
入館料：大人1,000円／65歳以上800円／大高生700円／中学生以下無料
※20名以上から団体料金各200円割引

ある時は俳優、またある時は芸人として活動し、画家や書家としての顔も持ち合
わせる片岡鶴太郎。画業25周年と芸能生活45周年を迎え、これまでの代表作
や未発表作、新作を含む100点以上を展示します。

笠間日動美術館

10月19日（土）～12月15日（日）　9：30～17：00

企画展　画業25周年・芸能生活45周年記念
　　　　片岡鶴太郎展　顔－face－

実在するものから空想のものまで、様々ないきものをモ
チーフにした作品により、オブジェの新しい展開として盛
り上がりを見せるフィギュアの魅力を紹介します。

笠間でアートを楽しもう

問合せ先：TEL.0296-72-2160

市内の美術館では魅力ある展覧会を開催しています。

休館日等は各美術館へお問合せください。

観覧料：一般720（570）円／70歳以上360（280）円／大高生510（410）円
／小中生260（210）円　※（　）内は20名以上の団体料金

茨城県陶芸美術館

9月7日（土）～11月24日（日）　9：30～17：00
企画展　いきもの狂騒曲 －陶芸フィギュアの現在－

問合せ先：TEL.0296-70-0011

入館料：一般500円／大高生300円／小中生200円
※菊人形展入場者は半券提示で200円割引　団体20名以上で50円割引

笠間稲荷美術館

10月19日（土）～12月8日（日）　9：00～16：30
企画展　上村淳之展 開催予定

問合せ先：TEL.0296-73-0001

入館料：大人600円／65歳以上500円／大高生400円／中学生以下無料
※20名以上から団体料金各100円割引

春風萬里荘（笠間日動美術館分館）

北大路魯山人の旧居。魯山人の作品や自作の家具、愛用の品々などを展示。
問合せ先：TEL.0296-72-0958

11/13
県民の日

無料

（入館16：00まで）

笠間市
マップ

観光施設
ガソリンスタンド

周遊バス停

宿泊施設一覧
いなみ旅館
海老惣旅館
割烹旅館 城山
小松館
ホテル イオ アルフェラッツ
料亭旅館 春山荘
あたご天狗の森スカイロッジ

TEL.0296-72-0165
TEL.0296-72-0145
TEL.0296-72-0861
TEL.0296-72-0668
TEL.0296-72-7311
TEL.0296-72-0201
TEL.0299-45-6622

料亭一覧
魚清
近江屋
おもしろさかなや 近江屋
柏屋
天芳
湊屋本店
山正鮮魚店

TEL.0296-72-0335
TEL.0296-72-0369
TEL.0296-72-0456
TEL.0296-72-0139
TEL.0296-72-0148
TEL.0296-72-1129
TEL.0296-72-0134

■祝  第112回 笠間の菊まつり 笠間稲荷協賛会　■仲見世組合 笠間稲荷門前通り商店街協同組合

かさま歴史交流館 井筒屋

栗の販売や試食、栗に関連したハンドメイド商品の販売、栗を使ったゲーム、栗拾
い体験など盛りだくさん。この機会にぜひ旬の栗をご賞味ください。

笠間焼を中心に、木工製品などのクラフト、グルメなど100店以上のお店が出
店。昨年台湾に笠間台湾交流事務所を開設し、台湾との交流の一環として台湾
フェアも同時開催。台湾グルメもお楽しみください。

協賛イベントのご紹介
第13回 かさま新栗まつり

10月5日（土）・6日（日）　9：00～16：00

開催場所 笠間芸術の森公園　イベント広場
問合せ先「笠間の栗」を考える会（事務局：笠間市農政課） TEL.0296-77-1101

第8回 笠間浪漫
10月12日（土）～14日（月・祝）

【昼の部】9：00～17：00 
【夜の部】17：00～21：00（夜の部は12日のみ）

開催場所 笠間芸術の森公園　イベント広場
問合せ先（一社）笠間観光協会　TEL.0296-72-9222

http://www.kasama-kankou.jp/

物創りの文化が脈々と息づく街、笠間。陶芸だけでない『新しい物創り』の祭典で
す。手創りだからこそ感じるぬくもりや感動。人と人をつなぐオンリーワンの一
品を見つけてください。

笠間工芸の丘　木工＆クラフトin笠間
10月12日（土）～14日（月・祝）　9：00～16：00

開催場所 笠間工芸の丘　特設会場
問合せ先 笠間工芸の丘　TEL.0296-70-1313

http://kasama-crafthills.co.jp

市内の特産品や名産品の販売や、福祉バザー、農産物直売、市内団体の展覧会な
ど、様々な出店を予定。野外特設ステージではキャラクターショーや歌謡ショー
も開催されます。

ふるさとまつりinかさま
10月19日（土）・20日（日）　9：00～16：00

開催場所 友部公民館及び周辺
問合せ先 ふるさとまつりinかさま実行委員会事務局（笠間市商工会友部事務所）

TEL.0296-77-0532　http://www.kasama-shoko.jp/

地元農家と住民との交流を深め、地産地消運動・食農教育のPRの場として、地
域の農業振興を活性化させることを目的に毎年開催。ステージイベントやグラ
ウンドゴルフ大会・産直野菜・飲食コーナーなど盛りだくさん！

