
　

　(1)　大茶店市

　

　(2)　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　

　(3)　ステージイベント

　 　

　 　

　　

　　第８回静岡市お茶まつり　　※主要事業

１．事業概要 ６．出店等協力者（順不同）

　特徴あるお茶やお茶スイーツ等の販売、お茶の美味 　(1)　大茶店市

しい入れ方の紹介など「お茶のまち静岡市」を体感でき 　ア．「静岡市のお茶」販売ブース

　静岡市農業協同組合、有限会社サランティーしづはた、
小長井園、有限会社ネクト、有限会社クリーンティ松野、
足久保ティーワークス茶農業協同組合、斉藤茶園、清水農
業協同組合、山香茶のげんぺい堂、静岡茶商工業協同組
合、株式会社浜佐商店、株式会社かねはち茶園、株式会社
茶香房静岡、有限会社まるか勝山商店、株式会社マルヒデ
岩崎製茶、大河内茶業委員会

　イ．お茶×スイーツ販売ブース　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　会場内に出店した全25のブースにて、静岡市の

３．実施場所

　青葉緑地B1～B5ブロック（葵区呉服町二丁目地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　静岡県菓業連合青年部、清水菓子組合青年部、静岡市洋
菓子協会、patisserie un peu de、Poron、ショコラ・
ファン

るイベントを実施。

２．実施期間

　令和元年10月27日（日）　10：00～16：00

　お茶×料理販売ブース 5

　茶関連商品販売ブース 2

　静岡商工会議所、賤機焼秋果陶房、atelier Su'

　ウ．お茶×料理販売ブース

　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部、cucina IL
PONTE Kaji、忠ちゃん、風と松、KEBAB555、ふじのくに茶
ちゃ会（天文本店）

　エ．茶関連商品販売ブース

　会場内に出店した全8のブースにて、「お茶のまち 　ア．お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介

　「静岡市のお茶」販売ブース 13

　お茶×スイーツ販売ブース 5

お茶や関連商品の販売・展示等を実施。（出店内

容は下記参照）

ブース種別 ブース数

（出店内容は下記参照） 　イ．茶製造工程紹介ブース

ブース種別 ブース数 　カワサキ機工株式会社、公益財団法人静岡県産業振興

静岡市」の特色、「お茶の美味しい入れ方」や「お  ブース

茶ツーリズム」等に関する紹介を体験型で実施。 　日本茶インストラクター協会静岡市支部

13：45～ 　彦一団子　大道芸パフォーマンス

10：00～ 　ポスターコンテスト授賞式

　ＰＲブース 3

　会場内に設置されたステージにて、各種イベント

　お茶の美味しい入れ方紹介ブース 1 財団

を実施。

出演時間 出演内容

茶の町コンシェル

　エ．ＰＲブース

　静岡市タクシー協議会、企画課、静大FooD、しずおか

　(3)　しずまえコラボブース

　茶製造工程紹介ブース 2 　ウ．体験ブース

　体験ブース 2 　静岡市茶手揉保存会、静岡本山抹茶研究会

　　　レスト，ワン、丸六食品、廻船漁港　福一丸

　12,000人

８．実施状況

７．来場人数

　(2)　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　(5)　しずまえコラボブース

　(6)　スタンプラリー

　会場内にスタンプ台を設置し、参加者に景品をプ

レゼントを実施。

14：45～ 　Little Step Factory　ダンスショー

　(4)　静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト入賞

　   作品展示

　静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト入賞作

品を会場内に展示。

　駿府本山お茶まつり委員会　道中行列紹介

　ジャグラージョン　大道芸パフォーマンス

12：15～ 　オレンジウェーブガールズ　ダンスショー

11：00～

11：30～

12：45～ 　神戸兄弟　ライブパフォーマンス
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市」』をテーマに作品を募集し、入賞作品を表彰。 最優秀賞 小田　妃莉 茶つみの一服

