
(1)　事業概要

　　 「私のとっておきの『お茶の楽しみ方』」をテーマに作品を募集し、入賞

　 作品を表彰。（表彰式は第６回静岡市お茶まつり中止に伴い、中止）

(2)　応募点数

　 ①　小学生部門　30点

　 ②　中学生部門　23点

(3)　審査結果

　 ①　小学生部門

　 ②　中学生部門

優秀賞 　法月　花琳 　みんなでお茶をのもう 　静岡市立美和中学校　　 1年

実施状況

【小学生部門最優秀作品】 【中学生部門最優秀作品】

　静岡市立足久保小学校　 2年

優秀賞 　池ヶ谷　莉玖 　ゆったり一服 　静岡市立清水小島中学校 1年

優秀賞 　福西　耕助 　お茶の時間 　静岡市立美和中学校　　 2年

入賞区分 氏名 作品名 学校名

最優秀賞 　杉山　愛結 　おいしいお茶 　静岡市立西奈中学校　　 1年

実施期間
　　【募集期間】平成29年 7月 3日（月）～平成29年 9月 8日（金）
　　【審査日】　平成29年 9月14日（木）
　　【表彰式】　平成29年10月29日（日）　※第６回静岡市お茶まつり中止に伴い、中止

実施場所 　　静岡市内

事業内容

入賞区分 氏名 作品名 学校名

最優秀賞

優秀賞 　赤堀　結奈 　朝はやっぱりお茶！ 　静岡市立服織西小学校　 6年

優秀賞 　戸井　結友 　山の上でホットタイム 　静岡市立服織西小学校　 6年

　山崎　愛佳 　私とおばあちゃん 　静岡市立服織西小学校　 6年

優秀賞 　杉浦　いちる 　山いっぱいのお茶ばたけ

事業名 　　平成29年度静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）
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(1)　事業概要

　　 静岡で生産されたいろいろなお茶を使って家庭でも出来る料理とお菓子作

 　りを学ぶ講座を実施。(全2回講座)

(2)　実施内容

　 ①　料理（平成29年 9月21日(木)   9：30～11：30）

  　　 煎茶、烏龍茶を使用して「茶飯、烏龍茶汁、お茶しゃぶと野菜ときのこ

　　 サラダ、煎茶ドレッシング、常備菜」を作製

　 ②　お菓子（平成29年 9月28日(木)   9：30～11：30）

  　　 抹茶と紅茶を使用して「抹茶栗鹿の子、ぶどうと紅茶のゼリー」を作製

(3)　参加者数

　 成人　12人

実施場所 　　清水生涯学習交流館（清水区松井町地内）

事業内容

実施状況

【抹茶栗鹿の子の作り方】

事業名 　　清水生涯学習交流館「静岡茶の料理とお菓子作り」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成29年 9月21日（木）・平成29年 9月28日（木）
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(1)　事業概要

　　 各種媒体を利用し、『静岡市「お茶の日」』及び『静岡市のお茶の魅力』

　 に関する広報を実施する。

　　 

(2)　実施内容

①　ラジオ

【静岡市お茶まつり】

【駿府本山秋のお茶まつり】

② テレビ

【静岡市お茶まつり】

③　広報紙

【静岡市お茶まつり】

広報媒体 広報日時（期間）等

　広報しずおか 　平成29年10月号　1/2ページ

　平成29年10月20日（金） 1回　　（15秒間）

　静岡第一テレビ 　平成29年10月20日（金） 1回　　（15秒間）

　静岡放送 　平成29年10月20日（金） 1回　　（15秒間）

　テレビ静岡 　平成29年10月20日（金） 1回　　（15秒間）

事業内容

広報媒体 広報日時（期間）等

　シティエフエム静岡

　平成29年10月23日（月）～27日（金） 各日2回（5分番組中）

　平成29年10月28日（土） 1回　　（5分番組中）

　平成29年10月29日（日） 1回　　（5分番組中）

広報媒体 広報日時（期間）等

　シティエフエム静岡 　平成29年10月31日（月）～11月 5日（金） 20回　　（20秒CM中）

広報媒体 広報日時（期間）等

　SBSラジオ 　平成29年10月28日（土） 1回　　（5分番組中）

　FM静岡（K-MIX） 　平成29年10月24日（火） 1回　　（5分番組中）

　静岡朝日テレビ

実施主体
（所管課）

　　静岡市（広報課）

実施期間 　　平成29年10月～平成29年11月

実施場所 　　各種広報媒体

事業名 　　静岡市「お茶の日」広報事業
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④　市政広報ビデオ