JA常陸ふれあいまつり
11月2日（土）・3日（日・祝）　9：00～16：00（3日は15:00まで）

開催場所 笠間芸術の森公園　イベント広場
問合せ先 JA常陸笠間営農経済センター　TEL.0296-74-4700

一夜限定で夜の菊装飾をライトアップします。今回は「狐とこども」をテーマとし
て、狐のペインティングやこども縁日を行いおもてなしします。

かさま門前菊あかり
11月9日（土）　18：00～21：00

開催場所 笠間稲荷門前通り界隈、かさま歴史交流館 井筒屋　交流広場
問合せ先 笠間稲荷門前通り商店街　TEL：0296-72-0139（事務局：沼田）

笠間の匠（ものづくり）をコンセプトとしたイベントです。いわま竹細工など笠間
の隠れた匠にスポットをあて、ワークショップ（体験コーナー）を交えながら、新
たな笠間の魅力を紹介します。

第2回 笠間匠のまつり
11月9日（土）・10日（日）　10：00～16：00

開催場所 かさま歴史交流館 井筒屋
問合せ先（一社）笠間観光協会　TEL 0296-72-9222 

http://www.kasama-kankou.jp/

本年産のブドウから出来たワインを楽しむとともに、笠間産ワインを身近に感
じてもらうイベントです。

第3回 笠間ワインまつり
11月16日（土）・17日（日）

開催場所 笠間市大渕　笠間ワインの丘
問合せ先 笠間ワインを楽しむ会　TEL.0296-70-1111 

http://www.kasama-wine.com

笠間のまちをカメラに収めるために写真愛好家の皆さまが集まります。参加に
事前予約は不要です（有料）。この機会に、あなただけの「笠間」を撮り、コンテス
トに応募してみませんか。

陶芸の里かさま 大撮影会
10月27日（日）　10：00～15：00（受付は正午まで）

開催場所 笠間工芸の丘　特設会場ほか
問合せ先 全日本写真連盟茨城県本部事務局　TEL.090-8642-2418

http://znnhnibrkhnb.fan.coocan.jp/

県内の陶芸家・窯元が約90件出店するクラフト市。出展者の器でコーヒーが飲
める「陶くらカフェ」、「ワークショップ」「ロクロ実演」も開催予定。様々な世代の
「つくる人」と「つかう人」が出会う場所です。

陶と暮らし2019
11月1日（金）～4日（月・振）　9：00～16：00（4日は15：30まで）

開催場所 笠間工芸の丘　特設会場
問合せ先 笠間工芸の丘　TEL.0296-70-1313

茨城県産の御影石で作られた墓石、燈籠、モニュメントなど、国内産・国内加工石
製品の展示卸売会や、様々なイベントを開催！

いばらきストーンフェスティバル2019
11月2日（土）～4日（月・振）　9：00～16：00

開催場所 笠間芸術の森公園　イベント広場
問合せ先 茨城県石材業協同組合連合会　TEL.0296-75-5458

笠間特別観光大使　笠間いな吉（きち）
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打ち上げ・慰労会・懇親会・
誕生会にオススメ！

笠間産の栗と米を
笠間焼の土鍋で炊き上げる!

宿泊された方に
鍋料理が無料サービス!

令和元年 9月2日（月）～11月29日（金）

・栗ごはん、みそ汁、おかず
  (笠間焼のお茶碗使用)

あたご天狗の森スカイロッジ

常磐道・岩間ICから約8km

令和元年 12月1日（日）～12月13日（金）

4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 ・しょうゆちゃんこ鍋 
・塩ちゃんこ鍋 ・豆乳鍋

スカイロッジ管理事務所
笠間市上郷2775-7 TEL.0299-45-6622(代） http://www.kasama-kankou.jp

お申込み・お問合せ （お電話または、インターネットで）

あたご天狗の森
SKYLODGE

かさま観光周遊バス

月曜日運休（祝日の場合は翌日）

1回100円

※道路状況により予定通り運行できない場合がございます。また、満車の際はご乗車になれませんので予めご了承願います。

乗車料
未就学児及び ※障がい者は無料

※令和元年9月現在

秋の味覚満載
宿泊プラン

お鍋でぽっかぽか
キャンペーン

実施期間 （土曜・休前日を除く） キャンペーン期間 （土曜・休前日を除く）

※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。
※10月消費税増税に伴い表記料金改定あり。 ※その他の割引プラン併用は不可。※10月消費税増税に伴い表記料金改定あり。

宿泊料金
4人棟　（4名様）
6人棟　（6名様）
12人棟（12名様）

…… 20,000円
…… 28,000円
…… 50,000円 宿泊料金

4人棟　（4名様）
6人棟　（6名様）
12人棟（12名様）

…… 15,500円
…… 23,200円
…… 39,000円

平日
限定

平日
限定

※掲載されている写真・イラスト・路線図はすべてイメージです。※こちらに掲載の情報は2019年8月現在の情報となります。内容が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

J R お車

主催／笠間の菊まつり連絡協議会
菊装飾協力／茨城大学工学部都市システム工学科

Tel.0296-77-1101（笠間市観光課内）
https://www.city.kasama.lg.jp

●月曜日が祝日の場合、翌日運休となります。
※1日自由乗車券は車内にて販売

当日何回でも乗降可
美術館等の入館割引

1日自由乗車券300円 2019.9.1より

1日
自由

乗車券

特典1
特典2

笠間稲荷神社ほか会場

笠
間
の

笠
間
の

茨
城
県

茨
城
県

第

112
回

令和元年

10月19日 - -
11月24日

菊人形展
いだてん

写真は平成30年「西郷どん」より

日本三大稲荷

土

日

発行元：笠間の菊まつり連絡協議会