２．実施期間 優秀賞 遠藤　大輔 I love お茶

静岡市お茶の日ポスターコンテスト

１．事業概要 　②　小学生高学年部門

　『世界中のだれもがあこがれる「お茶のまち静岡 入賞区分 氏名 作品名

　表 彰 式：令和元年10月27日（日） 　③　中学生部門

３．実施場所 入賞区分 氏名 作品名

　募集期間：令和元年 7月 1日（月）～9月 4日（水） 優秀賞 金川　雅姫 グリーン静岡

　審 査 日：令和元年 9月13日（金） 優秀賞 古川　心菜 いやされる茶畑

　静岡市（農業政策課） 優秀賞 富賀見　咲希 静岡のお茶 清水のお茶

５．実施内容 優秀賞 吉田　美優 茶畑とのどかな風景

　静岡市内 最優秀賞 杉山　笑那 散歩からの景色

４．実施主体（所管課） 優秀賞 矢作　藍海 お茶とともに楽しい時間

　(2)　審査結果

　①　小学生低学年部門

入賞区分 氏名 作品名

　(1)　応募点数 ６．実施状況

　①　小学生低学年部門　37点

　②　小学生高学年部門　36点

　③　中学生部門　56点

優秀賞 水野　杏香 ふじさんと茶つみ

優秀賞 堀本　悠真 おいしいおちゃがいっぱい

最優秀賞 大髙　華子 みんなのおちゃ

優秀賞 重田　華帆 家族と楽しくお茶の時間

市のお茶の魅力に関する広報を実施する。 市役所各庁舎

２．実施期間 　 9月 2日～11月29日　

　令和元年 9月～11月 トコちゃんねる静岡等

静岡市「お茶の日」広報事業

１．事業概要 　(3)　市政広報番組

　各種媒体を利用し、静岡市「お茶の日」及び静岡 　【静岡お茶カフェ紹介】

　静岡市（広報課）

５．実施内容

　(1)　ラジオ

３．実施場所 　 9月 2日～11月29日　

　各種広報媒体

４．実施主体（所管課）

　10月19日、20日　　　1回

　ＦＭしみず（5分番組中）

　10月14日～18日　各日3回

　【駿府本山秋のお茶まつり】

　シティエフエム静岡（5分番組中）

　10月14日～18日　各日2回

　広報しずおか

10月号　　　　　1/3ページ

　10月19日、20日　　　1回

　(2)　広報紙

　【静岡市お茶の日】
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　エ．JR静岡駅（中央地下道階段上）

　　　令和元年10月 1日（火）～11月 1日（金）

　ウ．お茶の生産と流通

　静岡県の茶産地の紹介と、お茶の加工・流通

についての講義を受けた。

　(1)　募集対象・人数

　どなたでも　20名

　(2)　講座実施内容

　ア．お茶の歴史

　お茶の発祥と日本、静岡のお茶の歴史、お茶の

種類・製法について講義を受けた。

　イ．お茶のおいしい淹れ方

　お茶のおいしい淹れ方について実際に体験

しながら学んだ。

３．実施場所 　お茶ツーリズムや日本茶カフェなど、新しい

　藁科生涯学習センター（葵区羽鳥本町地内） お茶の取り組みについて学んだ。

４．実施主体（所管課） ６．参加人数

　静岡市（生涯学習推進課） 　18人

５．実施内容 ７．実施状況

　藁科生涯学習センター　味わう！学ぶ！藁科のお茶

１．事業概要 　エ．お茶の飲み比べ

　藁科地域のお茶に関する講演と体験を行う。 　2種類のお茶を飲み比べ、味や香りの違いを

２．実施期間 体験した。

　令和元年10月20日（日） 　オ．お茶の新しい取り組み

　(1)　横断幕の掲揚 　　　令和元年10月 1日（火）～11月 1日（金）

　ア．静岡市役所静岡庁舎（御幸町通り側玄関上） ６．実施状況

　　　令和元年10月 8日（火）～11月 1日（金）

　イ．静岡市役所清水庁舎（正面玄関上）

　　　令和元年10月 8日（火）～11月 1日（金）

　オ．JR静岡駅（在来線改札上）

　　　令和元年10月 1日（火）～11月 1日（金）

３．実施場所 　(3)　フラッグ

　市役所庁舎、JR駅構内（葵区追手町地内ほか） 　ア．JR静岡駅（在来線改札上）

４．実施主体（所管課） 　　　令和元年10月 1日（火）～11月 1日（金）

　静岡市（農業政策課） 　(4)　パネル

５．実施内容 　ア．JR静岡駅（新幹線構内）

１．事業概要 　(2)　懸垂幕の掲揚

　静岡市「お茶の日」に関する横断幕・懸垂幕等を市 　ア．清水駅東口駐車場（西側壁面）

内各所に掲揚。 　　　令和元年10月 8日（火）～11月 1日（金）

２．実施期間 　イ．静岡市役所駿河区役所（壁面）

　令和元年10月 1日（火）～11月 1日（金） 　　　令和元年10月 8日（火）～11月 1日（金）

　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚
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・お茶の種類