【静岡市お茶まつり】

【「喫茶一茶」紹介】

【お茶のまち静岡市】

⑤　静岡市Facebookページ・静岡市Twitter

実施状況

広報媒体（記事内容） 広報日時（期間）等

　静岡市お茶まつり、しずまえ・オクシズまつり開催 　平成29年10月23日（月）

　三越日本橋店で静岡市のお茶　呈茶販売 　平成29年11月21日（火）

事業内容

広報日時（期間）等

　トコちゃんねる静岡 　平成29年10月 1日（日）～10月15日（日）

広報媒体 広報日時（期間）等

　市役所各庁舎 　平成29年11月 1日（水）～11月15日（水）

広報媒体 広報日時（期間）等

　トコちゃんねる静岡 　平成29年10月 1日（日）～10月15日（日）

広報媒体
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(1)　事業概要

　　 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」を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　　　お茶は体に良い成分が入っていて健康長寿に関連があること、「11月

 　 　　1日は静岡市お茶の日」を参加者に紹介。

　　　　 【掲示物】

 　　　　・「お茶の効能」模造紙

 　　　　・「11月1日は静岡市「お茶の日」です」のぼり旗

 　　　　・お茶のポスター（春風亭昇太氏）

　 　イ．チラシにて静岡市「お茶の日」を周知

　　　　 【配布物】

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

 　　　　・「お茶のまち静岡市」ショップカード

(3)　参加者数

　　 121人

実施期間 　　平成29年10月 1月（日）　 9：30～14：30

実施場所 　　東部保健福祉センター（葵区千代田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】

事業名 　　東部保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課　東部保健福祉センター）
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　掲揚内容

①　『静岡市「お茶の日」は、11月1日です。』

②　『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

(3)　掲揚実績

　　 下表のとおり。

　平成29年10月 2日（月）～10月29日（日）

　JR静岡駅（中央地下道階段上） 　平成29年10月 2日（月）～11月 1日（水）

　清水駅東口駐車場（西側壁面） 　平成29年10月 2日（月）～11月 2日（木）

実施状況

【清水駅東口駐車場】 【JR静岡駅在来線改札前】

実施場所
　【市役所庁舎】静岡庁舎、駿河区役所（葵区追手町地内ほか）
　【JR駅構内】  JR静岡駅（葵区黒金町地内ほか）
　【その他施設】清水駅東口駐車場（清水区島崎町地内）

事業内容 掲揚場所 掲揚期間

　静岡市役所静岡庁舎（御幸通り側玄関上） 　平成29年10月 2日（月）～11月 2日（木）

　静岡市役所駿河区役所（駿河区役所壁面） 　平成29年10月 2日（月）～11月 2日（木）

　JR静岡駅（在来線改札上）

事業名 　　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間
　　平成29年10月 2日（月）～平成29年11月 2日（木）
　　※　掲揚期間は上記期間内にて実施場所ごとに設定
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(1)　事業概要

　　 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」のPRを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　　　お茶は体に良い成分が入っていて健康長寿に関連があること、「11月

 　 　　1日は静岡市お茶の日」を参加者に紹介。

　　　　 【掲示物】

 　　　　・「お茶の効能」模造紙

 　　　　・「11月1日は静岡市「お茶の日」です」のぼり旗

 　　　　・お茶のポスター（春風亭昇太氏）

　 　イ．チラシにて静岡市「お茶の日」を周知

　　　　 【配布物】

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

 　　　　・「お茶のまち静岡市」ショップカード

(3)　参加者数

　　 250人

実施場所 　　大里保健福祉センター（駿河区中野新田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】

事業名
　　大里保健福祉センター フィエスタ大里健康まつり
　「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（駿河区役所健康支援課　大里保健福祉センター）

実施期間 　　平成29年10月15月（日）　10：00～15：30
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(1)　事業概要

　　 お茶に関する図書の展示・貸出を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．お茶関連図書の展示・貸出

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（北部図書館）

実施期間 　　平成29年10月26日（木）～平成29年11月22日（水）

実施場所 　　静岡市立北部図書館（葵区与一地内）

事業名 　　北部図書館　お茶関連図書の展示
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(1)　事業概要

　　 お茶に関する図書の展示・貸出を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．お茶に関する図書展示

　　 イ．お茶の日啓発

事業内容

実施状況

【実施状況】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（中央図書館）

実施期間 　　平成29年10月26日（木）～平成29年11月22日（水）

実施場所 　　静岡市立中央図書館（葵区大岩本町地内）

事業名 　　中央図書館　お茶関連図書の展示

13



(1)　事業概要

　　 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」のPRを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　　　お茶は体に良い成分が入っていて健康長寿に関連があること、「11月

