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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）

ゆかいふれあいセンター

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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大人510円でプール、マシンジム、お風呂が使える大人510円でプール、マシンジム、お風呂が使える

夏のイベント情報　　かさまアート情報
笠間の看板娘　　酒米オーナー募集
食の逸品「マイタケコロッケ」土からのたより
笠間の穴場「ゆかいふれあいセンター」ほか

笠間昔話
大石邸跡～笠間と忠臣蔵の関係とは～
笠間再発見！
かさま歴史交流館  井筒屋

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／（上段）センチュリーラン笠間（※1）　（下段・左から）かさま歴史交流館 井筒屋　笠間のまつり（※2）　笠間芸術の森公園（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「行って来るね～」佐々木 隆  ※2「まつりの日寄りそって」小藥伸一　※3「びょん・びょん楽しい」佐藤邦夫）

　笠間にはプール、マシンジム、お風呂
が一緒に使えて料金は格安の大人510
円！というおすすめの施設があります。
笠間・水戸環境組合が運営する「ゆかい
ふれあいセンター」は、ゴミ処理の熱を
活用して温水プールやお風呂のお湯を温
かくしている複合型の健康増進施設。50
代以上の方の利用が多く、日中は大勢の
人が訪れ混み合っています。狙いは夜。

比較的空いているので、余裕を持って利
用できます。入場料とは別に1回300円
で参加できる各種プログラムも人気。ス
イミングスクールをはじめ、ヨガやダン
ス教室など多彩な内容です。施設内には
ほかに、グラウンド（団体での利用無料）
やパターゴルフ場（1人1回200円）もあり。
お得な会員券（月額大人3,080円）や回数
券もあるので、ぜひご活用ください！

↑温水プール（25m×7コース）ではスイミングスクールなどを開催。子供用プールもあります

旅行プラン

住／茨城県笠間市長兎路仁古田入会他 1-171
営／ 10:00～20:00
（日曜・祝日は18:00まで、浴場は12:00 から）
休／月曜日・年末年始　問／ tel 0296-78-3796

↑体を動かした後はお風呂でゆっくり汗を流せます

↑充実のマシンジム。ヨガやダンスなどの各種プログラムも人気！

ゆかいふれあいセンター
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◆車の茅の輪くぐり　6/24（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（なごし）の大祓式
　―茅の輪くぐり―　6/30（土） 16:30～
◆事比羅祭（ことひらさい）　8/1（水） 13:00～
◆末社祭（まっしゃさい）　8/1（水） 15:00～
◆献燈祭（けんとうさい）　8/5（日） 17:00～
◆小笠原流弓術奉納式　9/23（日・祝） 12:30～

◆夏越大祓祭　6/24（日）14:00～
◆夏のみたままつり　8/15（水） 18:00～
　みたまむすびの霊行・提灯献灯
◆秋のみたままつり　9/23（日・祝） 11:00～

◆夏の市民大学講座2018 ７/21（土）・7/22(日)
　①Summer Seminar　申込要・定員70名（有料）
　　７/21（土）14:00～16:00、22(日)10:00～12:00
　　伊藤 益 先生（筑波大学人文社会系教授）
　　　「相承と革新―法然上人から親鸞聖人へ― 」
　　※７/18（水）までにお申し込みください。
　　料／１日2,000円・２日3,700円（Spring Seminarとの割引あり）
　　　　ご宿泊（Seminar特別料金）・お弁当も承ります。
　②公開講座　7/22(日)13:30～15:00　申込不要・定員70名（無料）
　　最首 悟 先生（和光大学名誉教授・駿台予備学校講師）
　　　「いのちをめぐって」
◆玉日様・恵信尼様 報恩講 　９/2（日）
　自由参加（申込不要）　料／無料
　お経／10:30～11:00　法話／11:30～12:00