・お茶の健康効果

　体に良い成分の代表的なものの講義を受けた。

・美味しいお茶の淹れ方体験

　美味しい煎茶の淹れ方を学び、3煎目まで味わ

　った。

４．実施主体（所管課） ７．実施状況

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　(1)　募集対象・人数

　どなたでも　20人

　(2)　講座実施内容

　ア．第1回「お茶について学ぼう！」

　（令和元年10月23日　9:30～11:30）

おいしいお茶の淹れ方、お茶を使った料理、お茶の お茶を使った料理（茶飯・お茶かに玉・お茶
しゃぶ豚と野菜春雨サラダ・煎茶ドレッシン
グ・茶殻のつくだ煮・抹茶ミルク寒天）作
り、試食した。

健康に対する効果などを学ぶ。

２．実施期間

　令和元年10月23日（水）、10月30日（水）

３．実施場所 ６．参加人数

　庵原生涯学習交流館（清水区庵原町地内） 　20人

　北部図書館で所蔵しているお茶に関する図書資料に

ついて、展示特集ワゴンに集め、展示・貸出をした。

庵原生涯学習交流館　捨てては損！お茶の葉使い切り講座

１．事業概要 　イ．第2回「お茶を料理に使おう！」

　静岡市食生活改善推進協議会から講師を招き、 　（令和元年10月30日　9:30～11:30）

について、展示特集ワゴンに集め、展示・貸出を

する。

２．実施期間

　令和元年10月23日（水）～11月20日（水）

３．実施場所

　北部図書館（葵区与一六丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（北部図書館）

５．実施内容

北部図書館　「お茶の日」お茶の本の紹介

１．事業概要

　北部図書館で所蔵しているお茶に関する図書資料

8



お茶に関する資料の展示・貸出。

　令和元年10月24日（木）～11月 12日（火）

３．実施場所

　清水中央図書館　1階展示コーナー（清水区入江岡

地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（清水中央図書館）

５．実施内容

中央図書館　特集「静岡市お茶の日は11月１日です！」

１．事業概要 ６．実施状況

　中央図書館の特集コーナーで、お茶の関連図書を展示
し、「静岡市お茶の日」を利用者にPRする。

２．実施期間

　令和元年10月24日（木）～11月26日（火）

３．実施場所

　中央図書館　1階特集コーナー（葵区大岩本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

清水中央図書館 「お茶」に関する書籍の展示

１．事業概要 ６．実施状況

　清水中央図書館で所蔵しているお茶に関する資料

について、特集展示・貸出を実施。

２．実施期間

　11月１日が静岡市の「お茶の日」であるとより多くの
市民に周知することを目的として、館内１階カウンター
前の特集コーナーにてお茶に関する図書展示を行った。
具体的には、静岡市の「お茶の日」が11月１日になった
由来である聖一国師に関する本、お茶の歴史に関する
本、静岡市のお茶をテーマとした本、茶道、お茶菓子、
茶会などお茶を楽しむための本など展示を見に来た来館
者がお茶について、関心を持っていただけるよう様々な
切り口からお茶について知ることができる本を展示し
た。また、本だけではなく、お茶に関するイベントのポ
スターやチラシや市が発行しているパンフレットを同じ
コーナーに設置することで、静岡市「お茶の日」を静岡
市全体で盛り上げていけるような雰囲気を醸成した。
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を特集展示し、貸出をする。

２．実施期間

　令和元年10月24日（木）～11月26日（火）

３．実施場所

　中央図書館美和分館（葵区安倍口団地地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館美和分館）

５．実施内容

　中央図書館美和分館所蔵のお茶に関する図書資料を、
図書館玄関正面の特集展示コーナーに集め面展示をし、
閲覧・貸出をした。また、特集展示コーナには、ポス
ター・チラシを置き、静岡市お茶の日をＰＲした。

中央図書館美和分館　特集展示「静岡市お茶の日」

１．事業概要

　中央図書館美和分館所蔵のお茶に関する図書資料

５．実施内容

　(1)　お茶の関連図書の展示

　お茶に関する図書資料を、特集展示コーナーに集
め面展示をし、閲覧・貸出をした。また、特集展示
コーナには、ポスター・チラシを置き、静岡市お茶
の日をＰＲした。

２．実施期間

　令和元年10月24日（木）～11月26日（火）

３．実施場所

　中央図書館麻機分館（葵区有永二丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館麻機分館）

　麻機分館の特集コーナーで、お茶の関連図書を展

示し、「静岡市お茶の日」を利用者にPRする。

中央図書館麻機分館　特集展示「静岡市お茶の日」

１．事業概要
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　お茶に関する資料、図書の展示・貸出を実施。

