
 

 

 

2018年９月 10日 

ＪＲ九州ハウステンボスホテル株式会社 

 

ホテルオークラＪＲハウステンボス 

「第４回 地域を元気に！プロジェクト」 

400 年熟成観光地。肥前やきもの圏 

～芸術と産業、地域連携で協創する観光まちづくり～を開催いたします 

 

ホテルオークラＪＲハウステンボス（佐世保市ハウステンボス町 10番、代表取締役社長 赤木 征二）

では、地域の皆さまに日頃のご愛顧と感謝の気持ちを表すとともに、ＪＲ九州グループを挙げて取り組む

「地域を元気に」の一助となるべく、第４回目の事業として日本遺産認定「日本磁器のふるさと 肥前」の

長崎県県北と佐賀県にまたがる肥前窯業圏（肥前やきもの圏）の歴史、魅力等の情報発信を行い観光振興

とまちづくりの提案を行います。 

 また、ゲストとして十四代 中里太郎右衛門氏、源右衛門窯 金子 昌司氏、平戸松山窯 中里 月度務氏

をお迎えして佐賀県立九州陶磁文化館 館長 鈴田 由紀夫氏と日本陶器や磁器の魅力やまちづくりにつ

いてのプレミアム座談会も開催いたします。 

 

１. 日  時 ２０１８年１０月４日（木）１０：３０～１７：００ 

２. 場  所 ホテルオークラＪＲハウステンボス 1Ｆ「鳳の間」 

３. 内  容  シンポジウム１０：３０～１５：３０ 

  （1）基調講演「風土から生まれる陶器と磁器」 

 佐賀県立九州陶磁文化館 館長 鈴田 由紀夫氏 

        （2）プレミアム座談会「陶器 VS磁器」 

 佐賀県立九州陶磁文化館 館長 鈴田 由紀夫氏 

 ゲスト 

【唐 津】十四代 中里太郎右衛門氏 

 【有 田】源右衛門窯 金子 昌司氏 

                  【三 川 内】平戸松山窯 中里 月度務氏 

（3）プレゼンテーション「日本遺産登録を活かしたマーケティング戦略」 

 佐世保市観光商工部 部長 森永 博昭氏 

（4）講演「各産地の歴史と特徴、および今後の展望等」 

 講演者 

【唐 津】株式会社 一番館 代表取締役 坂本 直樹氏 

【三 川 内】今村 房の輔氏 

【波 佐 見】株式会社 一龍陶苑 代表取締役社長 一瀬 龍宏氏 

 



 

（5）パネルディスカッション「芸術と産業、地域振興で協創する観光まちづくり」 

 パネラー 

【唐 津】十四代 中里太郎右衛門氏 

【有 田】源右衛門窯 金子 昌司氏 

【唐 津】株式会社 一番館 代表取締役 坂本 直樹氏 

【三 川 内】今村 房の輔氏 

【波 佐 見】株式会社 一龍陶苑 代表取締役社長 一瀬 龍宏氏 

 コーディネーター 

 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 学科長 板垣 朝之氏 

４. 参加方法  参加無料ではございますが、お席の数に限りがございますので、事前のお申し込みを

お願い致します。 

         ※シンポジウムご参加の皆さまへ粗品を進呈させていただきます。 

        （1）FAXでのお申込み 

           チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、下記番号までお送りください。 

        （2）電話でのお申込み（受付時間 10：00～18：00） 

〔件名〕ホテルオークラＪＲハウステンボス シンポジウム 

          〔名前（ふりがな）〕〔住所〕〔電話番号〕 

          上記内容をご準備の上、ご連絡ください。 

          【お申込み先】ホテルオークラＪＲハウステンボス 営業企画室 広告宣伝グループ 

           TEL 0956-58-7111  FAX 0956-58-7155 

 

