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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 1,400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。秋葉原駅8:20発 益子駅行
　　益子駅16:00発 秋葉原駅行は座席予約することができます。
　　※注 但し除外日あり）

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
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かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景
笠間市の国際友好都市・ラール市（ドイツ）の展示を参考に笠間市の国際友好都市・ラール市（ドイツ）の展示を参考に

笠間ワインの丘

笠間ファン倶楽部協力店情報

笠間ファン倶楽部会員募集

笠間ファン倶楽部通信・リニューアルのお知らせ

笠間の穴場「かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景」ほか

笠間浪漫、笠間の菊まつり…

秋と冬のイベント情報

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/

　明治中期に建てられ、歌手の坂本 九

さんが結婚式を挙げたことでも知られる

旧井筒屋旅館は、2018年４月に市や地

元の方の協力を得て、「かさま歴史交流

館井筒屋」としてリニューアルオープン

を迎えました。笠間の菊まつり期間

（10月19日～11月24日）には、井筒屋

の交流広場などでは、彩り豊かでさまざ

まな工夫を凝らした菊が飾られます。昨

年から新たに加わったこのスペースは、

約125年前と変わらない風情ある井筒屋

の外観と、今年で112回を迎える日本最

古の菊まつりのコラボレーションを楽し

める、絶好の撮影スポット。思わず足を

とめたたくさんの方で賑わいます。

　見どころは、２階と３階にある窓の手

すりから垂れ下がる菊の装飾。この展示

方法は、笠間市の国際友好都市であるド

イツのラール市における菊まつりの展示

を参考にしたものです。ラール市では、

さまざまな建物や構造物を活用して花を

飾ることで、普段の街並みを華やかに彩

る工夫をしています。

　展示される菊は、職人が１年かけて育

ててきた見事な作品ばかり。期間中は、

井筒屋を含めた各所で約１万鉢の菊が市

内を彩ります。今に残る古き良き時代の

風景を、ぜひ笠間でお楽しみください。

問／かさま歴史交流館井筒屋（tel 0296-71-8118）

　　菊装飾について：笠間市観光課（tel 0296-77-1101）

↑菊花のほかに和傘を配置して交流広場を華やかに彩ります

↑笠間の菊まつり期間中のライトアップ

↑ラール市における菊まつりの展示

笠間再発見！

笠間ワインの丘

かさまアート情報
食の逸品 総集編
かさまアート情報
食の逸品 総集編

茨城県陶芸美術館／吉島信広  白黒招き  2018年  個人蔵
撮影：Shinichiro Matsubara　©Nobuhiro Yoshijima
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　場／友部公民館
　問／笠間市商工会友部事務所　tel 0296-77-0532
◆いばらき都市緑化フェスティバル
　10/26（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
◆フォトサイクリング in 笠間
　10/27（日） 8:00～17:00
　場／笠間市商工会駐車場
　問／セーフティーショップおおしま　tel 0296-72-0475
◆陶とくらし2019
　11/1（金）～11/4（月・振） 9:00～16:00（最終日15:00まで）
　場／笠間工芸の丘特設会場
　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313
◆いばらきストーンフェスティバル2019
　11/2（土）～11/4（月・振） 9:00～16:00
　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 0296-75-5458
◆六所神社例大祭　11/2（土）～11/3（日・祝）
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222
◆第15回ＪＡ常陸ふれあいまつり
　11/2（土）～11/3（日・祝）　9:00 ～16:00
　場／笠間芸術の森公園イベント広場
　問／JA常陸笠間営農センター  tel 0296-74-4700
◆かさま門前菊あかり
　11/9（土）　18:00～21:00
　場／笠間稲荷門前通り、井筒屋交流広場
　問／柏屋　tel 0296-72-0139
◆第2回笠間匠のまつり
　11/9（土）～11/10（日）10:00～16:00
　場／かさま歴史交流館 井筒屋
　問／（一社）笠間観光協会  tel 0296-72-9222
◆第３回笠間ワインまつり　※4～5ページに関連記事あり
　11/16（土）～11/17（日）
　場／笠間大渕　笠間ワインの丘
　問／（株）笠間ワインを楽しむ会　tel 0296-70-1111
◆第24回笠間観光フォトコンテスト作品募集
　応募期限　11/26（火）まで
　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第14回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会　
　12/15（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　12/15（日）　
　場／飯綱神社　問／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第19回かさま除夜の鐘
　12/31（火）23:00～1/1（水・祝）1:00
　最終受付0:30。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／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222
◆第21回彩初窯市（いろどりはつがまいち）
　1/2（木）～1/5（日）10:00～16:00（1/5は15:00終了）
　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～　
　1/22（水）～3/1（日）　http://hinatouen.exblog.jp/
　笠間焼陶雛や雛人形を展示。お気に入りの陶雛を見つけてみませんか？

