を多く利用した施設。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）

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

春　と　初　夏　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2018. 3月 → 6月

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/

笠間昔話

江戸時代の笠間城櫓がお堂として残る真浄寺江戸時代の笠間城櫓がお堂として残る真浄寺

2 ＊ KASAMA FAN2 ＊ KASAMA FAN KASAMA FAN ＊ 3

第38世住職の小林栄樹さん／芸妓により奉納された賽銭箱。裏側には奉納者の名が記されています／境内に鎮座する「七面堂」

寺のお堂「七面堂」は江戸時代には佐白山にあり、笠間城の物見櫓として使われていました
道の市

　慶長元年（1596年）に開山した「日蓮宗 長耀山 真
浄寺」の境内には、江戸時代に建立された笠間城の物
見櫓が残されています。現在は、七面大明神（弁財天
とも呼ばれる）、三十番神、鬼子母神の三尊神をまつ
る寺のお堂「七面堂」として使われています。お参り
をさせていただきつつ、物見櫓として使われていた
当時（平時は武器貯蔵庫に、戦時は物見に使用）に思
いを馳せてみましょう。建物はケヤキを使った木造
二層入母屋造り。白壁が目を引く見事な城郭建築で、

茨城県指定有形文化財に指定されています。元々お
城があった佐白山の八幡台から、檀頭・園部清兵衛
らの尽力により、この地に移築されたのは明治13年
（1880年）のこと。昭和49年（1974年）に解体修理
が行われ現在に至ります。女性神をまつっているこ
とから当時笠間に大勢いた芸妓からの信仰が篤く、
大正14年（1925年）には賽銭箱が奉納されています。
この賽銭箱は現在もお堂で使われています。
問／真浄寺（笠間市笠間323-2  tel 0296-72-0090）

やぐら

笠間の陶炎祭（ひまつり）



　全国有数の栗の産地笠間！栗菓子はいつでも楽しめるものの、栗料理となると年間通し
て扱う料理店は殆ど無いのが現実です。昨年10月にモニターツアーとして栗のフルコー
スを楽しむツアーを開催したところ満員となり、参加者アンケートでは大満足の評価をい
ただき商品化の手ごたえを得ました。笠間のおいしい栗を材料に年間を通じて楽しめる旅
行商品の第一弾として、囲炉裏の古民家をステージにして参加する皆様と古民家オーナー
が一緒になって、山菜取り、タケノコ堀り、昆虫採集などと栗おこわ作りを楽しむ内容で、
家族でもカップルでもグループでも笠間の豊かな自然と味覚を満喫できるプランです。プ
ランの詳細、お申し込みは笠間観光協会ホームページの笠間発見伝予約サイトで『古民家
で手作り栗おこわを楽しむ１日』を確認ください。今後は、期間、人数限定で旬の栗料理
を楽しむプレミアムプランを企画・検討し栗の味覚を活かして、お客様に楽しんで貰える
工夫をしてまいります。詳細は、次回にはお知らせしたいと思います。

お問い合わせ：（一社）笠間観光協会  tel 0296－72－9222
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栗 を 楽 し む ツ ア ー