 肥前マルシェ 

１. 時  間 １０：３０～１７：００ 

２. 場  所 ホテルオークラＪＲハウステンボス 1Ｆ「鳳の間」 

３. 内  容   佐賀・長崎両県ご当地グルメの店頭販売 

         ※参加は無料でございます。 

         ※イベント内容は変更になる場合がございます。 

 

 



シンポジウムにご参加いただいた皆様には粗品を
プレゼントいたします。

入場無料
※シンポジウムのみ
　事前申し込み要

４００年熟成観光地。肥前やきもの圏
～芸術と産業、地域連携で協創する観光まちづくり～

2018 年 10 月 4 日 ( 木 ) 10：30 ～ 17：00
シンポジウム

会　　場 ホテルオークラＪＲハウステンボス 1 階　大宴会場「鳳の間」

◆「陶器  VS  磁器」

◆「風土から生まれる陶器と磁器」
     佐賀県立九州陶磁文化館 館長　鈴田 由紀夫氏

基調講演 

プレミアム座談会

三川内     平戸松山窯　中里 月度務氏
有  田   源右衛門窯　金子 昌司氏 ◆「芸術と産業、地域連携で協創する観光まちづくり」

パネルディスカッション

コーディネーター：長崎国際大学 人間社会学部
　　　　　　　　　国際観光学科 学科長　板垣 朝之氏

佐賀県立九州陶磁文化館 館長　鈴田 由紀夫氏
唐  津   十四代　中里太郎右衛門氏

◆「日本遺産登録を活かしたマーケティング戦略」
     佐世保市観光商工部　部長　森永 博昭氏

プレゼンテーション

10:30 ～ 10:50

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 13:15

14:30 ～ 15:30

有  田   源右衛門窯　金子 昌司氏

佐賀県立九州陶磁文化館 館長　鈴田 由紀夫氏
唐  津   十四代　中里太郎右衛門氏

◆「各産地の歴史と特徴、および今後の展望等」
講演 13:30 ～ 14:25

　　　　　　　　　唐　津　株式会社 一番館
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　坂本 直樹氏
　　　　　　　　　三川内　今村 房の輔氏
　　　　　　　　　波佐見　株式会社 一龍陶苑
　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　一瀬 龍宏氏

13:30 ～ 13:45

13:50 ～ 14:05
14:10 ～ 14:25

唐  津   株式会社 一番館　代表取締役　坂本 直樹氏
三川内     今村 房の輔氏
波佐見     株式会社 一龍陶苑　代表取締役社長　一瀬 龍宏氏

10：30 ～ 15：30 ( 受付 10：00 ～ )

【後援】佐賀県・長崎県・唐津市・有田町・佐世保市・波佐見町
            長崎国際大学・「肥前窯業圏」活性化推進協議会 ※順不同

【主催】ＪＲ九州ハウステンボスホテル株式会社

時　間：10：30～ 17：00

肥前マルシェ 同時
開催

「佐賀・長崎両県ご当地グルメの店頭販売」



名　前

ご所属・勤務先

ＴＥＬ

名　前（代表者）

フリガナ

名　前

フリガナ

名　前

フリガナ

名　前

フリガナ

お申し込み方法

① ＦＡＸ　※ 上記申込みフォームに必要事項を明記の上、お申し込みください。

② 電　話 （１０：００～１８：００）

お問い合わせ・お申し込み先

ホテルオークラＪＲハウステンボス

営業企画室　広告宣伝グループ

ＴＥＬ　　０９５６-５８-７１１１（代 表）

ＦＡＸ　　０９５６-５８-７１５５

フリガナ

〒

※いただいた個人情報は、本シンポジウム参加者の申し込み状況把握以外に

　使用することはございません。

※暴力団、暴力団関係者その他の反社会的勢力（過去にこれらに該当した者・団体を含む）の

　ご応募はお断りさせていただきます。

複数名でご参加の場合には、参加者氏名を下記にご記入ください。

住　所


