泡 盛
AWAMORI SESSION

with Christopher Pellegrini
at SHIMAZAKE FESTA 2019
April 14th, Sunday (1)14:30~14:50, (2) 14:55~15:15

* 1st session will be in English, 2nd session will be in Japanese.
* For each session, seats are limited to 20 people.
Place: Meeting room no.2 (first base side), Okinawa Cellular Stadium Naha
(http://shimazake-festa.jp/)
Contents: - Introduction of Awamori by Mr. Pellegrini, a shochu and awamori expert
- Awamori tasting
Fee: Free *Entrance for Shimazake Festa is free, but for drinking tickets are required.
(¥1,500 when purchased ahead of time and ¥2,000 on the day of the event)

Organizer: JETRO Okinawa, Assistance: Okinawa Awamori Distillers Association
As a Ryukyu Awamori Export Project. Subsidy Program of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

*Christopher Pellegrini is a shochu and
awamori expert living in Tokyo, Japan
(licensed by SSI in Japan and SSA in the
United States). He is the author of “The
Shochu Handbook,” the first book about
shochu and awamori written in a language
other than Japanese. Additionally, he is a
contributor to the upcoming “Oxford
Companion to Spirits and Cocktails,” and he
works as the English language editor of the
various shochu-promoting publications
produced by “The Kyushu Advantage.”
Pellegrini also holds a Master’s Degree in
English Education from University College
London. (https://shochu.pro/)

LOCATION

Venue: Meeting room No.2
*located on the ground floor, 1st base side
Okinawa Cellular Stadium Naha
(42-1 Onoyamacho, Naha City)

*No parking lots available. Please use public transport to travel to the venue.
*Okinawa Cellular Stadium Naha is about 3 min walk from “Tsubogawa” monorail staion,
5 min walk from “Onoyama Park” monorail station.

主催：ジェトロ沖縄、後援：沖縄県酒造組合
農林水産省補助事業・琉球泡盛海外輸出プロジェクト関連事業

泡 盛

泡盛の魅力新発見！
泡盛セミナー with クリストファー・ペレグリーニ
at 島酒フェスタ 2019

4 月 14 日(日) ①14:30～14:50 ②14:55～15:15
※全編英語※

※全編日本語※

（各回定員 20 名）

場 所：沖縄セルラースタジアム那覇 第 2 会議室 ※1 塁側 (http://shimazake-festa.jp/)
内 容：外国人から見た泡盛の魅力とその伝え方
講 師：クリストファー・ペレグリーニ （泡盛、焼酎のエキスパート）
参加費：無料

各回定員
20 名

※島酒フェスタは入場無料ですが、試飲にはチケットが必要です。（前売り\1,500、当日\2,000）

クリストファー・ペレグリーニは、
東京に 16 年在住している。
日本酒サービス研究会の唎酒師と
して認定されており、日本酒サービ
ス研究会及びサケ・スクール・オブ・
アメリカの焼酎アドバイザーコー
スを双方共に修了した唯一の人物
である。日本酒造組合中央会のセミ
ナーや通訳案内士向けの講師を務
めた実績もある。
2014 年には、初めて英語で書かれ
た 焼 酎 の 本 、「 The Shochu
Handbook 」 を 出 版 し た ほ か 、
shochu.pro というサイトを運営し
ている。 (https://shochu.pro/)

泡盛セミナー会場地図

会 場: 沖縄セルラースタジアム那覇
（那覇市奥武山町 42-1）
第 2 会議室

*1 塁側の会議室です。

駐車場のご用意がございませんので、公共交通機関をご利用しお越しください。
モノレールでは、「壷川駅」より徒歩 3 分、「奥武山公園駅」より徒歩 5 分です。