　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／（一社）笠間観光協会　tel 0296-72-9222

◆【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

◆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」 
　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）　
　休／火曜・年末年始　料／大人（18歳以上）500円、小人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
　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、バーベキュー施設、集会所は有料）
　問／福ちゃんの森公園管理事務所　tel 0296-74-7455

◆大菊花展及び市民菊花展
　10/19（土）～11/24（日） 6:00～日没
　場／笠間稲荷神社境内
◆菊人形展「いだてん」
　10/19（土）～11/24（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、小人（中学生）400円  ※小学生以下は無料
　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
　10/19（土）～11/24（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（日・祝） 10:00～、14:00～　
　場／笠間小学校前特設馬場
◆假屋崎省吾の世界展 
　10/19（土）～10/30（水） 8:30～16:30（16:00最終入場）
　※最終日は16:00まで（15:30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
◆奉納 笠間示現流居合抜刀術
　11/9（土） 10:00～　場／笠間稲荷神社境内
◆大和古流奉納式
　11/10（日） 9:30～　
　場／笠間稲荷神社境内
◆舞楽祭　11/17（日） 10:00～、14:00～
　場／笠間稲荷神社拝殿前特設舞台

◆御魂殿月次祭　9/15（日）11:00～
◆秋のみたままつり　9/23（月・祝）11:00～
◆甲子祭　9/24（火）8:30～
◆月始祭　10/1（火）9:00～
◆御魂殿月次祭　10/15 （火）11:00～
◆秋季大祭　10/20（日）11:00～
◆月始祭　11/1（金）9:00～
◆御魂殿月次祭　11/15（金）11:00～
◆出雲屋敷祈念祭・甲子祭　11/23（土・祝）9:00～
◆月始祭　12/1（日）9:00～
◆すす払い　12/８（日）9:00～
◆御魂殿月次祭　12/15（日）11:00～
◆御鎮座記念祭・龍蛇神祭　12/16（月）17:00～
◆年越大祓祭　12/22（日）14:00～
◆若水祭　12/31（火）19:00～

◆玉日様・恵信尼様報恩講　9/1（日）
◆銀杏fest　11/10（日）　
　コンサート・午後市などを予定しています（詳細未定）

　黄葉した「お葉付き銀杏」をライトアップ〈17:00～19:00／雨天中止〉
◆親鸞聖人報恩講法要　11/10（日）
◆除夜の鐘　12/31（火） 23:30～1:30
　皆様のご参加をお待ちしています。

◆お鍋でぽっかぽかキャンペーン　※要予約（5日前まで）
　12/1（日）～12/13（金）、2020年1/14（火）～3/13（金）の平日限定
　（土曜、休前日は除く）
　料／4人棟15,500円、6人棟23,200円、12人棟39,000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、
　しょう油・塩ちゃんこ鍋、豆乳鍋から選べます。
◆スカイロッジ X’masプラン
　12/20（金）～12/25（水）　※要予約（5日前まで）
　料／4人棟25,000円、6人棟36,000円、12人棟66,000円
　クリスマスケーキとオードブル＋朝食付プラン。
　※10月消費税増税に伴い標記料金改定あり