 　 　　1日は静岡市お茶の日」を参加者に紹介。

　　　　 【掲示物】

 　　　　・「お茶の効能」模造紙

 　　　　・「11月1日は静岡市「お茶の日」です」のぼり旗

 　　　　・お茶のポスター（春風亭昇太氏）

　 　イ．チラシにて静岡市「お茶の日」を周知

　　　　 【配布物】

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

 　　　　・「お茶のまち静岡市」ショップカード

(3)　参加者数

　　 236人

実施期間 　　平成29年10月28月（土）　10：00～14：00

実施場所 　　藁科保健福祉センター（葵区羽鳥本町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　藁科保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課　藁科保健福祉センター）
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(1)　事業概要

　　 静岡市立西奈図書館内の特集コーナーにお茶に関する資料を配架。

　 あわせて「静岡市のお茶の日」に関する説明文を掲示。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．お茶に関する資料の配架

　　 イ．お茶の日の啓発

実施場所 　　静岡市立西奈図書館（葵区瀬名地内）

事業内容

実施状況

事業名 　　西奈図書館　お茶関連図書の展示

実施主体
（所管課）

　　静岡市（西奈図書館）

実施期間 　　平成29年11月 1日（水）～平成29年11月30日（木）
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(1)　事業概要

　　 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

　 を使用した給食を提供。

(2)　実施内容

　 ①　実施献立例

　　 ・茶葉入りメンチカツ

　　 ・白身魚のお茶煮

　　 ・煎茶餡入りクリーム大福

(3)　提供施設数等

　 ①　提供施設数

　　 　27施設

　 ②　提供回数

　　 　延54回

事業内容

実施状況

【提供献立例①】 【提供献立例②】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（学校給食課）

実施期間 　　平成29年11月 1日（水）～平成29年11月30日（木）

実施場所 　　市立小中学校

事業名 　　お茶を使った学校給食の提供

16



(1)　事業概要

　　「日本茶」をテーマに製茶工場見学、お茶スイーツ調理、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講座を実施。(全4回講座)

(2)　実施内容

　 ①　「お茶にまつわる音楽の話」

　　　 （平成29年11月 2日（木）  13：30～15：30）

  　　 ア．茶摘み歌の歴史

　　　 イ．静岡新民謡に描かれるお茶の話

　 ②　「茶葉をつかったスイーツづくり」

　　　 （平成29年11月16日（木）  13：30～15：30）

  　　 ア．緑茶クッキーなどスイーツづくり体験

　 ③　「製茶工場見学」

　　　 （平成29年11月30日（木）  13：30～15：30）

  　　 ア．製茶工場の見学

　　　 イ．生産者の視点からお茶を学ぶ

　 ④　「お茶の美味しい淹れ方と闘茶体験」

　　　 （平成29年12月 7日（木）  13：30～15：30）

  　　 ア．茶どころ日本一条例や聖一国師の話

　　　 イ．お茶の淹れ方と闘茶体験

(3)　参加者数

　　 成人　6人

事業内容

実施状況

【製茶工場見学】 【お茶の淹れ方体験】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成29年11月 2日（木）～平成29年12月 7日（木）

実施場所 　　長田生涯学習センターほか（駿河区寺田地内ほか）

事業名 　　長田生涯学習センター「日本茶を楽しもう！」
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(1)　事業概要

　　 葵区の地域住民が主体的に実施するイベント等を巡る日帰りのバスツアー

　 を実施。参加者を内牧地区及び美和地区に案内し、地域住民によるまちづく

　 りを支援する。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　　 地域住民が主体的に実施する活動を市民に広く紹介するとともに参加を

　 　促進し、地域活動の活性化を図るため、地域活動参加促進事業「葵トラベ

　 　ラー」を実施。広報、HP等で広く参加者を募集し、バスツアーを実施する

　　 ことにより市民の地域活動への参加を促進した。

　　 　安倍口＆美和編として「内牧大茶会」を訪れ、地域住民による呈茶や茶

　 　席、本山茶のＰＲ等を支援した。

(3)　参加者数

　　 33人

事業内容

実施状況

【野点席】 【手揉み茶体験】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区地域総務課）

実施期間 　　平成29年11月 3日（金・祝）

実施場所 　　結成寺ほか（葵区内牧地内ほか）

事業名
　　葵区魅力づくり事業　葵トラベラー安倍口＆美和編
　「内牧大茶会＆美和歴史散策」

18



(1)　事業概要

　　 今年から新たに開催する「井川湖渡船まつり」の会場で井川茶を提供し

　 ながら、静岡市「お茶の日」も併せてＰＲする。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．呈茶サービス