◆門前ビアガーデン　6/23（土）・7/28（土）・8/25（土）・9/22（土）
　各日18：00～21：00　※10月まで第4土曜日に開催
場/笹目宗兵衛商店中庭外
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（*＾∀＾*）
　７/7（土）、８/4（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
◆てんぐの森のクラフトサーカス
　7/14（土） 10:00～21:00（ステージは19:00まで）
　7/15（日） 10:00～16:00
ものづくり女子たちが奏でるクラフト＆ミュージック。
場／あたご天狗の森公園・野外ステージ周辺
◆八雲神社　夏季例祭　7/21（土）・7/22（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
◆第18回 全国こども陶芸展 in かさま
　7/27（金）～８/30（木）
　9:30～17：00　※7/30・8/6・20・27は休館、8/13は開館
　場／茨城県陶芸美術館　県民ギャラリー
　問／茨城新聞社 地域連携室　tel 029-239-3005
◆平神社 祇園祭（花火大会）　7/28（土）・ 7/29（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　8/4（土）・ 8/5（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／笠間稲荷門前通りほか
　問／笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆十六夜まつり　8/13（月）・ 8/14（火） 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

◆灯籠流し
　参加者の手によって涸沼川へ灯籠が流されます。
　情緒溢れる笠間の夏の風物詩です。
　8/16（木） 18:00～20:30
　場／笠間ショッピングセンターポレポレ脇
　問／笠間ブロック明るい社会づくりの会　tel 090-3043-6874（篠田）
◆第28回笠間のまつり 「光のオブジェ（ねぶた）＆神輿パレード」
　笠間の夏恒例のお祭りで、市民手づくりのねぶたや「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。
　8/18（土） 18:00～21:30
　場／笠間稲荷神社周辺　問／笠間のまつり実行委員
　会事務局（笠間市商工観光課内） tel 0296-77-1101
◆第23回 センチュリーラン笠間2018
　9/2（日） 　場／笠間芸術の森公園
　問／茨城県サイクリング協会　tel 080-1182-6388（青山）
◆GARAGE PICNIC BAZAAR vol.13　
　9/16（日）・9/17（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10回　月見の会　9/23（日） 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」などの演奏は必見です。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12回　かさま新栗まつり
　9/29（土）・9/30（日） 9:00～16:00 
　場／笠間芸術の森公園 イベント広場
　問／笠間市農政課　tel 0296-77-1101

◆笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」 
　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、地場産材を多く使用した施設。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（最終入場16:00）　
　料／大人500円、子供300円
　場／県立こころの医療センター敷地　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）
◆福ちゃんの森公園
　笠間市福田に平成30年6月オープン。ドッグラン、バーベキューも楽
　しめます。
　営／9:00～17:00（バーベキューは10:00～15:00）
　休／月曜、年末年始
　料／無料（ドッグラン、バーベキュー場、集会場は有料）
　問／0296-74-7455

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

夏　の　イ　ベ　ン　ト　情　報　　2018. 6 → 2018. 9

イベント各種　※掲載は開催日時順

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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笠間のまつり

十六夜まつり

茅の輪くぐり

とりあえずやってみよう！
大試食会（*＾∀＾*）

おすすめ施設・定期開催イベント

笠間昔話

大石邸跡～笠間と忠臣蔵の関係とは～大石邸跡～笠間と忠臣蔵の関係とは～
　『忠臣蔵』で知られる赤穂藩浅野氏の国家老を務め
た大石内蔵助良雄（おおいしくらのすけよしたか）。
その曾祖父である良勝（よしかつ）及び祖父の良欽（よ
したか）が住んでいた屋敷跡が笠間にあります。場所
は笠間日動美術館のすぐお隣り。残念ながら屋敷は
残っていませんが、大石内蔵助良雄の銅像が建てら
れているので、笠間の歴史に想いを馳せながら見学
すると楽しめそうです。当時の笠間を詳しく解説し
ている案内板も2種類、敷地内にあります。この大石
邸跡と歴史交流館としてリニューアルされた井筒屋
（4P参照）を結ぶ散策道も計画されています。
　良雄の銅像は『笠間義士会』によって建立されまし
た。同会は笠間の先人たちの業績を後世に残そうと
活動している有志の集まりで、40代から90代までの