◆南吉原オープンギャラリー vol.10
　9/21（土）～9/22（日） 10:00～16:00
　場／笠間市南吉原
　問／南吉原オープンギャラリー事務局　tel 0296-73-0654
◆第13回かさま新栗まつり
　10/5（土）～10/6（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
◆笠間工芸の丘　木工＆クラフト in 笠間
　10/12（土）～10/14（月・祝） 9:00～16:00
　場／笠間工芸の丘 特設会場
　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313
◆第8回笠間浪漫　※7ページに関連記事あり
　昼の部 10/12（土）～10/14（月・祝） 9:00～17:00
　夜の部 10/12（土） 17:00～21:00（予定）
　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 KASAMA
　10/13（日） 10:00～、　10/14（月・祝） 11:00～
　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6回 陶芸と栗の里 かさまトレイルラン大会
　10/14（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
◆第14回 笠間いなり寿司コンテスト
　10/14（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／E-mail kasamainakichikai@yahoo.co.jp
◆Book KASAMA 第３回丘の上古本市
　10/19（土）～10/20（日） 10:00～16:00
　場／笠間工芸の丘 中央広場
　問／笠間工芸の丘　tel 0296-70-1313
◆ふるさとまつり in かさま
　10/19（土）～10/20（日） 9:00～16:00

イ　ベ　ン　ト　情　報　　2019. ９ → 2020.3

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

初詣・初日の出スポット

最新のイベント情報をCHECK！
2019年9月から2020年3月までに開催されるイベント情報を、笠間ファン倶楽部公式ホームページで公開します。
本誌に掲載しきれなかったイベントの日時等も随時更新しますので、ぜひチェックしてください。

笠間ファン倶楽部　イベント情報検　索

第112回  笠間の菊まつり



KASAMA FAN ＊ 5KASAMA FAN ＊ 54＊ KASAMA FAN 4＊ KASAMA FAN 

笠間ワインの丘
ワイン造りを共に楽しむ

　笠間市大渕地区の小高い丘から見下ろす里山に広がる田園
風景。この景色を眺めて、ちょっと懐かしい、そして温かい
気持ちになるという人が少なくありません。2016年にオー
プンした『笠間ワインの丘』では、ワイン用のブドウを栽培。
このブドウを原料にしたワインが、笠間産ブドウを使って醸
造された初のワインとして注目を集めています。
　「将来的にはワインを笠間の観光資源のひとつにしていき
たいです」と話すのは、笠間ワインの丘を運営する『株式会
社笠間ワインを楽しむ会』の代表を務める塙博光さん。笠間
市内で園芸会社を営む塙さんは、園芸会社の栽培知識を活か
し、ワイン造りに取り組んできました。2023年までには
現在50アールの耕地面積を２ヘクタールまで増やし、年間
1900本の生産量を１万５千本から２万本に増産。また、
現在は茨城県内の酒造メーカーに醸造を委託していますが、
近い将来自社醸造に切り替えた、100％メイド・イン・笠
間の「笠間ワイン」が誕生する予定です。

　ワインのおいしさを決定付ける大切な要素のひとつは原料

笠間市大渕地区ではワイン醸造用の良質なブドウが栽培され、
里山の風景を楽しめる、収穫体験やワイン祭りが開催されています。

ワインを笠間の観光資源に のブドウの良し悪し。南向きで日当たりに恵まれ、水はけの
良い笠間ワインの丘は、良質なブドウを栽培するのに向いて
いました。ここで日本古来の山ブドウやフランス・ボルドー
発祥のメルローなど、醸造用のブドウを栽培。2018年は「ま
ほろ・のば」と名付けられた赤白４種類のワインを世に送り
だしています。

