
 

 

 

「晴レの酒、花の宴。」の開催 
 

公益社団法人日本観光振興協会（本部：東京都港区 会長 山西 健一郎）が事務局を

務める「日本酒蔵ツーリズム協議会」は、令和 2年 2月 8日（土）～9日（日）に文化庁

日本博事業の一環として「晴レの酒、花の宴。」を開催いたします。 

国重要文化財・旧醸造試験所第一工場である「赤煉瓦酒造工場」（東京都北区）にて、日

本産酒類（日本酒・焼酎・泡盛及びワイン、ビール等）の認知拡大と価値向上を図るため、

イベントを開催いたします。詳細は以下のとおりです。 

 

1. 開催日時 

令和 2年 2月 8日（土）～2月 9日（日） 
 

2. 開催場所 

国重要文化財・旧醸造試験所第一工場「赤煉瓦酒造工場」（東京都北区滝野川 2-6-30） 
 

3. 主催 

公益社団法人日本観光振興協会、日本酒蔵ツーリズム推進協議会 
 

4. 後援 

国税庁、一般社団法人東京北区観光協会 
 

5. 内容 

（1） 2月 8日（土） 

12時 30分～ ダイアン吉日さんによる落語 ※1 

14時 30分～ 渡邊香澄さんによる琴の演奏 ※1 
 

（2） 2月 9日（日） 

11時 30分～ 小野リサさんによるボサノヴァライブ ※1 

14時 30分～ 渡邊香澄さん（琴）と白倉柳一さん（尺八）の演奏 ※1 
 

（3） 2月 8日（土）～2月 9日（日） 

 15時 30分～ 手島麻記子さんによる講演 

「日本酒とチーズはなぜこんなに合うのか」※1 

 プロジェクションマッピングの演出  

 赤煉瓦酒造工場見学ツアー（1回 20名様限定。各日 2回実施）※2 

 日本酒及び泡盛の試飲・販売などを行います 

 当日は沖縄県首里城復興に関する文化遺産の復元・保存を目的とした募金活

動も行います 
※1 上記イベントは 60名様限定で、事前予約不可となります。各イベント開始 

1時間前より整理券を先着順に配布します。 

※2 ツアー開始 1時間前より整理券を先着順にて配布いたします。 
 
6. イベント詳細 

https://www.sakagura-navi.com/ 

令和 2年 1月 30日  
公益社団法人日本観光振興協会  

観光地域づくり人材育成部門  

地域ブランド創造 担当：杉野・西島 

TEL：03-6435-8550 / FAX：03-6435-6921 NEWS RELEASE 

https://www.sakagura-navi.com/
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花見の季節が待ち遠しい2月の日本酒のイベント

①ＪＲ王子駅（北口）
　より徒歩 約8分 
②南北線王子駅（3番出口）
　より徒歩 約10分 
③都電荒川線飛鳥山停留場
　より徒歩 約8分

［公式ホームページ］https://www.sakagura-navi.com

赤煉瓦酒造工場（国重要文化財・旧醸造試験所第一工場）
〒114-0023　東京都北区滝野川2-6-30

小野リサさん
ボサノヴァ歌手

ダイアン吉日さん
バイリンガル落語家

渡邊香澄さん
琴奏者

白倉柳一さん
尺八奏者

日本の醸造技術の歴史を感じながら
美味しい日本酒を味わいませんか。
お酒に合うおつまみの販売、
プロジェクションマッピング、

ゲストによるライブパフォーマンスなど、
2日間だけのスペシャルプログラムを
ご用意してお待ちしております。

スペシャルゲスト

地元企業
トキハソース（株）の
キッチンカーも
やってくる！！

出演スケジュールは、裏面にあります。 ※詳しくは、公式ホームページをご覧ください。
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公益社団法人 日本観光振興協会、日本酒蔵ツーリズム推進協議会主 催
国税庁、一般社団法人 東京北区観光協会後 援

最新情報は、こちらの
公式ホームページより
ご確認ください
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会場は、国重要文化財のため暖房がない場所もございます。
防寒対策を十分にご準備いただいた上でご来場ください。

