
www.takaramono-pj.jp

Nippon Takaramono Project
– Live Performance at Japan Heritage
in Arita

有田公演
佐賀県

「やきものの里」であそぶ
ライブ＆スペシャル企画の2日間！

日時＝2019年3月9日○土  13:00～16:30(予定)
会場＝有田町
①香蘭社 赤絵町工房  〒844-0005佐賀県西松浦郡有田町幸平2-3-2
②泉山磁石場  〒844-0001佐賀県西松浦郡有田町泉山1-33

鑑賞無料（一部予約可・当日席あり）  ※まち歩きツアーのみ有料
［事前予約］WEB予約  www.takaramono-pj.jp  締切2019年3月7日(木)
一部鑑賞券配布あり。詳細は中面参照
［当日席］直接会場へお越しください（先着順）

Date: 9 March 2019 (Sat) 13：00～
Venue: Arita Town
①Akaemachi Kobo  2-3-2Kobira, Arita Town
②Izumiyama Jisekiba  1-33 Izumiyama, Arita Town

www.takaramono-pj.jp

Nippon Takaramono Project
– Live Performance at Japan Heritage
in Hasami

波佐見公演
長崎県

「やきものの里」であそぶ
ライブ＆スペシャル企画の2日間！

Date: 10 March 2019 (Sun) 11：00～
Venue: Hasami Town
①Nishinohara 833 studio  2196-2 Isekigo, Hasami Town
②Kokaido  2191 Isekigo, Hasami Town

日時＝2019年3月10日○日  11:00～16:30(予定)
会場＝波佐見町
①西の原833スタジオ  〒859-3711長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2196-2
②旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂  〒859-3711長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2191

鑑賞無料（一部予約可・当日席あり）
［事前予約］WEB予約  www.takaramono-pj.jp  締切2019年3月7日(木)
一部鑑賞券配布あり。詳細は中面参照
［当日席］直接会場へお越しください（先着順）



平戸市

佐世保市

伊万里市

波佐見町

有田町

唐津市

嬉野市

武雄市

佐賀県

長崎県

ライブを楽しんで、ちゃっかり学ぶ。 「ニッポンたからものプロジェクト」 2018年度は全国11県で続々開催！

・有田観光協会（有田町）
・KILN ARITA 観光案内所（有田町）
・波佐見町観光協会（波佐見町）
・西の原「monné porte」（波佐見町）

ライブ1とライブ3の鑑賞券取り扱い

Special FREE event to explore local culture and traditional performing arts!
The Hizen area spread in Saga and Nagasaki prefectures is a hometown of the Japanese porcelain. This is a special 2-day 
even for you to enjoy the history and culture of the region, top-class traditional performing arts, and quality porcelain 
products, all at once! All takes place at unique venues, so don’t miss it! For details, visit our web at www.takaramono-pj.jp

主催＝文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会　共催＝肥前窯業圏活性化推進協議会（佐賀県、長崎県、唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町、佐世保市、平戸市、波佐見
町等）　広報協力＝近畿日本ツーリストコーポレートビジネス　協力＝一般社団法人共同通信社、一般社団法人日本劇作家協会、公益社団法人落語芸術協会　後援＝朝日新聞社、有田ケー
ブルネットワーク、伊万里ケーブルネットワーク、NHK佐賀放送局、NHK長崎放送局、NCC長崎文化放送、NBC長崎放送、NBCラジオ佐賀、エフエム佐賀、エフエム長崎、KTNテレビ長崎、ケー
ブルワン、株式会社佐賀銀行、佐賀新聞社、佐賀ターミナルビル株式会社、サガテレビ、株式会社親和銀行、株式会社時事通信社佐賀支局、株式会社時事通信社長崎支局、テレビ九州、テレビ
西日本、TVQ九州放送、長崎空港ビルディング株式会社、長崎国際テレビ、長崎新聞社、西日本新聞社、ぴ～ぷる放送、福岡放送、
藤津ケーブルビジョン、ホテルオークラＪＲハウステンボス、毎日新聞、松浦鉄道株式会社、読売新聞西部本社

お問合せ　公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会 【略称：芸団協】
TEL：03-5909-3060（平日10:00～18:00）　Email：takaramono@geidankyo.or.jp
※公演開催に関する緊急連絡は、ホームページでご案内します。 ※出演者・内容は変更になる場合があります。