　『笠間ワインの丘』ではオーナーではなく、「仲間としてワ
イン造りを楽しむ」をコンセプトに、年間会費１万円で「笠
間ワインの丘パートナーズ」の会員を募集。会員にはワイン
フルボトル２本と笠間焼オリジナル酒器がプレゼントされる
ほか、ワインの優待販売やワイン祭りや収穫体験などのイベ
ントに優先・優待で招待といった特典が用意されています。
2019年もまだ募集中とのこと（2019年８月現在）。興味
のある人はぜひお問い合わせください。イベントとしては９
月に収穫体験、11月にワイン祭りが予定されています。
2019年のワインの完成は11月中旬なので、楽しみにお待
ちください。

仲間としてワイン造りを共に

『笠間ワインの丘』を運営する『株式会社笠間ワインを楽しむ会』代表取締役の塙博光さん

良質のブドウからできるおいしいワイン 問／笠間ワインの丘（笠間市大渕1652）
　　tel 090-3065-0715
　　https://www.kasama-wine.com「ワイン祭り」でゆっくりと景色を楽しむ参加者

まほろ・のば メルロー（3,000円・税別）

『笠間ワインの丘』の丘の上からブドウ畑と田園風景を望む

収穫間近のブドウ（品種はメルロー）

収穫体験
9/15（日）10:00～12：00
ワイン祭り
11/16（土）・17（日）
ワインお届け
2019年12月お届け予定
畑開き
2020年３月上旬

イベント等の日程

順調に実る７月下旬のブドウ（品種はシャドルネ）
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笠間市 商工課 （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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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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『
第
８
回 

笠
間
浪
漫
』を
開
催
！

笠間って素敵な場所ですね。これからもいい所を
見つけたいです。通信、楽しみにしております。
（茨城県・女性）

笠間って素敵な場所ですね。これからもいい所を
見つけたいです。通信、楽しみにしております。
（茨城県・女性）

年に一度の神社参拝と焼物の街のイメージしかあ
りませんでしたが、この通信を手にし、いろいろ
なジャンルで魅力あるスポットや催事があること
におどろき、笠間ワールドとしてのイメージが拡
がりました。これからはこの通信で度々訪れたい
と思って居ります。（千葉県・男性）

年に一度の神社参拝と焼物の街のイメージしかあ
りませんでしたが、この通信を手にし、いろいろ
なジャンルで魅力あるスポットや催事があること
におどろき、笠間ワールドとしてのイメージが拡
がりました。これからはこの通信で度々訪れたい
と思って居ります。（千葉県・男性）

総集編［2018.2ー2019.3］
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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笠間に住んでいても知らない所がたくさんありま
す。笠間ファン倶楽部通信は観光名所・イベント
情報・おいしいお食事処等々うれしい情報が盛り
だくさん。とても参考になりお友達にも紹介して
喜ばれております。これからも楽しみにしており
ます。（笠間市・女性）

笠間に住んでいても知らない所がたくさんありま
す。笠間ファン倶楽部通信は観光名所・イベント
情報・おいしいお食事処等々うれしい情報が盛り
だくさん。とても参考になりお友達にも紹介して
喜ばれております。これからも楽しみにしており
ます。（笠間市・女性）

