洋風笠間菓子

グリュイエール
幅広い年齢層に好まれる
食感と味わい

笠間の食材をメインにした洋

菓子を提供している人気店︒カ

ヌレは今年初登場の商品だ︒し

っかりと焼き上げた香ばしさと

バニラの香り︑ミルキーな味わ

笠間駅

て焼きます。蜜蝋でつややかにコーティ
ングされカリッとした焼き上がりで、中
はもっちりクリーミーな味わいです。
ルブランスタッフ 高木さん
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オープン以来約

銅製カヌレ型に蜜蝋を使用した
伝統の味をご賞味あれ
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食べると心がほっとする
焼き菓子も人気

粉類や地元の食材にこだわっ

た︑生菓子と焼き菓子を販売︒

カヌレは︑ラム酒とバニラを使

った王道の味わいで中はもっち

※朝の焼きたてを販売するため、事前の予約が確実

「カヌレ・ボルドー」

山縣
ステーキ 産婦人科
宮
50号バイパス⬇

さくら通り

ルブラン
御茶園通り

⬆
千波
大橋
山新

野外でも食べられるケー
キ シ リ ー ズ の 夏 版︒ビ タ ミ
ンCがたっぷりのザクロを
使 用 し︑す っ き り と し た 酸
味 で 暑 さ を 忘 れ ら れ そ う︒
６００円︒

千波湖

﹁モバイルパフェ・ザ クロ﹂

バニラビーンズとラム酒の香りが際立つ焼き菓子。焼
きたては外側がカリカリ、中がもっちりとしていて、時
間が経つごとに変化する食感を楽しんでほしい。280円。

水戸市千波町370
TEL.029-241-1991
9:30〜18:30 火曜定休、月曜不定休
https://leblanc.co.jp
⬆大工町

ヒロセヤ

﹁カフェオレフロート﹂

水戸⬇

り︑外はカリッと焼き上げて︑

大宮西小

水戸信

できたてを提供している︒店長

21
西松屋

のおすすめの食べ方で︑生クリ

⬆大子
118

ビターチョコチップを使った
甘さ控えめのドリンクに︑濃厚
な 味 わ い の ソ フ ト ク リ ー ムが
ぴったり︒大４５０円︑小３００円︒
季節の果物を使った月替わりパ
フェも大人気で︑９ 月はシャイ
ンマスカットが登場する︒

ヒカリノ木

ー ム を 添 え た﹁ 生 カ ヌ レ ﹂︵ プ ラ

ス１０８円︶も試してみて︒

常陸大宮市抽ケ台町804-14 TEL.0295-58-6363
10:00〜18:30 火・水曜定休

カヌレ

に、卵、ミルクなどを混ぜた生地を流し

パティスリー ヒカリノ木

食感のコントラストを楽しめるよう1時間弱しっかり焼いて
いる。家で食べる時はリベイクすると焼きたてに近くなる。
290円。

16世紀、フランス・ボルドーで生まれ
た」という意味。蜜蝋を塗ったカヌレ型

水戸➡

「カヌレ」

SNSや雑誌でよく目にする、気になるスイーツ。
みんなに教えたくなる、おいしいお店を集めました。

定発売となる︒

⬅小山

いが特徴で︑大人はもちろん子

グリュイエール

カヌレ・飲むスイーツ・クラフトコーラ・レモネード

たカヌレは、フランス語で「溝のつい

﹁笠間地栗のモンブラン﹂

⬆笠間高校

供にも愛される味に仕上がって

笠間市下市毛285笠間駅前 TEL.0296-72-6557
9:00〜18:30
（カフェ〜17:00） 無休

サクっとしたパイタルト生地
に︑笠 間 産 の ク リ を 使 っ た ク
リームがたっぷり︒７３４円︒

カヌレ初心者でも気軽に食べられるようにと、お手頃価格
にしたのも店主のこだわりだ。172円。

いる︒秋にはクリが入ったカヌ

レも登場予定︒

「カヌレ」

話題のスイーツはこれ！

偕楽園開園180年記念

果物狩り

第55回水戸の萩まつり

お出かけが楽しくなる

石岡市八郷地区では、イチゴやブ
ルーベリーから始まり、秋の果物ま
で、四季折々の果物狩りが楽しめる。
旬のおいしさをたっぷり味わおう。

ぶどう／8月上旬〜10月中旬
柿／9月下旬〜11月下旬
偕楽園の萩は、水戸藩第9代藩主徳川斉昭公が仙台藩
りんご／9月下旬〜11月下旬
から譲り受け、園内に植えたものと言われており、季
みかん／10月下旬〜12月下旬
梨（直売のみ）／8月中旬〜10月中旬
節になると、宮城野萩を中心に白萩・山萩・丸葉萩な
やさと観光果樹組合 TEL.0299-23-7741

気候も穏やかで、過ごしやすくなる秋。とっておきのお

出かけ・イベント情報を紹介します。

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、イベントが中止・延期、内容が変更になる場合があります。