【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

笠間でMy箸作り体験宿泊プラン ～世界に１つだけのオリジナルMy箸を作ろう！～ 【第９回】笠間観光協会  歳時記

好評のカフェ特集第２弾は、魅力的なカフェが続々とオープンしている笠間稲荷神社前の

「笠間稲荷門前通り」に注目しました。おすすめのカフェメニューとともにご紹介します。おすすめカフェ特集
◎  LE MIDI（ラ・ミディ） ◎◎◎◎◎

ギャラリーと雑貨店を併設する笠間屈指の人気カフェ。白い

壁と天井、ナチュラルな木の床を基調にする明るい店内が特

徴です。材料をハワイで買い付ける本場仕込みのハワイアン

パンケーキ各種やパスタセットが楽しめます。コーヒーは茨

城が誇る「サザコーヒー」と貴重な「コナコーヒー」をライ

ンナップ。ラテアートが可愛らしいカフェラテもおすすめ！

◎  鍋屋 かさまカフェ  ◎◎◎◎◎

お米屋さんの「鍋屋」が運営する土産店を改築した古民家カ

フェ。小学校で使う机やランドセル、オルガンなどを置き、

昭和の教室風に演出されたカフェスペースがユニークです。

だんご部分がおいしい「幸せだんご」、日高昆布からじっく

り出汁をとった「米屋がつくったおいなりさん」、栗の旨味

を凝縮した「かさま焼き栗」などのメニューがあります。

◎  庭カフェ KULA  ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

江戸時代の酒蔵をリノベーションした落ち着いた雰囲気のカ

フェ。笠間の特産である稲田石を敷き詰め、京都の路地裏に

見立てて造られた庭園はペット同伴OK。愛犬と一緒に訪れ

ることができます。自慢のコーヒーは京都北山「サーカスコー

ヒー」のもの。生パスタやサラダのランチ、デザートセット

などメニューも豊富で、ビールやワインも飲めます。

ハワイアンパンケーキ（ベリー＆ホイップ）はドリンク付きで1,100円 笠間ブレンドコーヒー350円。だんご2本以上とセットにすると50円お得に！ キッシュ2種類を選べるキッシュディッシュプレートはドリンクセットで1,300円

笠間市笠間1357-2
tel 0296－73－0430
火曜定休　10:00～18:00
https://zakka-lemidi.wixsite.com/home

［使用する器について］
カップ、お皿ともに笠間焼

［おすすめポイント］
ギャラリー＆雑貨店を併設

笠間市笠間1338-2 
tel 0296－72－0157（鍋屋）
火曜定休　10:00～16:00頃
http://www.nabeya-rice.com

［使用する器について］
カップ、お皿ともに笠間焼

［おすすめポイント］
昭和レトロ漂うカフェスペース

笠間市笠間1339
tel 070－4374－0767
月曜定休　11:30～16:00（イベント時夜営業あり）
http://niwacafe.net

［使用する器について］
カップ以外の器に笠間焼を使用

［おすすめポイント］
Wi-Fi完備、庭園のペット同伴可

1★ 2★3★

至 R50

至 友部IC

★１　LE MIDI（ラ・ミディ）　　★２　鍋屋  かさまカフェ　　★3　庭カフェKULA／ADACHI HOUSE カフェ

左から笠間で自転車店を経営する大嶋さん、安達さん、オーナーの富田さん。
笠間に観光で訪れた外国人を自転車で案内する企画を進行中なんだとか。

ADACHI HOUSEカフェ 2018.4 OPEN

カフェの打ち合わせをする安達勇人さん

2018年1月に「いばらき大
使」に就任した声優・俳優
の安達勇人さん。茨城活性
化プロジェクト「ADACHI 
HOUSE」を立ち上げ、積極
的に茨城をPRしています。
そんな安達さんプロデュー
スのカフェが４月、庭カフェ
KULAの2階にオープンし
ます。アメリカ西海岸をイ
メージしたカフェになるそ
うで、こちらも楽しみです！

愛宕山頂にある本格ログハウスで人気のあたご天狗の森スカイロッジでは、
「笠間でMy箸作り体験宿泊プラン」を実施します。お箸の材料は、桜・カ
リン・ヒノキ・カエデ・クルミなど様々な種類からお選びいただけます。
自作したMy箸で食べるとご飯もより一層美味しく感じられます♪

＊ご注意
①宿泊予約日の14日前までの予約（希望に添えない場合もある）
②申し込みは、4名様以上～（箸作り体験は、他のお客様と合同になる可能性あり）
③その他の割引・プラン併用不可　④支払いは【現金】のみ
⑤平日は、朝食サービスあり（※土・休前日は、朝食無し）

下記期間を除く、通年 H30・4/1 日～H31・3/31日まで
※H30・4/29日～ 5/5土、7/14日～ 8/31金、12/15土～H31・1/13日を除く

平日　４人棟／１９，０００円　６人棟／２８，０００円　１２人棟／５０，５００円
土・休前日　４人棟／２２，０００円　６人棟／３３，０００円　１２人棟／５９，０００円

実施期間

料　金
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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