　今年で開催８回目を数える『笠間浪漫』。笠間の地場産業

である笠間焼や木工製品などのクラフト、笠間産の美味し

い農作物やグルメなど、たくさんのお店が会場内に軒をつ

らねます。主なイベントとしては、昨年８月に台湾・台北

市内に「笠間台湾交流事務所」が開設されたことを記念し、

「台湾フェア」を開催します。台湾ローカルメニューの「魯

肉飯（ルーローファン）」や日本でもおなじみの「小籠包

（ショウロンポウ）」、牛肉を煮込んで作る「牛肉麺（ニュー

ローメン）」や、台湾夜市メニューの定番・台湾チキンカツ

の「炸雞排（ザージーパイ）」など、35メニュー以上をご用意。

台湾ビールや台湾のお土産もありますよ。この機会にぜひ、

台湾グルメをご堪能ください。

　そのほかにも、子供だけでなく大人も童心に戻れる木登

り体験『ツリークライミング』やビール好きにはたまらない

『笠間焼ビールフェア』、ワークショップも楽しめる『かさ

ま手仕事村』などイベント目白押し。12日には夜の部が開

催され、生バンドの演奏等で盛り上がります！

開催日時／ 10/12（土）～10/14（月・祝）9:00 ～ 17:00　

　夜の部：10/12（土）17:00 ～ 21:00（予定）

会場／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

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

◆動物がいっぱい！アニマルアート展
　同時開催　第３回  全国こども絵画ビエンナーレ  in  かさま　
　8/3（土）～10/14（月） 
◆画業25周年・芸能生活45周年記念　片岡鶴太郎展　顔  － face －
　10/19（土）～12/15（日）
開／9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
休／月曜（ただし祝日は開館、翌火曜の休館あり）
料／大人1000円、65歳以上800円、大学・高校生700円、中学生以下無料、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、中学生以下無料
　※20名以上の団体は各200円割引
　※障がい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 「いきもの狂騒曲 －陶芸フィギュアの現在－」
　9/7（土）～11/24(日) 
　2000年頃から、陶芸の世界に新しいスタイルの表現が次々と現れ始める中、
人や動物などのいきものを題材とした「フィギュア」と称すべき作品が登場
しました。作家自身が愛着や興味のあるいきものをモチーフに選び、モチー
フが持つ魅力と陶芸ならではの表現の魅力とを、いかに融合させるかとい
う課題に真正面から向き合うことで生まれた陶芸フィギュアは、単純なリ
アルさや可愛らしさだけではない強烈な存在感を放っています。本展では、
陶芸作家17名に、ガラス、革工芸、金工の作家４名を加えた、21名の作品によ
り、現在盛り上がりを見せている、陶芸におけるフィギュアの魅力を紹介し
ます。
◆エミール・ガレの陶芸
　2020年1/2（木）～3/8(日)（予定） 
料／一般720（570）円、満70歳以上360（280）円
　　高大生510（410）円、小中生260（210）円
　※（　）内は20名以上の団体料金
　※障がい者手帳、療育手帳等をお持ちの方は無料
　※土曜日は高校生以下無料（長期休業日を除く）
開／9:30～17:00（入場は16:30）
休／月曜（ただし祝日は開館、翌火曜の休館あり）

●いやしの灯と食卓をいろどる器達Ⅱ　9/11（水）～9/23（月・祝）
●森羅万象展　9/11（水）～9/23（月・祝）
●gathering　9/26（木）～10/6（日）
●エダマメworks企画  大宇宙展　9/26（木）～10/6（日） 
●小泉奈津美展　10/9（水）～10/20（日）
●渡部源土 作陶展　10/9（水）～10/20（日）
●盛  澄子  彫金展　10/22（火）～11/4（月・振）
●磯部祐介・町田裕也・福野道隆  三人展　10/22（火）～11/4（日）
●新井倫彦 陶展～冬の夜のために～　11/6（水）～11/17（日） 

●季節を彩る器展－笠間焼伝統工芸士会ー　11/6（水）～11/17（日）
●使って楽しい器展 ー坂場圭十ー　11/19（火）～12/1（日）
●しののめ窯 作陶展　11/19（火）～12/1（日）
●干支展　12/4（水）～12/22（日）
●ひとにやさしい器展　2020年1/2（木）～1/19（日）
●宮本果林 作陶展　2020年1/2（木）～1/13（月）
●Healing ceramics　2020年1/22（水）～2/2（日）
●桃宴　2020年1/22（水）～3/1（日）
●一年後展　2020年2/5（水）～2/16（日）
●ひのもと工作室 ー冬眼明けー 展　2020年2/19（水）～3/1（日）
●いろいろカップ展　2020年3/4（水）～3/15（日）
●Light buoy  ー金澤シュウ・丸山 純ー　2020年3/4（水）～3/15（日）

