
平成29年度静岡市お茶の日記念事業　実施事業一覧

【静岡市主催事業】

20
　平成29年度人づくり・まちづくり家庭教育学級
　安東小学校　学級講座「日本茶の味と香りを愉しむ」

　静岡市（生涯学習推進課） 　平成29年11月20日（月）
　葵生涯学習センター
（葵区東草深町地内）

　お茶の種類、歴史について学ぶ。煎茶（一煎、二煎、三煎）の淹れ方を体験する。ま
た、玉露を水だしで味わう。

16

19
　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」

　静岡市（生涯学習推進課） 　平成29年11月18日（土）

18
　城東保健福祉センター　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　城東保健福祉センター）

　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。

　北部図書館　お茶関連図書の展示
　平成29年10月26日（木）～
　平成29年11月22日（水）

　小島生涯学習交流館
（清水区但沼町地内）

　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。

5 　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚 　静岡市（農業政策課）
　平成29年10月 2日（月）～
　平成29年11月 2日（木）

　市役所庁舎ほか
（葵区追手町地内ほか）

　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)

　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。

　「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)

17
　飯田生涯学習交流館　雑学塾
　「美味しいお茶の淹れかた」

　静岡市（生涯学習推進課） 　平成29年11月10日（金）
　飯田生涯学習交流館
（清水区下野西地内）

　井川湖渡船乗り場ほか
（葵区井川地内ほか）

　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。

　静岡市（井川支所） 　平成29年11月 3日（金・祝）

10 　西奈図書館　お茶関連図書の展示

　静岡市（葵区役所健康支援課　東部保健福祉センター） 　平成29年10月 1月（日）
　東部保健福祉センター
（葵区千代田地内）

　静岡市（北部図書館）

　静岡市（広報課）　静岡市「お茶の日」広報事業3

　静岡市（葵区役所健康支援課　藁科保健福祉センター） 　平成29年10月28月（土）
　藁科保健福祉センター
（葵区羽鳥本町地内）

　大里保健福祉センター
（駿河区中野新田地内）

　静岡市立北部図書館
（葵区与一地内）

1 　平成29年度静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト 　静岡市（農業政策課）
　平成29年 7月 3日（月）～
　平成29年10月29日（日）

　静岡市内

　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。

　各種広報媒体
　平成29年10月～
　平成29年11月

2 　清水生涯学習交流館「静岡茶の料理とお菓子作り」 　静岡市（生涯学習推進課）
　平成29年 9月21日（木）・
　平成29年 9月28日（木）

　「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）

　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)

　お茶に関する図書の展示・貸出を実施。

6
　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

　静岡市（駿河区役所健康支援課　大里保健福祉センター） 　平成29年10月15月（日）

　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。お茶に関する図書
の展示・貸出を実施。あわせて「静岡市のお茶の日」に関する説明文を掲示。

8 　中央図書館　お茶関連図書の展示 　静岡市（中央図書館）
　平成29年10月26日（木）～
　平成29年11月22日（水）

　静岡市立中央図書館
（葵区大岩本町地内）

　お茶に関する図書の展示・貸出を実施。

7

　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。

　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」

　静岡市（生涯学習推進課）
　平成29年11月 7日（火）～
　平成29年11月28日（火）

　両河内生涯学習交流館
（清水区和田島地内）

　静岡市（西奈図書館）
　平成29年11月 1日（水）～
　平成29年11月30日（木）

　静岡市立西奈図書館
（葵区瀬名地内）

12 　長田生涯学習センター「日本茶を楽しもう!」 　静岡市（生涯学習推進課）
　平成29年11月 2日（木）～
　平成29年12月 7日（木）

　長田生涯学習センターほか
（駿河区寺田地内ほか)

　足久保公民館、新光明寺ほか
（葵区足久保口組地内ほか）

13
　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」

　静岡市（葵区地域総務課） 　平成29年11月 3日（金・祝）
　結成寺ほか
（静岡市葵区内牧地内ほか）

11

　藁科保健福祉センター 健康まつり
　「お茶と健康」PR

　お茶を使った学校給食の提供 　静岡市（学校給食課）
　平成29年11月 1日（水）～
　平成29年11月30日（木）

　市立小中学校

　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。

　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。

　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。

　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。

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。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所

　清水生涯学習交流館
（清水区松井町地内）

4
　東部保健福祉センター 健康まつり
　「お茶と健康」PR

9

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。

14 　第１回井川湖渡船まつり

　平成29年11月11月（土）
　城東保健福祉センター
（葵区城東町地内）

15
　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」

　静岡市（葵区地域総務課） 　平成29年11月 5日（日）

3



【その他団体主催事業】

【静岡市主催事業（荒天のため、開催中止）】

　※　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。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所 事業概要

1 　第６回静岡市お茶まつり　※主要事業 　静岡市（農業政策課） 　平成29年10月29日（日）
　青葉緑地B1～B5ブロック
（葵区呉服町二丁目地内ほか）

　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。

16 　おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭 　大沢振興会 　平成29年11月26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・農産物の販売や豚汁の無
料提供を実施。

13 　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29年11月 4日（土）・
　平成29年11月 5日（日）

　駿府城公園内紅葉山庭園内茶室
（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お客様に呈茶する茶席を設け、お菓子付き有
料呈茶・販売を実施。また茶室入口外にて抹茶挽き体験と抹茶呈茶、手もみ体験と手も
み茶の試飲を実施。

15 　アグリフェスタしみず 　清水農業協同組合 　平成29年11月19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。

14 　第５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29年11月18日（土）
　（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。来
場者は実際に飲んで、気に入ったお茶の購入もできる。

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29年 7月14日（金）～
　平成29年 9月30日（土）

　市内飲食店13店舗
（葵区西草深町地内ほか）

　各店舗が「冷茶ボトル」にて「静岡市のお茶」を提供するキャンペーンを実施。

No. 事業名

8 　第13回静岡市芸術祭「市民大茶会」 　静岡市文化協会 　平成29年10月29日（日）
　駿府城公園紅葉山庭園
（葵区駿府城公園地内）

　煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様へおもてなしを実施。

　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）

3 　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29年10月 2日（月）～
　平成29年11月 2日（木）

　静岡市役所各庁舎
（駿河区南八幡地内ほか）

　静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市内各所に掲揚

4
　しずおかO-CHAプラザミニ講座
　「抹茶・粉末茶を手軽に楽しもう！」

10 　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29年11月上旬
　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。

9 　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29年11月 1日（水）
　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。

　公益財団法人世界緑茶協会
　平成29年10月20日（金）～
　平成29年11月10日（金）

7 　第35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29年10月22日（日）
　久能山東照宮拝殿ほか
（駿河区根古屋地内ほか）

　春に静岡本山茶を詰め保管・熟成させた茶壺を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。（台風の影響により一部中
止）

5 　秋の茶まつり 　静岡茶商工業協同組合
　平成29年10月21日（土）～
　平成29年11月 5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）

6
　第13回静岡市芸術祭
　「清水茶道大会　清水茶道連盟50周年記念茶会」

　静岡市文化協会 　平成29年10月22日（日）
　清水テルサ
（清水区島崎町地内）

　煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様へおもてなしを実施。

12 　足久保里まつり2017 　足久保学区自治会連合会　里まつり実行委員会 　平成29年11月 5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

11 　内牧大茶会 　内牧町内会 　平成29年11月 3日（金・祝）
　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。

2 　客船歓迎事業 　清水港客船誘致委員会
　平成29年 9月25日（月）～
　平成29年11月20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5回開催）

実施主体 実施期間 実施場所 事業概要

4