笠間で大人気のお弁当屋さん「わさび」。ワンコイン（500円）から食べられる「海老アボガドDELI丼」
や「お花見Cafe丼」など、ほかではちょっと食べられない創作系のお弁当が豊富。「日替り弁当」や「わ
さびのおまかせ弁当」なども500円です。笠間をはじめ地元茨城の食材を多く使うなど、地産地消に
も力を注いでいます。店売りのほか予約弁当の評判も良く、毎週のように映画などのロケ弁当の注

文が入るなど、笠間に限らず多くのファンを抱える人気店です。
今回おすすめするのは価格1,880円と、かなり豪華な「HANA
花御膳」。手の込んだ一品一品のおかずを食べ進めていくと高
級割烹料理店で食事をしているような幸せな気分になれます。
おつまみにも最適。行楽のお供にぜひ！

《お問い合わせ》

仕出し・お祝い・法要弁当   わさび
住／笠間市五平67-13　tel／0296－73－5260
営／8:00～17:00（完売次第終了）　休／なし

体
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業
（
フ
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ン
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楽
部
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）

笠間の陶炎祭の子供たち作のお面が見たく
て、夫婦で毎年楽しみにしています。
（栃木県宇都宮市・女性）

笠間の陶炎祭の子供たち作のお面が見たく
て、夫婦で毎年楽しみにしています。
（栃木県宇都宮市・女性）

笠間焼で飲むコーヒーは格別です！食いしん
坊の私を満足させてくれる笠間。これからも
応援しています！（茨城県土浦市・女性）

笠間焼で飲むコーヒーは格別です！食いしん
坊の私を満足させてくれる笠間。これからも
応援しています！（茨城県土浦市・女性）

代表の鈴木朝人さん

HANA花御膳 ［1,880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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お洒落な静かな町が割りと近い場所にあってう
れしいです。引き続きがんばってください。
（千葉県松戸市・男性）

お洒落な静かな町が割りと近い場所にあってう
れしいです。引き続きがんばってください。
（千葉県松戸市・男性）

昨年12月初旬、笠間ファン倶楽部ツアーを開催。今回のテー
マは「アートのまち」。メインは茨城県陶芸美術館と笠間日
動美術館での企画展。学芸員さんの解説付きで、作品を鑑
賞しました。また、笠間工芸の丘でフォトドーム（写真を
飾れるスノードーム）制作体験も行いました。

「笠間焼」で知られる陶芸はもちろんのこと、ガラスや金工

など多種多様な工芸作家・アーティストが活躍し、まちに
はギャラリーや体験工房が並ぶ。そして日本全国・世界各
地の作品が展示される美術館もあるという、いつでも芸術
に触れあえるまち・笠間。一日かけてまちめぐりをするツ
アーで、ご参加のみなさんに「アートのまち かさま」の魅
力を紹介できたと思います。みなさん、また笠間に遊びに
来てくださいね。

季節によりおかずが変わる『HANA花御膳』

お弁当は500円から各種あります 小沢眼科内科病院の目の前です

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

◆日・エクアドル外交関係樹立100周年
 　「古代文明への旅 　―アステカ、マヤ、インカまでの道のり―」
　3/17（土）～5/20 （日） 
　日本・エクアドル外交関係樹立100周年を記念して開催される
　本展は、中南米地域の古代の人々が作った土器、土偶、織物など
　を展示し、知られざる中南米の古代美術を紹介します。
〈会期中のイベント〉
●講演会　森下 矢須之（BIZEN中南米美術館館長）
　4/8（日）13:30～　料／1000円  ※入館料別途
●「アチュアルの夢」（ナレーション：鶴田真由）自主上映会
　NPO法人 セブン・ジェネレーションズ
　4/8（日）11:00～、5/3（木・祝）14:00～ 　料／500円 ※入館料別途
●日・エクアドル国交100周年記念ライブ in 笠間
　by ペッカリーと彼のファンタジージャズバンド
　4/29（日・祝）14：00～15:30　料／5000円  ※入館料別途
●学芸員によるギャラリートーク　3/31（土）、5/12（土）14:00～
●水彩パステル基礎講座　4/14（土）、5/12（土）10:00～15:00（予約制）
●分館 春風萬里荘のイベント「夢境庵茶会」 　
　4/15（日）10:00～16:00　料／500円（お菓子・抹茶付き） ※入館料別途
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜(但し4/30は開館、5/1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