◆きらら館　問／tel 0296-72-3109
●田山健司  作陶展  『陶の鳥と器』　9/3（火）～9/16（月）
●笠間陶芸大学校 『それぞれのカタチ展』　9/18（水）～9/29（日）
●大﨑透  作陶展　10/29（火）～11/10（日）
●陶工房 「雲」  中島健蔵  作陶展　11/12（火）～11/24（日）
●西村俊彦  作陶展　11/26（火）～12/8（日）
●茂野俊也  作陶展　12/10（火）～12/15（日）
◆Glass Gallery SUMITO　問／tel 0296-72-2104
●岡田多恵・大豆生田綾子・川原有造  ガラス３人展　9/7（土）～9/24（火）
●中原雅恵・水吉郁子・松原幸子  ガラス３人展　9/28（土）～10/15（火）
●川北友果  ガラス展　10/19（土）～10/27（日）
●谷  美由紀  ガラス展 　11/2（土）～11/26（火）
●田子美紀  ガラス展　11/30（土）～12/24（火）
●ガラスのお雛様　2020年1/25（土）～3/1（日）
◆回廊ギャラリー門　問／tel 0296-71-1507
●阿部 慎太郎  作陶展　9/14（土）～9/27（金）
●橋口暢広  作陶展　9/28（土）～10/11（金）
●鈴木美汐  作陶展　10/12（土）～10/25（金）
●羽石修二  作陶展　10/26（土）～11/8（金）
●桑原哲夫  作陶展　11/9（土）～11/22（金）
●Kei condo  作陶展　11/23（土）～12/6（金）
●森川泰治  作陶展　12/7（土）～12/20（金）
●新島 佐知子  作陶展　12/21（土）～12/27（金）
●古川欽彌・雅子  作陶展　1/1（水・祝）～1/17（金）
●額賀章夫  作陶展　1/18（土）～1/31（金）
●嬉々楽々2020  第１部　2/1（土）～2/13（木）
●嬉々楽々2020  第２部　2/15（土）～2/27（木）
●小林政美  作陶展　2/29（土）～3/13（金）
◆かつら陶芸　問／tel 0296-72-6688
●笠間浪漫  開催期間中　陶器10～30％OFF　10/12（土）～10/14（月・祝）
●陶とくらし2019  開催期間中　陶器10～30％OFF　11/1（金）～11/4（月・振）
◆zakka＆café gallery  LE MIDI　問／tel 0296-73-0430
●刺し子屋トタコ「刺し子屋の部屋」　11/22（金）～12/1（日）
●しののめ窯「温もりのうつわ展」　2020年1/1（水・祝）～1/26（日）

Glass Gallery SUMITO

森の石窯パン屋さん製陶ふくだ 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
約500点取り扱っています。
【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
HP／http://gate.ruru.ne.jp/sumito/

問／tel 0296-70-1313笠間工芸の丘

こだわりと愛着を持って200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
HP／http://www.seitou-fukuda.com

台湾フェアやツリークライミングなどイベント多数！
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円以上お買上げでコーヒーかアイスミルク一杯無料
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　　HP／http://mori-pan.com

　2004年の創刊以来15年にわたり皆様にご愛読をいただきました笠間ファン倶

楽部通信が、2020年春夏号から大幅リニューアルを行うことになりました。こ

れに伴い、「笠間ファン倶楽部通信」という名前やデザインなどが変更になる予

定です。発行については、これまでの年４回の発行から年２回で皆様のお手元へ

旬の情報をお届けします。

　リニューアルを行うことで、笠間を大切に想ってくださる皆様に、これまで以

上に笠間の魅力を感じていただけるような紙面を作りたいと考えております。引

き続きご愛読の程、よろしくお願いいたします。

笠間ファン倶楽部通信リニューアルのお知らせ

奥村巴菜　ゾウムシ様
2015年　個人蔵

『第８回  笠間浪漫』を開催！  2019.10.12－14『第８回  笠間浪漫』を開催！  2019.10.12－14

笠間焼の販売も行われます

大人も楽しめる
ツリークライミング

今回の『食の逸品』は総集編をお届けします。2018年から2019年にかけて

取材した選りすぐりのオンパレード。ニーズに合わせてお楽しみください！

HANA花御膳

地産地消に力を注ぐ人気の
のお弁当店。ワンコインで
食べられる創作系から、行
楽のお供やおつまみに最適
の幕の内系まで、幅広いメ
ニューが用意されています。
問／0296-73-5260