幅広い方々75名の会員がいます（平成30年5月現在）。
具体的な活動としてはいわゆる赤穂浪士が「討ち入り
の前の日にそばを食べた」というエピソードにちなみ、
討ち入りの日である12月14日に「笠間そば講」を開
催しています。そばを食べながら笠間の歴史につい
て語り合い交流を深める集まりで、昭和41年から続
いています。そば講前には赤穂浪士の恰好をしての
パレードも行っているのでご存知の方も多いかもし
れません。『笠間義士会』の事務局長で、笠間ふるさ
と案内人も務める根岸博司さんは「今の日本に欠けて
いるところを先人たちの業績を学ぶことで知ること
ができます。ぜひ関心を持ってください」と語ってく
れました。同会は現在、会員募集中です！
問／笠間観光協会  tel 0296-72-9222

笠間義士会により建てられた大石内蔵助良雄像 笠間義士会・事務局長の根岸博司さん

大石邸跡は笠間日動美術館のすぐ隣

分かりやすく解説された案内看板



右側の建物が昭和初期の旧井筒屋
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　木造３階建の旧井筒屋本館は、明治27年（1894年）（日

清戦争開戦、江戸川乱歩・松下幸之助誕生の年）の建築と言

われ、築後約120年の長い歴史がある老舗の旅館でした。

昭和50年代頃までは、普段の日でも多くの人が行き交い、

賑わいを見せていた笠間稲荷神社周辺地区。現在も初詣や菊

まつりをはじめ多くの観光客で賑わうこのまちのシンボルと

して、長年にわたり市民に愛されてきた建物です。

　大規模改修をするにあたり、建物全体を15メートルほど

道沿いから奥へ移動。建物の前方に「交流広場」と呼ばれる

スペースを設けました。このスペースは今後、イベント会場

としての活用が期待されています。また、笠間日動美術館と

大石邸跡（2Pに関連記事）につながる散策道も計画中です。

　館内を見ると、1階には「観光インフォメーション」、2

階には「歴史展示コーナー」、3階には「会議室」があります。

「歴史展示コーナー」のメインテーマは笠間城。承久元年

（1219年）に佐白山に築城されたといわれるこのお城は、

桂城とも呼ばれた山城でした。展示の目玉はこの笠間城の立

体模型で、じっくり眺めるとお城が山の地形を利用して建て

られていることがよく分かります。館内にはほかに絵図や、

パネルによる笠間の先人たちの紹介もありますよ。

　建物や調度品に注目すると、梁（はり）、柱、囲炉裏、神棚、

金庫など、あちこちに旧井筒屋の面影が残ります。梁や柱部

分を残すことで建物全体を味わい深いものにしており、秀逸

なリノベーションの事例としても注目が集まりそうです。笠

間観光の折にはぜひお立ち寄りください。

井筒屋 OPEN !
笠　間　の　新　た　な　ラ　ン　ド　マ　ー　ク

明治中期に建築された旧井筒屋は、笠間を代表する旅館として初詣や
菊まつり開催時などに、大勢の宿泊客を招き入れた笠間のシンボルで
した。東日本大震災の影響などで残念ながら閉館してしまいましたが、
2018年4月『かさま歴史交流館井筒屋』としてオープン。今後の展
開に注目が集まっています。

建物は旧井筒屋の面影を残しつつ大幅リノベーション
イベント開催スペースとしての活用に期待大！

ライトアップすると雰囲気が変わります／館内からは笠間稲荷門前通りがよく見えます／館長の鈴木 武さん

2階には笠間の歴史を学べる貴重な資料が展示されています

【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

あたご天狗の森スカイロッジ 夏休み工作プラン 8/26（日）開催8/26（日）開催

かさま
歴史
交流館

万華鏡づくり貝がら水族館づくり
一回目  午後 2:00 ～ 二回目  午後 4:00 ～

参加費
・宿泊者は無料
・日帰りの方
　 参加費お一人 400円

工作はスタッフが
やさしく丁寧に
指導いたします

対象年齢
・３歳以上（ただし未就学児は保護者同伴）

宿泊代（お食事は付いておりません）消費税込み
・4人棟  17,200 円　・６人棟  25,800 円　・12人棟  43,200 円

旧井筒屋の面影を残す梁（はり）や柱

旧井筒屋の面影を残す外観。建物前方の交流広場はイベント開催時に重宝されています

かさま歴史交流館井筒屋

住／茨城県笠間市笠間987
開／ 9:00～22:00
休／月曜日（祝日の場合はその翌日）
問／ 0296－71－8118
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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。

