
【静岡市主催事業】

【静岡市連携事業】

2 　第6回世界お茶まつり　秋の祭典
　第６回世界お茶まつり実行委員会
（静岡県経済産業部お茶振興課内）

　平成28年10月27日(木)～
　平成28年10月30日(日)

　グランシップ
（駿河区池田地内）

　お茶に関する最新の情報を提供するとともに、新しい愉しみ方を提案し、お茶を
通した一層の交流を進め、茶文化の普及、需要創造のためプログラムを実施。

1 　駿府ふるさと収穫祭・お茶の湯接待 　静岡市中央商店街連合会
　平成28年10月15日(土)・
　平成28年10月16日(日)

　静岡市街地
（葵区紺屋町地内ほか）

　2日間、秋の「収穫」にちなんだ出店を実施。10月15日（土）には呈茶等でお客
様をおもてなしする「お茶の湯接待」を実施。

No. 事業名 実施主体 実施期間 実施場所 事業概要

　静岡市職員等を対象に複数種類の「静岡市のお茶」の購入希望を募り、一括販売
を実施。

　「ロマン塾はまだ」にて「お茶の美味しい入れ方」と「闘茶体験」に関する講座
を開催。

21 　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売 　静岡市（農業政策課） 　平成28年12月 9日(金)
　市役所各庁舎
（葵区追手町地内ほか）

20 　ロマン塾はまだ「お茶　美味しい入れ方　闘茶体験」 　静岡市（生涯学習推進課） 　平成28年11月16日(水)
　浜田生涯学習交流館
（静岡市清水区浜田町地内）

19 　地域交流まつり「お茶と健康」PR 　静岡市（葵区役所健康支援課） 　平成28年11月12日(土)
　城東保健福祉センター
（葵区城東町地内）

　健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の日」も
PRする。

　日本茶業界の拡大に貢献したマッケンジー夫妻の自宅にて、静岡の緑茶と紅茶の
入れ方、お茶の歴史に関する講座と建物のガイドツアーを実施。

18
　旧マッケンジー住宅顕彰事業　「～旧マッケンジー住宅で満
喫～　おいしい静岡茶の入れ方とお話し」

　静岡市（文化財課） 　平成28年11月12日(土)
　旧マッケンジー住宅
（駿河区高松地内）

17 　静岡市営競輪「静岡市お茶の日」ＰＲ事業 　静岡市（公営競技事務所）
　平成28年11月 7日(月)～
　平成28年11月 9日(水)

　静岡競輪場
（駿河区小鹿地内）

　静岡市営競輪開催時に、CS放送にてMC等が茶娘衣装を着用して放送しながら「静
岡市お茶の日」のPRを実施。

　葵区各地域住民が開催するイベントや見どころを巡る日帰りバスツアー（葵トラ
ベラー）を実施。内牧地区の結成寺を訪れ、お茶席で抹茶や煎茶を試飲する。

　11月１日の静岡市「お茶の日」の時期に合わせ、市内の小中学校にて、お茶を使
用した給食の提供。

16 　葵区魅力づくり事業「葵トラベラー安倍口編　内牧大茶会」 　静岡市（葵区地域総務課） 　平成28年11月 3日(木)
　結成寺
（静岡市葵区内牧地内）

15 　お茶を使った学校給食の提供 　静岡市（学校給食課）
　平成28年11月 1日(火)～
　平成28年11月30日(水)

　市立小中学校

　戦後静岡の地場産業について、静岡の近代史と共に探る講座を開催。

　静岡市立中央図書館内の展示コーナーにおいて、お茶に関する図書の展示・貸出
を実施。

14
　駿河生涯学習センター「静岡産業三大噺～お茶・模型・時計
～」

　静岡市（生涯学習推進課） 　平成28年10月29日(土)
　静岡市駿河生涯学習センター
（駿河区小鹿地内）

13 　お茶関連図書の展示 　静岡市（中央図書館）
　平成28年10月27日(木)～
　平成28年11月23日(水)

　静岡市中央図書館
（葵区大岩本町地内）

12 　藁科保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR 　静岡市（葵区役所健康支援課） 　平成28年10月22日(土)
　藁科保健福祉センター
（葵区羽鳥本町地内）

　健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の日」も
PRする。

11 　フィエスタ大里　健康まつり「お茶と健康」PR 　静岡市（駿河区役所健康支援課） 　平成28年10月16日(日)
　大里保健福祉センター
（駿河区中野新田地内）

　健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の日」も
PRする。

　「アースカレッジ2016」にて、美味しいお茶の淹れ方から飲み比べの体験講座を
開催。

10 　静岡市お茶の日関連イベントスタンプラリー 　静岡市（農業政策課）
　平成28年10月15日(土)～
　平成28年12月9日(金)

　青葉緑地B1～B5ブロックほか
（葵区呉服町二丁目地内ほか）

9 　長田生涯学習センター「日本茶を飲もう！楽しもう！」 　静岡市（生涯学習推進課）
　平成28年10月13日(木)～
　平成28年11月10日(木)