中秋の名月を楽しむ夜のイベント
を開催。人力車の運行やゆかたレン
タル、きつね面作りなど、日本らし
さを感じるものからインスタ講座ま
やさと温泉ゆりの郷は、改修工事の
ため9月16日まで休み。食事処と物産
で、幅広い年齢層が楽しめる内容に
館は8月31日まで営業。
なっている。

やさと温泉
ゆりの郷

ゆりの郷
入口
細内

石岡市のお出かけ情報

石岡市内の観光スポットをバスで巡る「石岡・やさ
と観光周遊バス」。土日祝日は1日フリーきっぷを販
売している。1枚のきっぷで、小学生までの子供２人
まで無料で同伴できる。大人・子ども同額1,000円。

歴史ある風景
と、豊かな自然が
広がる。

石岡・やさと観光周遊バス路線図

石岡駅

国府二丁目

八間道路

八幡通り

宮部入口

いばらきフラワーパーク

国分寺入口

若松町

府中中学校前

高速石岡東

鹿の子東

鹿の子

いばらきフラワーパーク

石岡・やさと観光周遊バス 1 日フリーきっぷ

常陸風土記の丘

フラワーパーク前

八郷蒸留所

稲荷山

http://www.yurinosato.jp/
9月10日㈯ ※雨天時は11日㈰に順延
当日のイベント／
黄門様ご一行・水戸の梅大使・みとちゃ
須釜
んによるお出迎え、水戸浪漫人力車、ゆ
かたde萩まつり、きつね面作り、野点茶
原
会、テクニカルインスタ講座〜風景編
〜・〜人物編〜（要予約）、体験コンテ
ンツ（アイスキャンドル、アロマキャン
ドル、つまみ細工、デコパージュ）、偕
楽園ナイトウォーク、キャンドルアー
ト、天体観測〜中秋の名月観賞会〜

小幡下宿

小幡中宿

八郷小幡

十三塚果樹団地

今年11月で開館30周年を迎えるギ
ターの殿堂。音の響きが良いホール
でのコンサートをはじめ、館が所蔵
茨城ロボッツ プレシーズンゲーム 2022
する銘器ギターの展示を行なってい
る。

水戸の魅力が再
発見できるイベン
トがいっぱい。

The Harvest Moon Night 開催！

ど、総株数約750株が咲く。期間中は表門・東門の開門
時間を21:00まで延長するほか、萩のライトアップなど
が行われる。

9月3日㈯〜25日㈰
ライトアップ日没〜21:00
ギター文化館
水戸市・偕楽園
水戸観光コンベンション協会
TEL.029-224-0441

秋のイベントガイド

水戸市のイベント

石岡市柴間
431-35 TEL.0299-46-2457
Bリーグ2022-23レギュラーシーズン開幕に向けた前哨

戦として、アダストリアみとアリーナにてプレシーズン
ゲームを開催。なお、試合をより多くの人に気軽に楽し
んでもらえるように、当日は２階席が全席無料になると
いう。2022-23シーズン新生茨城ロボッツの初陣を、ぜ
ひ観戦しよう！
GAME1／9月17日㈯15:05 TIP-OFF vs.富山グラウジーズ
GAME2／9月18日㈰15:05 TIP-OFF vs.アルティーリ千葉
【チケット価格】コートサイド席１ １列10,700円・２列
7,900円、コートサイド席２ 6,400円、コートサイド席３秋にかけてピークを迎えるダリアをはじめ、
１列6,400円・２列6,100円ほか ※価格は標準価格
萩やパンパスグラスなどが見られる。体験アク
水戸市・アダストリアみとアリーナ
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
TEL.050-1745-6802

ティビティも多数開催している。秋バラの見頃
は10月中旬〜11月下旬予定。
石岡市下青柳 200

TEL.0299-42-4111©IRSE/Akihide TOYOSAKI

2,200 円
石岡市観光協会 EC サイト、石
岡市観光協会事務局、石岡市
観光案内所、まち蔵 藍で販売。
石岡市観光協会事務局
TEL.0299-23-7741
看板建築の町並み

石岡のおまつり歴史実態調査報告書
“石岡のおまつり” の愛称で親しまれている常陸國總社宮
例大祭。この歴史ある祭りを後世に継承していくために「石
岡のおまつり歴史実態調査報告書」が発行された。各町内の
個性的な幌獅子など、特徴ある祭りについてまとめている。

まち蔵 藍

笠間焼の製造販売と陶芸教室を開催

笠間焼を訪ねる

製陶ふくだ

さまざまな作品が楽しめる笠間焼。
新たな出会いを探しに行ってみよう。
自分だけの陶器を作るのもおすすめ！

眺める陶芸から楽しむ陶芸へ

笠間工芸の丘

笠間焼２５０年 日本遺産に認定された
関東を代表する焼き物の里

間国宝・松井康成を生み︑現在２

▶陶芸家のアト
リエが連なる
﹁陶の里﹂

日時：9月17日㈯〜12月11日㈰ 月曜休館
※9月19日㈷、10月10日㈷は開館、9月20日㈫、10月11日㈫休館
9:30〜17:00 （最終入館16:30）入館料：一般730円ほか
笠間市笠間2345 TEL.0296-70-0011 https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp

２５０年を迎えた笠間焼は︑人

００を超える陶芸家や窯元が軒を

日時：9月14日㈬〜9月19日㈷
会場：茨城県陶芸美術館2F県民ギャラリー 観覧無料
茨城県立笠間陶芸大学校 TEL.0296-72-0316

誕生250年を迎え、新たな発展を続ける笠間
焼。笠間焼協同組合は、笠間陶芸大学校との共
同研究で、笠間の特産品のひとつである「稲田
みかげ石」の微粉末を釉薬の原料として利用す
る「笠間長石」を開発した。鉄成分が作用して
焼き上がりの発色に影響を与え、焼成の方法に
より、薄い黄色、薄い青色、黒雲母の斑点など
が生まれるという。2022年に試作品が完成。今
後の展開が期待される。
笠間焼協同組合 TEL.0296-73-0058

に日本遺産に認定されている︒

０︶に︑笠間藩箱田村の名主・久

連ねる︒伝統を守りながら︑茨城

研究科前期制作展

笠間陶芸大学校は陶芸の基礎から学べる。研究
科は、各自が研究テーマを設定し、制作を行う。
出展は、亀山智美、鈴木笑美、陳辛政。

東日本屈指の陶器の街である笠

野半右衛門が信楽焼を学び︑箱田

県立笠間陶芸大学校では新たな作

茨城県立笠間陶芸大学校

間︒安永年間︵１７７２〜１７８

村で焼き物を始めたのが発祥とさ

陶家が続々排出され︑自由な発想

森の石窯
パン屋さん

19

れる︒笠間領内からは良質の粘土

茨城県陶芸美術館

355

から生まれる作品は︑普段使いの

平成30年開催の展覧
会の第2弾。使ってみた
い、飾ってみたいな
ど、あなたの欲しいが
みつかるはず。笠間と
益子、計74名の作家の
作品を紹介し、両産地
の「今」を見つめる。

⬅笠間駅

がとれ︑笠間藩主であった牧野氏

‐笠間と益子‐

笠間小 笠間芸術の

食器からアーティスティックなオ

欲しいがみつかる・うつわ展Ⅱ

笠間稲荷神社
森公園
笠間
工芸の丘

から保護を受けるなど︑発展を遂

笠間焼250年記念

笠間市笠間2388-1
TEL.0296-70-1313
10:00〜17:00 月曜休館（祝日の
場合は翌日）
http://www.kasama-crafthills.co.jp

笠間の特産品である「稲田みかげ石」を
使用した釉薬が誕生

ブジェまで多彩に暮らしを彩って

製陶ふくだ

ちょう せき

新たな素材「笠間長石」を開発

世紀後半には︑久野窯で

友部➡

げた︒

GS

くれる︒

笠間駅

【陶芸体験】約70分 10:10〜
ほか 予約がおすすめ ロクロ
4,400円（焼成代１点分含む）
（税込）、手ひねり2,640円（焼成
代１点分含む）
【ギャラリー】
9月14日㈭〜10月2日㈰
海老澤礼子・こじこじ2人展
井上卓陶人形展

製法を修行した大塚啓三郎が故郷

⬅小山

郵便局

の益子で窯を開き︑これが益子焼

50号⬆

笠間工芸の丘の登り窯。登り窯は、
階段状になった窯で大量に焼くことが
できる伝統的な方法。市内数カ所で見
ることができる。

の始まりとなった︒起源を同じく

笠間市下市毛754
TEL.0296-72-0670
9:00〜17:00
年末年始休み
https://www.seitou-fukuda.com

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、イベントが中止・内容が変更になる場合があります。

する隣り合う２つの焼き物の街は

手ひねりや絵付け、
ろくろ体験などができ
る。自分で作った器は
愛着もひとしおと人気
を集めている。

笠間さんぽ

誕生250年を迎える「笠間焼」
旬を迎える「栗」
街を華やかに彩る「菊まつり」
おいしいもの、見所いっぱい！
笠間の秋の魅力を紹介します。

﹁かさましこ﹂として２０２０年

ギャラリー︑ショップ︑陶芸体験
までさまざまな形で陶芸に触れられ
る複合施設︒体験は︑スタッフが丁
寧に指導してくれるので気軽に楽し
める︒館内には２つのカフェがあり
ゆっくりと過ごせる︒

素朴で温かみのある質感が魅力の笠間
焼。茶碗やコーヒーカップ、皿など、毎
日を優しく彩る、生活に密着した陶器を
製造販売している。

まるごと満喫

▲歴史のある窯元が並
ぶ「やきもの通り」

笠間焼誕生250年祭オープニングイベント
笠間焼についての基調講演とパネルディスカッショ
ン、作品展示ほかを予定。
日時：9月23日㈷ 10:00〜

笠間焼協同組合

会場：笠間公民館大ホール

TEL.0296-73-0058