マイタケコロッケ

新鮮な地元野菜のほか、豊
富なお惣菜コーナーが人気
の常陸農業共同組合（JA常
陸）直営店。具材のマイタ
ケはバターと塩コショウで
炒めて風味豊かな仕上がり。
問／0299-45-8989

めん焼セット

自慢は平打ち細麺の自家製
麺。旨みたっぷりの「めん
焼」と、具材がたっぷり入っ
た手作り餃子のセットが人
気です。お店は「まちの駅 
笠間宿」内にあります。
問／080-8867-8008

手作りプリン

人気レストランが放つ個性
派スイーツ。ケーキを食べ
る感覚で楽しめる、珍しい
食感堅めのプリンです。器
は笠間焼のルーツである甕
（かめ）をイメージ。
問／0299-45-5929

カリカリカリッと胡桃饅頭

カリカリとした食感を楽し
んで欲しいという理由から
ネット等の販売は一切無し。
笠間でしか味わうことは出
来ません。蒸したてが食べ
られる『胡桃饅頭』も人気。
問／0296-72-3175

御菓子司　吉田屋さんてす來楽～KIRAKU～土からのたよりわさび
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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 1,400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。秋葉原駅8:20発 益子駅行
　　益子駅16:00発 秋葉原駅行は座席予約することができます。
　　※注 但し除外日あり）

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
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かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景
笠間市の国際友好都市・ラール市（ドイツ）の展示を参考に笠間市の国際友好都市・ラール市（ドイツ）の展示を参考に

笠間ワインの丘

笠間ファン倶楽部協力店情報

笠間ファン倶楽部会員募集

笠間ファン倶楽部通信・リニューアルのお知らせ

笠間の穴場「かさま歴史交流館井筒屋の菊花風景」ほか

笠間浪漫、笠間の菊まつり…

秋と冬のイベント情報

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/

　明治中期に建てられ、歌手の坂本 九

さんが結婚式を挙げたことでも知られる

旧井筒屋旅館は、2018年４月に市や地

元の方の協力を得て、「かさま歴史交流

館井筒屋」としてリニューアルオープン

を迎えました。笠間の菊まつり期間

（10月19日～11月24日）には、井筒屋

の交流広場などで彩り豊かでさまざまな

工夫を凝らした菊が飾られます。昨年か

ら新たに加わったこのスペースは、約

125年前と変わらない風情ある井筒屋の

外観と、今年で112回を迎える日本最古

の菊まつりのコラボレーションを楽しめ

る、絶好の撮影スポット。思わず足をと

めたたくさんの方で賑わいます。

　見どころは、２階と３階にある窓の手

すりから垂れ下がる菊の装飾。この展示

方法は、笠間市の国際友好都市であるド

イツのラール市における菊まつりの展示

を参考にしたものです。ラール市では、

さまざまな建物や構造物を活用して花を

飾ることで、普段の街並みを華やかに彩

る工夫をしています。

　展示される菊は、職人が１年かけて育

ててきた見事な作品ばかり。期間中は、

井筒屋を含めた各所で約１万鉢の菊が市

内を彩ります。今に残る古き良き時代の

風景を、ぜひ笠間でお楽しみください。

問／かさま歴史交流館井筒屋（tel 0296-71-8118）

　　菊装飾について：笠間市観光課（tel 0296-77-1101）

↑菊花のほかに和傘を配置して交流広場を華やかに彩ります

↑笠間の菊まつり期間中のライトアップ

↑ラール市における菊まつりの展示

笠間再発見！

笠間ワインの丘

かさまアート情報
食の逸品 総集編
かさまアート情報
食の逸品 総集編

茨城県陶芸美術館／吉島信広  白黒招き  2018年  個人蔵
撮影：Shinichiro Matsubara　©Nobuhiro Yoshijima
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次号より
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