笠
間
フ
ァ
ン
倶
楽
部
／
会
員
募
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」®
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常陸農業協同組合（ＪＡ常陸）直営の『土からのたより』。新鮮な地元野菜が充実していることは
もちろんですが、種類豊富なお惣菜コーナーも人気を集めています。今回紹介するのは、こちら
へ来たなら必ず買って帰るというファンも多い「マイタケコロッケ」。マイタケは七会きのこセ
ンター（茨城県城里町）で採れたもので、香り豊かで味が濃厚と評判のもの。これをバターと塩

こしょうで炒め、具として加えています。サクッとした歯
ごたえとともにお口に広がるマイタケの旨味がたまりませ
ん。お惣菜はほかに、レンコンコロッケ、唐揚げ、焼鳥、煮物、
厚揚げなどがあります。土日は特に来客数が多く、売り切
れることも多いので早めの時間に行ったほうがいいかも。

《お問い合わせ》

ＪＡ常陸農産物直売所   土からのたより
住／茨城県笠間市押辺2709-137
電／0299－45－8989
営／8:30～18:00　休／年始

「
酒
米
田
ん
ぼ
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
オ
ー
ナ
ー
募
集
中
！

これからのますますの笠間のご繁栄を願って
います。友人に笠間の良さをどんどん広告し
ます！（茨城県水戸市・女性）

これからのますますの笠間のご繁栄を願って
います。友人に笠間の良さをどんどん広告し
ます！（茨城県水戸市・女性）

何度訪れても笠間の雰囲気に癒されるのは私
だけでは無いと思います。四季折々の良さが
あり、あこがれる町です。（茨城県桜川市・
女性）

何度訪れても笠間の雰囲気に癒されるのは私
だけでは無いと思います。四季折々の良さが
あり、あこがれる町です。（茨城県桜川市・
女性）

土からのたより・所長の髙木智弘さん

マイタケコロッケ ［105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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読
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の
声

これからもがんばってください。私も笠間を
応援します。（茨城県土浦市・男性）
これからもがんばってください。私も笠間を
応援します。（茨城県土浦市・男性）

茨城県笠間市上郷地区では、豊かな自然環境を次世代に残す
ため、空中散布を止め、農薬の使用を地域全体で減らし環境
に優しい農業を実践しています。「酒米田んぼのオーナー制
度」では、この環境に優しい米づくりを応援してくださる、
オーナーを募集しています。この酒米田んぼのオーナーとな
り、自然の営みによって大切に育まれたお酒を手にすること
で、地域の食文化や自然環境を守り、環境保全型農業に取り
組んでいる生産者や地域全体を応援することに繋がります。
制度の趣旨にご賛同いただき、ぜひお申込ください。

【オーナー特典】
オーナー自身が育てた米でつくるオリジナル純米酒
　四合瓶（720ml）6 本
　酒米品種：日本酒　　精米歩合：70％
　※平成 31 年４月初旬頃までに発送

【会費】
１口　10,000 円

【申込締切】
平成 31 年 1月末まで　※定員（200 口）になり次第締め切り

【申込方法】
氏名、住所（各種お知らせやお酒の送付先）、電話番号（日中
連絡の取れるもの）、メールアドレス、申込口数をご記入の上、
下記までお申込ください。

【申し込み・問い合わせ先】
一般財団法人　笠間市農業公社
電／笠間市中央３丁目２番地１号
問／ 0296-73-6439（受付時間　平日 8：30 ～ 17：15）
FAX ／ 0296-73-6438　　E-mail ／ info@kasama-agri.jp

マイタケの旨味たっぷりの『マイタケコロッケ』

コロッケや唐揚げなどのお惣菜が充実 外観は味わいのある古民家風

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

◆「台湾 ねこうらら」　ねこ写真家　 関 由香
　（笠間市台湾交流事務所開設記念）
　5/26（土）～7/29 （日） 
　笠間市では本年夏、国際交流事業の推進を図るため、台湾に新た
な観光・交流の拠点として台湾交流事務所を設置することにな
りました。その開設記念の一環として、つくば市在住のねこ写真
家、関由香さんの展覧会を開催いたします。ねこが心を許した人
にしか見せない、ほんわかした表情やポーズが印象的な関さん
の写真は、見た人を思わず笑顔にしてしまいます。台湾をはじめ
各地に馴染んで暮らしている、のどかでゆったりとした、まさに
うららかなねこたちの表情をお楽しみいただきます。