観覧方法
（先着順・全席自由）

いずれもウェブサイトからお申込みいただけます。 WEBサイト→www.takaramono-pj.jp（申込締切：2019年3月7日（木））

有田公演 ライブ1　無料。WEB予約可。鑑賞券配布もしています。
 まち歩きツアー 有料（1,500円）、要予約、WEBにてお申込みください。2/14、0時より申込開始。
 ライブ2　無料。申込不要！ 直接会場までお運びください。

波佐見公演 スペシャルトーク　無料。WEB予約可。当日席あり。
 ライブ3　無料。WEB予約可。鑑賞券配布もしています。当日席あり。
※鑑賞券をお持ちの方、および事前予約された方は、当日開演10分前までに受付をお済ませください。10分前を過ぎますと予約は無効となり、当日席として開放します。

やきものの里『肥前のまち』の日本遺産って？

　 見て聴いて、歩いて食べて、遊んで学ぶ、

　　　　　　　　カルチャー・エンターテイメン
ト

2日とも、コーヒーやお茶、肥前やきもの圏の
お菓子等をご用意して、お待ちしてます！（無

料／予約不要／先着順／限定数）

公式
ウェブサイト

旅人（進行）  はな（モデル）

美しい磁器が並ぶ
やきものの里で、
お気に入りの1枚を探したいな。

波佐見公演　2019年3月10日○日 　テーマ 『味わい』有田公演　2019年3月9日○土 　テーマ 『歩み』
旅人（進行）  ユージ

やきものの歴史探訪、
みなさんとのまち歩きも
楽しみです!

波佐見有田IC
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Live 1  ライブ Special Talk  スペシャルトーク

トーク ユージ／尾﨑葉子（有田町歴史民俗資料館館長）
プロのライブ　講談 神田真紅　津軽三味線 浅野祥

13：00～13：40頃　会場：香蘭社 赤絵町工房
WEB予約可（定員60名）

肥前の歩いてきた道、よっ名調子！

肥前が「やきものの里」となった汗と涙の歩みを、トーク＆ライブでお届け。
オリジナルの講談を、立て板に水の名調子で語ります！

トーク はな／田中ゆかり（テーブルコーディネーター）

13：00～13：30頃　会場：西の原「833スタジオ」
WEB予約可・当日席あり（定員50名）

はなと味わう、器とおもてなし

食卓を彩る器選び！ お茶菓子つきのトークセッション。

Live 3  ライブ

トーク 中野雄二（波佐見町教育委員会学芸員）／福田学（皿山人形浄瑠璃保存会会長）
地域芸能　皿山人形浄瑠璃（県指定無形民俗文化財）
皿山人形浄瑠璃保存会 美玉座
特別出演 太夫・豊竹靖太夫／三味線・野澤錦糸
プロのライブ　講談 神田真紅
津軽三味線 浅野祥　篠笛 佐藤和哉　和太鼓 三浦公規　ピアノ 森藤晶司

14：00～15：30頃 　会場：旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂
WEB予約可・鑑賞券配布あり・当日席あり（定員200名）

今と未来を味わう、彩りライブ！

多彩な肥前のやきもの文化。過去を見つめ、未来を感じる末広がりライブ！

Marché  マルシェ

11：00～16：30　会場：西の原「monné porte」

地域の味わい、てんこ盛り！

地域の物産など、たくさんご用意してます！

Live 2  ライブ

トーク ユージ／尾﨑葉子（有田町歴史民俗資料館館長）
地域芸能 皿踊り 有田町民のみなさん
プロのライブ　和太鼓 三浦公規／織江響／保科利伸
 津軽三味線　浅野祥

15：00～15：40頃　会場：泉山磁石場　予約不要（定員200名）
（雨天会場：香蘭社 赤絵町工房／定員60名）

歩みの源で、ダイナミックライブ！

日本磁器の発展はここから始まった。踊りや音楽で地域の恵みを体感！
※会場変更の決定は、3/8（金）午前中に公式サイト、Twitterでご案内します。

Walking Tour  まち歩き

13：50頃～（40分程度）　香蘭社 赤絵町工房から泉山磁石場まで
参加費1500円／要WEB予約（定員40名・先着順）

出演者と一緒に、まちを歩こう！

ユージさん・浅野祥さん・神田真紅さん・尾﨑葉子さんと歩こう！
磁石場までのガイドツアー。 ※雨天時は時間短縮で実施。出演者の同行はありません。

田中ゆかり

16：00頃～16：30頃 「うつわ男子と一緒に歩こう！」
泉山磁石場から赤絵町工房までのガイドツアー。（無料・当日磁石場で受付）
もっとディープに、もっとおしゃれに楽しみませんか？
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浅野祥

三浦公規

豊竹靖太夫福田学中野雄二 野澤錦糸
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