２．実施期間

　令和元年10月31日（木）～11月14日（木）

３．実施場所

　長田図書館　児童展示コーナー（駿河区上川原地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（長田図書館）

５．実施内容

一煎パックと併せて「11月１日はお茶の日」のチラシ

も配付した。

長田図書館　お茶関連図書の展示　－11月１日は静岡市「お茶の日」です－

１．事業概要 ６．実施状況

　館内特集コーナーにてお茶の関連図書の展示・貸出を
行い、利用者に「お茶の日」をＰＲする。

　令和元年10月28日（月）～11月 1日（金）

３．実施場所

　静岡市内

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　市内運行中のお茶のまち静岡市ラッピングタクシー

19台にて、利用者へ一煎パック（ティーバッグ）を配布。

　ラッピングタクシー１台あたり、100名分を配付し、

　お茶のまち静岡市ラッピングタクシー利用者への啓発物品配布

１．事業概要 ６．配布人数

　「お茶のまち静岡市ラッピングタクシー」利用者 　1,900人

に対し、啓発物品の配布。

２．実施期間
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３．実施場所

　南部図書館　開架　特集コーナー（駿河区南八幡

町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（南部図書館）

５．実施内容

　南部図書館にある特集・展示コーナーにて「ほっとひ
と息 お茶の時間」として、お茶に関する資料を展示
し、貸出を行った。

書・DVD等を展示し「静岡市お茶の日」を利用者に

PRした。

南部図書館　「お茶」に関する書籍の展示

１．事業概要 ６．実施状況

　南部図書館で所蔵しているお茶に関する資料につ

いて、特集の上展示・貸出を実施。

２．実施期間

　令和元年11月 1日（金）～11月27日（水）

２．実施期間

　令和元年10月31日（木）～11月30日（土）

３．実施場所

　蒲原図書館（清水区蒲原新田地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（蒲原図書館）

５．実施内容

　(1)　「お茶の日」お茶関連資料の紹介

　蒲原図書館の特集コーナーで、お茶の関連図

蒲原図書館　「お茶の日」お茶関連資料の紹介

１．事業概要 ６．実施状況

　蒲原図書館の特集コーナーで、お茶の関連図書・

DVD等を展示し「静岡市お茶の日」を利用者にPRす

る。
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示・貸出を行い、利用者に「お茶の日」をPRした。

２．実施期間

　令和元年11月 1日（金）～11月30日（土）

３．実施場所

　清水興津図書館（清水区興津本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（清水興津図書館）

５．実施内容

　(1)　お茶関連図書の展示

　館内の特集コーナーにてお茶の関連図書の展

　(1)　お茶関連図書の特集展示

　館内特集コーナーにてお茶の関連図書の展示・貸
出を行い、利用に「お茶の日」をPRした。

清水興津図書館　お茶関連図書の展示

１．事業概要 ６．実施状況

　館内特集コーナーにてお茶の関連図書の展示・貸

出を行い、利用者に「お茶の日」をPRする。

　館内特集コーナーにてお茶の関連図書の展示・貸出を
行い、利用者に「静岡市お茶の日」をＰＲする。

２．実施期間

　令和元年11月 1日（金）～11月30日（土）

３．実施場所

　藁科図書館（葵区羽鳥本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（藁科図書館）

５．実施内容

藁科図書館　お茶関連図書の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況
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　学校給食で静岡市産茶葉100％の紙パック入りのお茶
を提供した。この日はわくわく給食として、静岡おで
ん・釜揚げしらすと併せて提供し、静岡の食べ物・料理
に触れた。

２．実施期間

　令和元年11月15日（金）・11月19日（火）

３．実施場所

　市内小・中学校

４．実施主体（所管課）

　静岡市（学校給食課）

５．実施内容

とにより市民の地域活動への参加を促進した。

　本事業では、地域住民による呈茶や茶席、本山

茶のPR等を支援した。

　学校給食におけるお茶の提供

１．事業概要 ６．実施状況

　学校給食で静岡市産茶葉100％の紙パック入りのお茶 　静岡市立小中学校117校

を提供する。

　静岡市（葵区地域総務課）

５．実施内容

　(1) 募集対象・人数

　どなたでも　40名

　(2) 実施内容

　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、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

内し、地域住民による茶等の地域PRを通じて実施す

るまちづくりを支援する。

２．実施期間

　令和元年11月 3日（日・祝）

３．実施場所

　結成寺（葵区内牧地内）

４．実施主体（所管課）

　葵区魅力づくり事業　葵トラベラー安倍口編「内牧大茶会」

１．事業概要 ６．参加人数

　葵区の各地域住民が主体的に実施する地域活動や 　19人

イベントを巡る日帰りのバスツアー（葵トラベ ７．実施状況

ラー）を実施。参加者を安倍口学区の内牧地区に案
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　(1)　販売商品（販売元）