◆企画展　フィンランド陶芸展　芸術家たちのユートピア
　　　　　マリメッコ・スピリッツ　4/21（土）～7/1（日） 
　独立運動の中で生まれ育まれたフィンランド陶芸の本質に迫る
　展覧会です。マリメッコ・スピリッツ展と同時開催によ
　り、フィンランドデザインの魅力と全貌を紹介します。
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／毎週月曜（但し祝日は開館し、翌日休館）

●淡い器　中野明彦　3/6（火）～3/25（日）
●小峰尚　陶展　3/6（火）～4/1（日）
●町田幸　陶展　3/27（火）～4/8（日）
●笠間焼協同組合青年部会展　4/10（火）～9/2（日）
●茨城県立笠間陶芸大学校「卒業１年後展」  4/3（火）～4/22（日）
●バングラディッシュ新鋭作家小品展 in Kasama　4/10（火）～4/15（日）
●新進作家陶芸展　4/24（火）～5/20（日）
●遊べる器  工藤真人　5/29（火）～6/10（日）
●菊地弘　陶展　6/12（火）～6/24（日）
●松下昇二・知子　陶展　6/26（火）～7/16（月・祝）

◆zakka＆café gallery  LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●鈴木 明日香  陶展　3/1（木）～3/12（月）
●平沢 佳子  陶展　3/15（木）～3/25（日）
●ぽやぽやみなみ　4/7（土）～4/23（月）
●ブローチ展　5/12（土）～5/27（日）
◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●川西知沙・舘野文香　2人展　3/6（火）～3/18（日）
●あじさい工房　谷口将海展　3/20（火）～4/1（日）
●岩本倫子　作陶展　4/3（火）～4/15（日） 
●陶房かんな　工藤晃一　作陶展　4/17（火）～4/22（日）
●中浦和博　作陶展　4/24（火）～5/6（日）
●内藤加奈子　作陶展　5/8（火）～5/20（日）
●駒澤博司　作陶展　5/22（火）～6/3（日）
●安藤喜代子　「Kiyoko Ando Exhibition 2018」　6/5（火）～6/17（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●小林政美　作陶展　3/17（土）～3/30（金）
●遠藤太郎　作陶展　3/31（土）～4/13（金）
●シモヤユミコ　作陶展　4/14（土）～4/27（金）  
●山下秀樹　作陶展　4/28（土）～5/11（金）
●杉山洋二　ガラス展　5/12（土）～5/25（金）
●生形由香・長谷川風子・和田由記子 ３人展　5/26（土）～6/8（金）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●小倉わかな・竹川久仁子２人展 ～ときめきのガラス～ 　3/10（土）～3/27（火）
●ガラスのある食卓　4/14（土）～5/6（日）
●飾るガラス vol.1　5/12（土）～5/29（火）
●飾るガラスvol.2　6/2（土）～6/19（火）

Corpus  Domini
Rut  Bryk  Arabia

ガラス飾るガラス vol.1
Glass Gallery SUMITO

小倉わかな
Glass Gallery SUMITO

森の石窯パン屋さん
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／10:00～17:00（なくなり次第終了）
休／なし　http://mori-pan.com

武藤酒類醸造㈱／志ら瀧売店 （有）かつら陶芸
美術品を愛するオーナーの目利きにかなった良質
な品物、人間国宝から若手の陶芸品、質の高い衣類・
雑貨まで幅広く取り揃えています。
【会員特典】 陶器のみ  お買い物価格より10％引
住／笠間市下市毛47-3　電／0296-72-6688
営／10:00～17:30（冬は10:00～17:00）
休／年末年始　（twitter）@katuratougei

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

Kirsikankukkasade
Cherry Blosson Rain
桜の花の雨  2017

佐白山麓公園入口向かい側にある武藤酒類醸造は、
江戸時代から続く笠間の酒蔵。直売店「志ら瀧（しら
たき）売店」で、地酒「東海」を販売しています。
【会員特典】 地酒「東海」全種類10％引
住／笠間市笠間1180　電／0296-72-0008
営／9:00～17:00　休／なし（臨時休業あり）