〈会期中のイベント〉
●ねこ写真家　関 由香さんとふれあい　
　6/2（土）、7/7（土）各14:00～　
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／毎週月曜(但し7/16は開館、7/17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

◆ＣＯＬＯＲＳ―窯芸の彩色（かまげいのいろいろ）
　7/21（土）～9/2（日） 
　炎の力を借り、時に偶然の効果をも『見どころ』として取り込み作
られる陶芸やガラス。その工芸ならではの色彩の世界に楽しく触
れられるよう、多数の“しかけ”や関連イベントを展開します。
料／一般310円、高齢者（70歳以上）150円
　　高大生260円、小中生150円
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／毎週月曜（但し8/13（月）は臨時開館）

●菊池弘・赤萩はるい＋GENYA作陶展　6/12（火）～6/24（日）
●耐・夏の器　火音陶房　松下昇二・松下知子　6/26（火）～7/16（月）
●夏の涼しい器展　福島聡　7/18（水）～7/29（日）
●クラフトパイン　木工・織り　二人展　7/31（火）～8/19（日）
●食卓の情景展  8/21（火）～9/9（日）
●青白磁・染付　器展　9/11（火）～9/24（月）
●井上卓・陶人形展 Ⅴ　9/11（火）～9/24（月）

◆zakka＆café gallery  LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●シモヤユミコ × 砂山ちひろ　2人展　6/15（金）～6/24（日）
●Zakka - thuki - 展　6/29（金）～7/8（日）
●「トタコの部屋」 展　7/19（木）～7/29（日）
●高田藍紗展　8/11（土）～8/26（日）
◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●坪内孝典 ・ 中林由香梨　２人展　6/19（火）～7/1（日）
●外山亜基雄 ・ 髙橋協子　2人展　『STORY'S 2018』　7/3（火）～7/16（月）
●第14回  ねこ展　7/31（火）～8/19（日） 
●吉田丈  樋口早苗  二人展　8/21（火）～9/2（日）
●落合杜寿子  作陶展　9/4（火）～9/17（月）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●小林哲也  作陶展　6/23（土）～7/6（金）
●沖 誠  展　7/7（土）～7/20（金）
●鴨工房  ２人展　7/21（土）～8/3（金）  
●小堤晶子  作陶展　8/4（土）～8/17（金）
●舟串篤司  作陶展　8/18（土）～8/31（金）
●逃猫舎  栗原あり  作陶展　9/1（土）～9/14（金）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●大東健太 ・ 土屋章ガラス ２人展 
　6/23（土）～7/17（火）
●夏の食卓ガラス ４人展　8/4（土）～9/4（火）

夏の食卓ガラス４人展 
山本弥生

Glass Gallery SUMITO

菓子工房　福はんの専門店   寶印房（たからいんぼう） カフェ  ドロップ・イン
「笠間芸術の森公園」近くの小高い丘の上にある笠
間のパノラマが見えるカフェです。自家製シフォン
ケーキが人気。自然が好きな方におすすめです。
【会員特典】 ケーキセットご注文の方 100円引
住／笠間市笠間2518-6　電／0296-72-0250
営／11：00～18：00　休／水曜、木曜
http://ameblo.jp/kasama-dropin

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

お客様の大切なご印章は、手彫りの国家検定資格で
ある「厚生労働大臣認定一級印章彫刻技能士」が一
本一本丁寧に彫刻。お急ぎでもご相談ください。
【会員特典】 印章、ゴム印　お買い上げ金額より10％引
住／笠間市笠間4393-8　電／0296-72-0422
営／8:45～18:00　休／日曜・祝日

シモヤユミコ × 砂山ちひろ
2人展

LE MIDI（ラ・ミディ）

笠間の玄関口とも言える『笠間駅前観
光案内所』で、いつも笑顔で明るく迎え
てくれる藤本瑠南さん。第３代かさま
観光大使を務め、現在はふるさと案内
人としても活動中。生まれ育った笠間
で人と触れ合うのが大好きという瑠南
さんに、ぜひ会いに来てください！