　ア．葵じまん（JA静岡市茶業センター）

　イ．幸せのお茶まちこ

　（JAしみず営農振興センター）

　ウ．本場の、お山の、本山茶。

　（静岡茶商工業協同組合）

２．実施期間 　(2)　購入点数

　令和元年12月 2日（月）・12月 3日（火） 　464点

３．実施場所

　市役所庁舎（葵区追手町地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　本事業では、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。

　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売

１．事業概要 ６．実施状況

　静岡市職員等を対象に複数種類の「静岡市のお 　(1)　購入者数

茶」の購入希望を募り、一括販売を実施。 　156人

５．実施内容

　(1) 募集対象・人数

　どなたでも　160名

　(2) 実施内容

　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、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。

住民による茶等の地域PRを通じて実施するまちづく

りを支援する。

２．実施期間

　令和元年11月24日（日）

３．実施場所

　足久保公民館ほか（葵区足久保口組地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（葵区地域総務課）

　葵区魅力づくり事業　葵トラベラー足久保編「足久保里まつり市2019」

１．事業概要 ６．参加人数

　葵区の各地域住民が主体的に実施する地域活動や 　78人

イベントを巡る日帰りのバスツアー（葵トラベ ７．実施状況

ラー）を実施。参加者を足久保学区に案内し、地域
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　事業を実施した日程については、乗客や乗組員に

お茶の文化をPRすることができた。

る。（期間中10回実施）

２．実施期間

　令和元年10月 3日（木）～11月24日（日）

３．実施場所

　清水港日の出埠頭（清水区日の出町地内）

４．実施主体（所管課）

　清水港客船誘致委員会

５．実施内容

客船歓迎事業

１．事業概要 ６．参加人数

　客船の寄港に合わせ、乗客や乗組員を対象に清水 　24,176人（事業実施日に寄港した客船の乗船客、乗

マリンターミナル内でお茶会の体験を実施するほ 組員の合計人数）

か、岸壁テントブースにおいてお茶の販売を実施す ７．実施状況

　（葵区人宿町二丁目4-5）

　ウ．寿し市

　（葵区人宿町一丁目3-17）

　エ．割烹 三日月

　（葵区七間町13-13）

　オ．居酒屋たぬき

　（葵区昭和町3-5-1F）

　カ．ぽん吉

　（葵区常磐町一丁目5-7）

５．実施内容 　（葵区両替町二丁目5-8-2F-D）

　(1)　実施店舗 　シ．萬福酒家

　ア．あさひ 　（葵区常磐町一丁目1-3-1F）

　（葵区西草深町28-4） 　ス．忠ちゃん

　イ．居酒屋 福助 　（葵区沓谷五丁目9-5）

　令和元年 7月15日（月・祝）～ 9月30日（月） 　ケ．料理と咲け　とが路

３．実施場所 　（葵区七間町9-5-1F）

　市内飲食店13店舗（葵区西草深町地内ほか） 　コ．てんぷら　成生

４．実施主体（所管課） 　（葵区鷹匠二丁目5-12-1F）

　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部 　サ．くいもんや華音

市内飲食店での「冷茶ボトルキャンペーン」

１．事業概要 　キ．食彩 岩生

　各店舗が「冷茶ボトル」にて「静岡市のお茶」を 　（葵区常磐町一丁目2-1-1F）

提供するキャンペーンを実施。 　ク．日本酒処　きんのお燗

２．実施期間 　（葵区七間町10-11）
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　のぼり旗の掲揚を実施。

　　

２．実施期間

　令和元年10月 8日（火）～11月 1日（金）

３．実施場所

　静岡市役所静岡庁舎（葵区追手町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市茶業振興協議会

５．実施内容

静岡県内のお茶を扱う茶店、茶生産家、茶団体等に自慢
のお茶を持ち寄っていただき、マイカップをもって会場
内を巡る来場者に直接話をしたりお茶を飲んでもらった
りした。湯の準備や洗いは支部会員がサポートした。茶
器や茶箱などの茶関連商品もあった。お茶のイベントも
紹介した。また、各日トークイベント等を行った。

＜出店者　22店＞＊印は、新規出店者
4日・5日・6日出店　　＊・青鶴茶舗（東京都）
＊・JAハイナン（牧之原市）
　・静岡茶箱ワークス（静岡市）　・鈴木茶苑（川根本
町）　＊・善光園（島田市）
＊・相馬茶陶工房（吉田町）　　　・つちや農園（川根
本町）＊・西野商店（藤枝市）