　長田生涯学習センターほか
（静岡市駿河区寺田地内ほか）

　静岡市「お茶の日」周辺に開催される4イベントでのスタンプラリーを実施し、
応募者の中から、抽選で景品をプレゼント。

　製茶工場見学や生産者の話、お茶の淹れ方や闘茶体験等を通じて、静岡のお茶に
ついて学ぶ、「日本茶」をテーマとしたお茶講座を開催。（全4回講座）

5 　高齢者学級みのり大学大里学級「闘茶体験教室」 　静岡市（生涯学習推進課） 　平成28年10月 6日(木)
　大里生涯学習センター
（静岡市駿河区中野新田地内）

　健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の日」も
PRする。

8 　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚 　静岡市（農業政策課）
　平成28年10月11日(火)～
　平成28年11月 2日(水)

　市役所庁舎、JR駅構内ほか
（葵区追手町地内ほか）

　静岡市「お茶の日」に関する横断幕・懸垂幕を市内各所に掲揚。

　県内産地の緑茶についての講義と、産地や品種によるお茶の味と香りの違いを楽
しむ闘茶体験を通して、総合的にお茶を学ぶ講座を開催。

7 　社会教育・そでし女性学級 　静岡市（生涯学習推進課） 　平成28年10月11日(火)
　袖師生涯学習交流館
（静岡市清水区袖師町地内）

6
　アースカレッジ2016「静岡人の基礎知識！お茶にまつわるエ
トセトラ」

　静岡市（生涯学習推進課） 　平成28年10月 8日(土)
　葵生涯学習センター
（葵区東草深町地内）

　「お茶を楽しみながら、日本型食習慣について考えよう」をテーマにした講座を
開催。

4 　東部保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR 　静岡市（葵区役所健康支援課） 　平成28年10月 1日(土)
　東部保健福祉センター
（葵区千代田地内）

3 　市長とお茶カフェ＆ランチトーク 　静岡市（広報課）
　平成28年 7月～
　平成29年 2月

　各回ごとに設定
　様々な活動をしている団体の皆さんと市長が、活動から感じる市政の課題につい
て、静岡市産のお茶とお菓子、またはランチを楽しみながら意見交換を実施。

2 　静岡市「お茶の日」広報事業 　静岡市（広報課） 　平成28年 4月～ 　各種広報媒体
　各種媒体を活用し、静岡市「お茶の日」及び本市茶業関連施策に関する広報を実
施。

　特徴あるお茶やお茶スイーツ等の販売、お茶の美味しい入れ方の紹介など、「お
茶のまち静岡市」を体感できるイベントを実施。

２．実施事業一覧

1 　第5回静岡市お茶まつり　※主要事業 　静岡市（農業政策課） 　平成28年10月15日(土)
　青葉緑地B1～B5ブロック
（葵区呉服町二丁目地内ほか）

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所 事業概要



【その他団体主催事業】

　※　網掛けされた事業は、イベント形式等により、市民等の参加・来場を広く募るもの。

22 　第5回丸子カフェまつり 　NPO法人丸子まちづくり協議会
　平成28年12月17日(土)・
　平成28年12月18日(日)

　駿府匠宿
（駿河区丸子地内）

　丸子スイーツ食の祭典に加え、紅茶まつり、緑茶の手揉体験を実施。

21 　グリーンウォーキング　～静岡お茶のふる里を歩く～ 　静岡里山ウォーキングクラブ 　平成28年11月27日(日)
　大川地区内
（葵区大川地区内）

　地元の生産農家の方の案内と日本茶インストラクターの話を聞きながら、お茶に
親しんでもらうウォーキングを実施。

20 　アグリフェスタしみず 　清水農業協同組合 　平成28年11月27日(日)
　清水マリンパーク
（清水区港町地内）

　「清水のお茶」をはじめ、「清水の農産品」等のPR、販売を実施。

19 　おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭 　大沢振興会 　平成28年11月27日(日)
　大沢地区内
（葵区大沢地内）

　「おおさわ縁側カフェ」開催日に合わせ、大沢地区のお茶・農産物・加工品の販
売や豚汁の無料提供を実施。

18
　しずおかO-CHAプラザミニ講座「普段使いで楽しもう！抹茶・
粉末茶」

　公益財団法人世界緑茶協会
　平成28年11月17日(木)～
　平成28年12月 1日(木)

　しずおかO-CHAプラザ
（駿河区南町地内）

　抹茶や粉末茶を家庭で気軽に楽しむ方法をわかりやすく伝える講座を開催。（期
間中6回開催）

17 　足久保里まつり2016 　足久保学区自治会連合会　里まつり実行委員会 　平成28年11月 6日(日)
　足久保公民館・新光明寺ほか
（葵区足久保口組地内ほか）

　足久保茶・地域特産物・お茶のスイーツ等の販売及び煎茶本席・抹茶野点席を実
施し、足久保茶及び足久保地域のPRを実施

16 　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園 　駿府本山お茶まつり委員会
　平成28年11月 5日(土)・
　平成28年11月 6日(日)