「おもてなしの心で、分かりやすくご案内致します！」  駅前案内所は笠間駅のすぐ隣にあります

環境に優しい農業を実践する笠間市上郷地区

「酒米田んぼのオーナー制度」オーナー募集中！「酒米田んぼのオーナー制度」オーナー募集中！

笠間観光協会  駅前案内所
茨城県笠間市下市毛288-10　電／0296-72-1212

平成29年12月オープン。笠間稲荷門前通りの「きむ
らや」と、裏通りの「かるにえ」のあいだにあります。
笠間にいらしたら、特産の栗がたっぷり入った
シュークリーム「かさまシューくり」をどうぞ！
【会員特典】 シュークリーム10個以上お買い上げの
お客様に、ソフトドリンク1杯サービス
住／笠間市笠間1351-2　電／0296-71-6005
営／10:00～18:00（売り切れ次第、終了の場合もあり）
休／月曜　http://www.kasama-fuku.com

藤田喬平
ヴェニス花瓶
1989年頃

笠間の看板娘笠間の看板娘 002

笠間観光協会／藤本瑠南さん
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笠間西ICまで90分

笠間西ICまで35分

三郷JCTから岩間ICまで40分

GUNMA

TOCHIGI

JR常磐線

友部
スマート
IC岩

間
IC

水戸IC

笠間PA

JR水戸線

水戸

至 東京

至 上野・東京・品川

新前橋

小山

宇都宮

笠間友
部

友部IC

岩
間

JR常磐線

笠間西IC

益子

茨城町JCT 大洗
KASAMA
笠間

発行日／2018年 6月 7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 1,400円×2枚（2,800円）
　片道のみの場合　大人1,600円　小人800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）

ゆかいふれあいセンター

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

鶴ヶ島JCT 鉾田IC

笠間の
穴場
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厚生労働大臣認定健康増進施設厚生労働大臣認定健康増進施設

圏央道

夏のイベント情報　　かさまアート情報
笠間の看板娘　　酒米オーナー募集
食の逸品「マイタケコロッケ」土からのたより
笠間の穴場「ゆかいふれあいセンター」ほか

笠間昔話
大石邸跡～笠間と忠臣蔵の関係とは～
笠間再発見！
かさま歴史交流館  井筒屋

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／（上段）センチュリーラン笠間（※1）　（下段・左から）かさま歴史交流館 井筒屋　笠間のまつり（※2）　笠間芸術の森公園（※3）
フォトコンテスト応募作品より（敬称略 ※1「行って来るね～」佐々木 隆  ※2「まつりの日寄りそって」小藥伸一　※3「びょん・びょん楽しい」佐藤邦夫）

　笠間・水戸環境組合が運営する「ゆか
いふれあいセンター」は、ゴミ処理の熱
を活用して温水プールやお風呂のお湯を
温かくしている複合型の健康増進施設で
す。今年３月には厚生労働大臣認定の健
康増進施設となりました。施設内には健
康運動指導士を配置し、より安心安全な
運動を提供できる施設となりました。
　この施設はプール、マシンジム、お風
呂が一緒に使えて料金が510円と格安で
す。日中は大勢の方で賑わっています。

週２回以上ご利用される方には「月会員
券」（1ヵ月大人3,080円）がお得です。
　また、入場料とは別に1回300円で参
加できる各種プログラムも人気。スイミ
ングスクールをはじめ、ヨガやダンス教
室など多彩な内容です。施設内ではほか
に、グラウンド（団体での利用無料）や
パターゴルフ場（１人１回200円）も利用
できます。回数券（プリペイドカード）
もあるので、ぜひご活用ください！

↑温水プール（25m×7コース）ではスイミングスクールなどを開催。子供用プールもあります

旅行プラン

住／茨城県笠間市長兎路仁古田入会地 1-171
営／ 10:00～20:00
（日曜・祝日は18:00まで、浴場は12:00 から）
休／月曜日・年末年始　問／ tel 0296-78-3796

↑体を動かした後はお風呂でゆっくり汗を流せます

↑充実のマシンジム。ヨガやダンスなどの各種プログラムも人気！

ゆかいふれあいセンター

←安心安全の厚生労働大臣認定健康増進施設です
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