＜トークイベント＞
10月4日（金）ブレケル・オスカル氏 「日本茶は楽
しい」　外国人からみた日本茶の魅力
10月5日（土）中村順行氏 知られざる“やぶきた”
の世界 スーパー品種「やぶきた」のミステリー
10月6日（日）11:00～ 徳増ないる氏　×ヴェーグ
・フローラン氏 「国境を超えたお茶好き対談」—日
本茶の虜になった私達—
上記の他、出店者やインストラクターによるミニ講
座も開催した。

６．参加人数

　2,280人

「お茶に親しむ日」のぼり旗の掲揚

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶に親しむ日」に関するのぼり旗を掲揚。

第7回逸品お茶会

１．事業概要 4日・5日出店　　・釜炒り茶 柴本（牧之原市）
＊・真茶園（藤枝市）
＊・マルヒデ岩崎製茶（静岡市）＊・丸福製茶（静
岡市）
5日・6日出店　・勝間田開拓茶農協（牧之原市）
・山水園（静岡市）・静岡県中山間100銘茶協議会
（静岡県）・Seisho Tean’s Challenge by 静岡商
業（静岡市）　＊・薮崎園（藤枝市）
5日のみ出店　・森内茶農園（静岡市）
6日のみ出店　・安間製茶（袋井市）　＊・大沢振興
会（静岡市）・製茶問屋山梨商店（静岡市）
＊・森久功（静岡市）

　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。来場者は実際にお茶

を飲んで、気に入ったお茶の購入もできる。

２．実施期間

　令和元年10月 4日（金）～10月 6日（日）

３．実施場所

　松坂屋静岡店　本館8階特設会場（葵区御幸町地内）

４．実施主体（所管課）

　日本茶インストラクター協会静岡県支部

５．実施内容
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　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市文化協会

５．実施内容

(1)煎茶のお点前
・皇風煎茶禮式の先生による煎茶のお点前を提供。
・秋の風情をテーマに趣向を凝らしてお客様へおもてな
しを行った。
・煎茶のお点前は紅葉山庭園の茶室内　広間「雲海」に
て実施。

(2)抹茶のお点前
・東海流の先生による抹茶のお点前を提供。
・抹茶のお点前は紅葉山庭園の茶室内　小間「静月庵」
にて実施。

１．事業概要 ６．参加人数

　煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様 　351人

へおもてなしを実施。 ７．実施状況

２．実施期間

　令和元年10月20日（日）

３．実施場所

　(1)　開催日

　ア．10月19日（土）13:00～17:00

　イ．10月20日（日）13:00～17:00

　ウ．10月26日（土）13:00～17:00

　エ．11月 2日（土）13:00～17:00

　オ．11月 3日（日）13:00～17:00

　カ．11月 4日（月・祝）13:00～17:00

　キ．11月 9日（土）13:00～17:00

第15回静岡市芸術祭「市民大茶会」

　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース（葵区黒 　エ．一茶くん登場（着ぐるみ）

金町地内） 　オ．各種のぼり掲揚

４．実施主体（所管課） ６．呈茶数

　静岡茶商工業協同組合 　温茶　19,500杯

５．実施内容 ７．実施状況

一茶」や静岡市お茶の日のPRを実施する。（期間中7 ・喫茶一茶案内リーフレット

回実施） ・お茶のまち静岡市｢茶っきりMAP｣

２．実施期間 ・一茶くんクリアフォルダー＆マグネットス

　令和元年10月19日（土）～11月 9日（土） 　テッカー

３．実施場所 　ウ．静岡市茶っきり娘登場

秋の茶まつり

１．事業概要 　(2)　企画内容

　“静岡市のお茶”を紹介するとともに、お茶のま 　ア．喫茶一茶スタッフ等による茶の無料サービス

ち静岡市の情報発信拠点である日本茶カフェ「喫茶 　イ．チラシ等の配布
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３．実施場所

　清水テルサ（清水区島崎町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市文化協会

５．実施内容

(1)煎茶のお点前
・煎茶道の先生による煎茶のお点前を提供。
・秋の風情をテーマに趣向を凝らしてお客様へおもてな
しを行った。
・煎茶のお点前は立礼席にて実施。
　
(2)抹茶のお点前
・表千家、裏千家の先生による抹茶のお点前を提供。
・表千家は茶室にて、裏千家は野点席にてお客様をおも
てなしを行った。