【動物象形土偶】
チョレーラ文化
エクアドル

鈴木 明日香  陶展
LE MIDI（ラ・ミディ）

平沢 佳子  陶展
LE MIDI（ラ・ミディ）

フォトドーム制作前に… 講師の長谷川さんが作り方を説明

戦前から店を構える笠間を代表する
和菓子店「松島製菓」。その２代目女
将・松島加代子さんが記念すべき第
１回目の「笠間の看板娘」。「明るく元
気がモットー」と言うように、いつ
行っても素敵な笑顔で迎えてくれま
す。元気いただきました！

２代目女将の松島加代子さん。お店の人気は稲荷ゆべしと最中。

陶芸美術館の柳田さんの解説で、
「ヘレンド展」鑑賞
陶芸美術館の柳田さんの解説で、
「ヘレンド展」鑑賞

笠間日動美術館の歴史を語る、ふるさと案内人の成田さん

体験事業（ファン倶楽部会員限定イベント）

「アートのまち  かさま  美術館ツアー」を開催 !「アートのまち  かさま  美術館ツアー」を開催 !

松島製菓
茨城県笠間市笠間1335　電／0296-72-0101

笠間の看板娘笠間の看板娘 001

松島製菓／松島加代子さん
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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）

笠間の朝は太極拳！

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
久喜白岡JCT

3 月から毎週土曜  AM6:30 から開催

鶴ヶ島JCT 鉾田IC

笠間の
穴場
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春のイベント情報　　かさまアート情報
食の逸品「HANA花御膳」わさび
笠間の穴場「笠間の朝は太極拳！」ほか

笠間昔話
江戸時代の笠間城櫓が残る真浄寺
笠間再発見！
おすすめカフェ特集～笠間稲荷門前通り～
新コーナー  笠間の看板娘

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

表紙写真／（左段）ラ・ミディのハワイアンパンケーキ　（右段・上から）笠間つつじまつり（※1）　佐白山麓公園内の時鐘楼（※2）　稲田縁日 in 陶炎祭（ひまつり）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「逆光に映える」米川誠  ※2｢のどかな春の日｣中川武）

　笠間で朝から行う健康太極拳教室が盛
り上がっています。「ベトナムや中国で
朝から太極拳を行う人たちを見て、笠間
稲荷神社の境内でこれをやったら絵にな
る、と感じたんです」と発案者の飯村信
康笠間市商工会会長。「今後はお茶や食
事の提供を行うことでより多くの人を集
め、笠間を盛り上げていきたいです」と
抱負を語ってくれました。

　昨年まで毎週土曜の朝、笠間稲荷神社
の境内で行われていたこの太極拳教室は、
今年の３月10日（土）から再開。誰でも
無料で参加できます。また、同様の活動
を岩間会場（笠間市商工会岩間事務所
前）で開催したところこちらも好評。100
名を超える参加者がありました。岩間会
場も３月６日（火）から再開します。

健康太極拳教室健康太極拳教室

↑笠間稲荷神社の境内（絵馬殿前）には朝早くから30人を超える人たちが集まりました

←太極拳のイベントを発案した
笠間市商工会の飯村信康会長

↑岩間会場（笠間市商工会岩間事務所
前）は毎週火曜の開催です。一番手前
は楊名時太極拳師範の藤枝富美子先生

やぐら

旅行プラン

【笠間会場】全19回（3/10～7/28）
毎週土曜（5/5、6/2 除く）開催・参加無料
会場：笠間稲荷神社絵馬殿前　AM6:30～7:30
※駐車場は会場近くの「ほんまや」駐車場等を利用
　（笠間稲荷神社駐車場の利用はご遠慮ください）

【岩間会場】全20回（3/6～7/24）
毎週火曜（5/1除く）開催・参加無料

会場：笠間市商工会岩間事務所前　AM6:30～7:30

問／笠間市商工会  tel 0296-72-0844
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