◆イベントに関するお問い合わせ　株式会社ノマド　Tel. 03-3355-3941

（雨天決行 ※但し、荒天の場合は中止）

2020年

10:00～ 17:00（入場16：30まで）
（土）8 （日）92

入場無料
Free Admission

公式twitter

公園

会 場

無料

Agency for Cultural Affairs, Government of Japan 日本酒蔵ツーリズム推進協議会



BOSSA NOVA

小野リサさんによる
ボサノヴァライブ
1962年、ブラジル・サンパウロ生ま
れ。10歳までブラジルで過ごし、15歳
からギターを弾きながら歌い始める。
1989年、アルバム『カトピリ』でデ
ビュー。“ボサノバの神様”アントニオ・
カルロス・ジョビンや、“ジャズ・サンバ
の巨匠”ジョアン・ドナートとの共演、
ニューヨークやブラジル、アジア各国
での公演も積極的に行っている。
1999年、アルバム「ドリーム」が20万
枚を超えるヒットを記録するなど、こ
れまでに日本ゴールドディスク大賞
「ジャズ部門」を4度受賞。
2013年にブラジル政府からリオ・ブラ
ンコ国家勲章を授与されるなど、日
本におけるボサノバの第一人者とし
ての地位を不動のものとしている。
「小野リサコンサート2020 Love Joy 
and Bossa Nova」が、2020年2月21日
Bunkamuraオーチャードホールから
スタート。

KOTO

渡邊香澄さんによる琴の演奏

SHAKUHACHI

白倉柳一さん
による尺八の演奏

東京藝術大学音楽学部邦
楽科箏曲生田流専攻卒
業。2009年より本格的にラ
イブやコンサート活動を開
始する。これまでの古典演
奏に加え、25絃箏による巾
広い楽曲を取り入れた演
奏スタイルは、邦楽ファン
のみならず、初めて箏を聴
く人にも喜ばれている。

人間国宝故山本邦山氏に師事。他
ジャンルとのコラボレーションも多く、
特にピアノとのデュオでは複数のコ
ンテストでの受賞歴がある。

［公式ホームページ］https://www.sakagura-navi.com

（雨天決行 ※但し、荒天の場合は中止）

2020年

10:00～ 17:00（入場16：30まで）
（土）8 （日）92

入場無料
Free Admission

日本酒に合う
国産チーズの販売

BILINGUAL RAKUGO

ダイアン吉日さんによる落語
英語落語の先駆者、故桂枝雀氏の「お茶子」を
務めたことをきっかけに落語と出会い、1998年自
ら初舞台を踏む。「日本には素晴らしい文化があ
るから大切にしないといけない。その良さを世界
中の人に伝えたい。そして日本の人たちにも改め
て知ってもらいたい。」そんな気持ちで日々活動
中。2013年、中曽根康弘賞受賞。

スペシャルゲストによる特別プログラム

プロジェクション
マッピングの演出

※掲載の写真は全てイメージです

赤煉瓦酒造工場（国重要文化財・旧醸造試験所第一工場）

2/9は
白倉柳一さん
とのセッションも

花見の季節が待ち遠しい2月の日本酒のイベント

日本の醸造技術の歴史を感じながら美味しい日本酒を味わいませんか。
　お酒に合うおつまみの販売、プロジェクションマッピング、ゲストによるライブパフォーマンスなど、

2日間だけのスペシャルプログラムをご用意してお待ちしております。

最新情報は、こちらの
公式ホームページより
ご確認ください

美味しい日本酒の
試飲販売

赤煉瓦酒造工場
見学ツアー 日本酒と

国産チーズの
ペアリング
日本酒とチーズは
なぜこんなに合うのか

講師：手島 麻記子さん
（日本酒造組合中央会認証 
日本酒スタイリスト）

ゲスト：坂上 あきさん
（チーズプロフェッショナル
協会 常務理事）

セミナー開催

◆イベントに関するお問い合わせ　株式会社ノマド　Tel. 03-3355-3941
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12:30～ 
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（2/9のみ出演）

各日 40名
様限定

（午前20名
様、午後20名

様）

※事前予約不可、入場先着順。公演当日整理券を配布致します

公式twitter

世界酒蔵ランキング2019
4位にランクインした

外池酒造店も出店します

Ⓒ彩食絢美

2/8（土）・9（日） 15:30～

※ミス日本酒も登場します※ミス日本酒も登場します