　　　　 地元井川のお茶を楽しむことができる休憩スペースを設け呈茶サー

　　　 ビスを実施。

　　　 【提供茶】

　　　　 井川茶

　　 イ．お茶請けの提供

　　　　 地元でつくられた菓子を呈茶の際、無料で提供した。

　　　 【提供菓子】

　　　　 すずしろ饅頭、豆乳ドーナツ

(3)　参加者数

　 ①　来場者数

　　　 約300人

　 ②　呈茶サービス利用者数

　　　 約300人

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（井川支所）

実施期間 　　平成29年11月 3日（金・祝） 10：00～16：00

実施場所 　　井川湖渡船乗り場ほか（葵区井川地内ほか）

事業名 　　第１回井川湖渡船まつり
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(1)　事業概要

　　 葵区の地域住民が主体的に実施するイベント等を巡る日帰りのバスツアー

　 を実施。参加者を足久保学区に案内し、地域住民によるまちづくりを支援す

　 る。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　地域住民が主体的に実施する活動を市民に広く紹介するとともに参加を促

　 進し、地域活動の活性化を図るため、地域活動参加促進事業「葵トラベラー」 

 　を実施。広報、HP等で広く参加者を募集し、バスツアーを実施することによ

　 り市民の地域活動への参加を促進した。

　 　足久保編として「足久保里まつり2017」を訪れ、地域住民による呈茶や茶

 　席、足久保産煎茶・抹茶のＰＲ等を支援した。

(3)　参加者数

　　 168人

事業内容

実施状況

【呈茶席】 【祭りの様子】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区地域総務課）

実施期間 　　平成29年11月 5日（日）

実施場所 　　足久保公民館、新光明寺ほか（葵区足久保口組地内ほか）

事業名
　　葵区魅力づくり事業　葵トラベラー足久保編
　「足久保里まつり2017」
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(1)　事業概要

　　 両河内産の抹茶「白拍子」を使って、美味しいお茶の淹れ方を学び気軽に

　 お茶を楽しむ講座を実施。(全4回講座)

　　 

(2)　実施内容

 　　両河内産の抹茶「白拍子」を使って、美味しいお茶の淹れ方や作法を学ぶ。

(3)　参加者数

　　 6人

事業内容

実施状況

【うす茶のお点前、お稽古中】

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成29年11月 7日（火）～平成29年11月28日（火）　10：00～12：00

実施場所 　　両河内生涯学習交流館（清水区和田島地内）

事業名
　　両河内生涯学習交流館
　「両河内抹茶で学ぶ初めての抹茶教室」
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(1)　事業概要

　　 静岡茶を使って美味しいお茶の淹れ方、ゲーム感覚で楽しい闘茶を体験

　 する講座を実施。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の歴史や楽しみ方、見分け方について

　　 イ．闘茶　ルール説明、試飲茶4種類

　　 ウ．美味しいお茶の淹れ方を学ぶ 

(3)　参加者数

　　 成人　21人

実施期間 　　平成29年11月10日（金）　19：00～21：00

実施場所 　　飯田生涯学習交流館（清水区下野西地内）

事業内容

実施状況

【静岡茶の淹れ方　勉強中】

事業名
　　飯田生涯学習交流館　雑学塾
　「美味しいお茶の淹れかた」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）
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(1)　事業概要

　　 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」のPRを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　　　お茶は体に良い成分が入っていて健康長寿に関連があること、「11月

 　 　　1日は静岡市お茶の日」を参加者に紹介。

　　　　 【掲示物】

 　　　　・「お茶の効能」模造紙

 　　　　・「11月1日は静岡市「お茶の日」です」のぼり旗

 　　　　・お茶のポスター（春風亭昇太氏）

　 　イ．チラシにて静岡市「お茶の日」を周知

　　　　 【配布物】

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

 　　　　・「お茶のまち静岡市」ショップカード

(3)　参加者数

　　 354人

実施場所 　　城東保健福祉センター（葵区城東町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名
　　城東保健福祉センター　地域交流まつり
　「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課　城東保健福祉センター）

実施期間 　　平成29年11月11月（土）　11：00～15：00
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(1)　事業概要

　　 静岡で生産されたお茶を使っておいしいお茶の入れ方を学ぶ講座を実施。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．小島の特産品であるお茶の知識やおいしく入れるコツを学ぶ

　　 イ．闘茶体験

(3)　参加者数

　　 成人女性　13人

実施場所 　　小島生涯学習交流館（清水区但沼町地内）

事業内容

実施状況

【お菓子を頂く前の一礼】 【お点前】

事業名
　　小島生涯学習交流館　おじま女性学級
　「日本茶のおもてなし講座」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成29年11月18日（土）　10：00～12：00
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