第15回静岡市芸術祭「清水茶道大会」

１．事業概要 ６．参加人数

　煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様 　830人

へおもてなしを実施。 ７．実施状況

２．実施期間

　令和元年10月27日（日）

　(1)　井川大日峠お茶蔵にて「蔵出しの儀」「安全

　　 祈願式」を実施

　(2)　静岡茶市場にて「出発式」を実施

　(3)　静岡市街地（静岡茶市場～青葉緑地～駿府城

　　 公園）にて「お茶壺道中行列」を実施

　　 ※青葉シンボルロードB5にて「第８回静岡市

　　 　お茶まつり」のステージに出演

　(4)　久能山東照宮拝殿にて「献茶奉告祭」「口切

　　 りの儀」を実施

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。

２．実施期間

　令和元年10月27日（日）

３．実施場所

　久能山東照宮拝殿ほか（駿河区根古屋地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　駿府本山お茶まつり委員会

５．実施内容

第37回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀

１．事業概要 ６．実施状況

　春に静岡本山茶を詰め保管・熟成させた茶壺を井
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　エ．かすや茶舗（清水区上1-10-8）

　オ．川口三郎商店（清水区三保3257）

　カ．小松園（清水区梅田町9-17）

　キ．澤野園（清水区巴町6-2）

　ク．中澤園茶舗（清水区真砂町2-28）

　ケ．お茶の富士園（清水区西高町9-18）

３．実施場所

　清水区内茶小売店9店舗（清水区梅田町地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　清水茶のれん会

５．実施内容

　(1)　実施店舗

　ア．石貝茶舗（清水区江尻東3-8-22）

　イ．岡本園（清水区高橋3-6-11）

　ウ．奥山園（清水区神田町5-7）

(1)幻の「高嶺の香」を味わう
　　　　無料で高嶺の香を呈茶
(2)両河内の地元名産お茶販売
　　　　両河内のお茶農家が自慢のお茶を販売
(3)両河内茶業会とやませみの湯のコラボ
　　　　お茶を購入して入浴割引
(4)地場農産加工品の販売など

清水茶のれん会　「お茶の日」キャンペーン

１．事業概要

　清水茶のれん会に加盟する各店舗にて割引等を実

施。

２．実施期間

　令和元年11月上旬

　清水森林公園祭とのコラボイベント。

　両河内の幻のお茶「高嶺の香」が味わえる。

２．実施期間

　令和元年10月27日（日）

３．実施場所

　やすらぎの森（清水区西里地内）

４．実施主体（所管課）

　両河内茶業会

５．実施内容

両河内銘茶　高嶺の香味わう

１．事業概要 ６．実施状況
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　イ．高橋　一彰（小瀬戸）

　ウ．(有)ネクト（新間）

　イ．足久保ティーワークス（足久保）

　ウ．静岡本山茶研究会（本山）

　エ．大河内地区茶業委員会（大河内）

　オ．ヰ八農園（牛妻）

　カ．梶山　倫久（清沢）

　キ．静岡市茶手揉保存会（本山）

　ク．静岡本山抹茶研究会（本山抹茶）

　(2)　令和元年11月 3日（日）10：00～16：00

　ア．望月　庄司（俵峰）

３．実施場所 　1,078人

　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内） ７．実施状況

４．実施主体（所管課）

　駿府本山お茶まつり委員会

５．実施内容

　(1)　令和元年11月 2日（土）10：00～16：00

　ア．斉藤茶園（西又）

　様々な種類の静岡本山茶を生産者自らが呈茶する 　オ．佐藤　誠洋（玉川）

茶席を設け、有料呈茶・販売を実施。また茶室入口 　カ．森 久功（楢尾）

外にて抹茶挽き体験・抹茶呈茶を実施。 　キ．静岡市茶手揉保存会（本山）

２．実施期間 　ク．静岡本山抹茶研究会（本山抹茶）

　令和元年11月 2日（土）・11月 3日（日・祝） ６．参加人数

　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園

１．事業概要 　エ．(有)クリーンティ松野（松野）

４．実施主体（所管課）

　静岡市茶業振興協議会

５．実施内容

　(1)来場者に対し、自らお茶を急須に入れてお飲み

いただく「我流茶席」を実施。

　(2)啓発物品として一煎パック（リーフ・8g）を贈呈。

　紅葉山庭園内にて、来場者自らお茶を急須に入れて 　93人

お飲み頂く「我流茶席」を実施。 ７．実施状況

２．実施期間

　令和元年11月 1日（金）

３．実施場所

　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内）

静岡市「お茶の日」啓発イベント

１．事業概要 ６．参加人数
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合会

５．実施内容

　地域の皆さんが作った野菜の購入やお茶を飲んで

いただき、足久保茶のおいしさを体験していただきま

した。

売等及び煎茶本席・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

２．実施期間

　令和元年11月24日（日）

３．実施場所

　足久保公民館ほか（葵区足久保口組地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　足久保里まつり実行委員会・足久保学区自治会連