　駿府城公園紅葉山庭園
（葵区駿府城公園地内）

　様々な種類の静岡本山茶を生産者自らが呈茶する茶席を設け、有料呈茶・販売を
実施。また茶室入口外にて抹茶挽き体験・抹茶呈茶を実施。

15 　第28回　内牧大茶会 　内牧町内会 　平成28年11月 3日(木)
　結成寺
（葵区内牧地内）

　結成寺本堂で献茶式・口切りの儀を執り行った後、境内での餅つき、地元特産物
の即売等と合わせ、煎茶・手揉茶・抹茶の茶席を実施。

14 　清水茶のれん会　「お茶の日」キャンペーン 　清水茶のれん会
　平成28年11月 1日(火)～
　平成28年11月 6日(日)

　清水区内茶小売店9店舗
（清水区梅田町地内ほか）

　清水茶のれん会に加盟する各店舗にて割引等を実施。

13 　静岡市「お茶の日」啓発イベント 　静岡市茶業振興協議会 　平成28年11月 1日(火)
　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース

（葵区黒金町地内）
　静岡市のお茶を味わう茶席を設け、啓発グッズ配布などを含めたイベントを実
施。

12 　わらしな本山茶杯 　JA静岡市藁科茶業委員会 　平成28年11月 1日(火)
　（株）静岡茶市場
（葵区北番町地内）

　葵区藁科地区の特徴あるお茶を集めたコンテストを開催。

11 　清水エスパルスホームゲームでの「お茶の日」PR 　静岡市茶業振興協議会 　平成28年10月23日(日)
　IAIスタジアム日本平
（清水区村松地内）

　来場者へお茶の日啓発物品を配布し、電光掲示板にてお茶の日を案内。ハーフタ
イムには、横断幕を持ちスタジアム内でのPRを実施。

10 　第34回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀 　駿府本山お茶まつり委員会 　平成28年10月23日(日)
　久能山東照宮拝殿ほか
（駿河区根古屋地内ほか）

　春に茶壺に詰めた静岡本山茶を保管・熟成させ、井川大日峠お茶蔵より蔵出し
し、市街地を経て久能山東照宮へ届け、奉納する一連行事を実施。

9 　秋の茶まつり 　静岡茶商工業協同組合
　平成28年10月22日(土)～
　平成28年11月 6日(日)

　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース

（葵区黒金町地内）
　「静岡市のお茶」を紹介するとともに、お茶のまち静岡市の情報発信拠点である
「喫茶一茶」や静岡市「お茶の日」のPRを実施。（期間中7回実施）

8 　第11回全国市議会議長会研究フォーラムｉｎ静岡でのおもてなし 　第11回全国市議会議長会研究フォーラム実行委員会
　平成28年10月18日(火)・
　平成28年10月20日(木)

　グランシップ
（駿河区池田地内）

第11回全国市議会議長会研究フォーラムで全国から訪れる市議会議員に対し、静岡
茶のおいしさを知っていただくため、お茶でおもてなしを実施。

7 　第12回静岡市芸術祭「市民大茶会・清水茶道会」 　静岡市文化協会
　平成28年10月16日(日)・
　平成28年10月23日(日)

　駿府城公園紅葉山庭園ほか
（葵区駿府城公園ほか）

　お茶の楽しみ方や作法など話を交えて、静岡市で活動する5流派による茶会を実
施。

6 　第四回逸品お茶会 　日本茶インストラクター協会静岡県支部 　平成28年10月16日(日)
　（株）静岡茶市場
（葵区北番町地内）

　静岡県内のお茶生産者・流通業者が自慢のお茶を持ち寄り自らお茶の説明する。
実際に飲んで、気に入ったお茶の購入もできる。

5
　「お茶のまち静岡市ラッピングタクシー」プレゼントキャン
ペーン

　静岡市タクシー協議会 　平成28年10月15日(土)～ 　静岡市内
　「お茶のまち静岡市ラッピングタクシー」利用者に対し、特典として景品をプレ
ゼント。

4 　静岡市「お茶の日」のぼり旗の掲揚 　静岡市茶業振興協議会
　平成28年10月11日(火)～
　平成28年11月 2日(水)

　静岡市内
（清水区蒲原新田地内ほか）

　静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市内各所に掲揚

3 　市内宿泊施設でのおもてなし 　静岡市ホテル旅館協同組合
　平成28年 6月13日(月)～
　平成28年10月19日(水)

　市内宿泊施設3施設
（葵区油山地内ほか）

　市内宿泊施設にて、「静岡市のお茶」の呈茶等でお客様をおもてなしする事業を
実施。

2 　客船歓迎事業 　清水港客船誘致委員会
　平成28年 9月20日(火)～
　平成28年10月17日(月)

　清水港日の出埠頭
（清水区日の出町地内）

　客船の寄港に合わせ、清水マリンターミナル内で外国人乗船客向けにお茶会の体
験等を実施。（期間中4回実施）

1 　市内飲食店での「冷茶ボトルキャンペーン」 　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部
　平成28年 7月15日(金)～
　平成28年 9月30日(金)

　市内飲食店13店舗
（葵区西草深町地内ほか）

　「静岡のお茶」の中から各店舗が「冷茶ボトル」にて提供するキャンペーンを実
施。

No. 事業名 実施主体 実施期間 実施場所 事業概要