　(1) 結成寺本堂・境内にて茶席を設け、呈茶を実施

　(2) 町内老人会、軽トラ市により地元農産物および

　軽食の販売を実施

　(3) 餅つきを行い、振る舞餅を実施

　(4) 内牧公民館にて、地域住民制作の作品を展示

足久保里まつり市2019

１．事業概要

　足久保茶・地域の特産品・お茶のスイーツ等の販 ６．実施状況

せ、煎茶・手揉茶・抹茶の茶席を実施。

２．実施期間

　令和元年11月 3日（日・祝）

３．実施場所

　結成寺（葵区内牧地内）

４．実施主体（所管課）

　内牧町内会

５．実施内容

第31回内牧大茶会

１．事業概要 ６．実施状況

　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
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　　　合わせて豚汁の中に在来里いも「かつ節芋」を

　　　入れて煮た

　(3) 地元野菜・加工品等の販売

　　　合わせて農業高校生によるミカン、パン等の販売

２．実施期間

　令和元年11月24日（日）

３．実施場所

　大沢地区内（葵区大沢地内）

４．実施主体（所管課）

　大沢振興会

５．実施内容

　(1) おおさわ縁側カフェ（農業高校生の手伝い有）

　(2) 豚汁の無料配付

きらりのブースの他、
庵原ブースでは茂畑共同が深蒸茶を販売。
青壮年部ブースでは、両河内・庵原の青年部員が、
自園のお茶の呈茶販売を実施。
清水手揉み保存会が、手揉茶の実演と手揉茶販売を
実施し、来場者に色々な清水のお茶を紹介するイベ
ントとなりました。

おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭

１．事業概要 ６．参加人数

　「おおさわ縁側カフェ」開催日に合わせ、大沢地 　340人

区のお茶・農産物・加工品の販売や豚汁の無料提供 ７．実施状況

を実施。

PR、販売を実施。

２．実施期間

　令和元年11月24日（日）

３．実施場所

　清水マリンパーク（清水区港町地内）

４．実施主体（所管課）

　清水農業協同組合

５．実施内容

（１）清水のお茶の試飲販売
　　　・緑茶リーフ
　　　・紅茶ティーバッグ
　　　・べにふうきティーバッグ
（２）展示スペースにて清水のお茶の紹介
　　　・まちこ
　　　・高嶺の香
　　　・清水の和紅茶・・・紅茶ボトル缶の
　　　　　　　　　　　　　新商品紹介

アグリフェスタしみず

１．事業概要 ６．実施状況

　「清水のお茶」をはじめ、「清水の農産品」等の
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　112人

　(3)　講座内容

　ア．抹茶と粉末茶

　抹茶と粉末茶の違い、抹茶の定義について解説

　エ．12月 6日（金）18:00～ ７．実施状況

　オ．12月 9日（月）14:00～

　カ．12月10日（火）10:30～

　キ．12月10日（火）14:00～

　ク．12月11日（水）14:00～

　(2)　講師

　日本茶インストラクター

　世界緑茶協会職員

５．実施内容 　などを楽しむ

　(1)　開催日 ※本講座では静岡市内茶商の取り扱う抹茶、粉末茶

　ア．11月27日（水）14:00～ 　商品を利用。

　イ．11月29日（金）10:30～ ６．参加人数

　ウ．12月 6日（金）14:00～

　令和元年11月27日（水）～12月11日（水） 　本山産の抹茶を茶碗と茶筅を使って自分で点て

３．実施場所 　て味わう体験

　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内） 　エ．さまざまな抹茶・粉末茶を試して自分好みの

４．実施主体（所管課） 　楽しみ方を見つける

　公益財団法人世界緑茶協会 　ゆずや玄米、ミントなど香りをつけた粉末茶

しずおかO-CHAプラザミニ講座「抹茶・粉末茶」

１．事業概要 　イ．抹茶の原料「碾茶」について

　抹茶や粉末茶を家庭で気軽に楽しむ方法をわかり 　産地および茶期の違う碾茶の違い、抹茶生産

やすく伝える講座を開催。（期間中8回開催） 　の現状紹介

２．実施期間 　ウ．抹茶を点てて味わう
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