
１．事業概要 ６．参加人数

　「世界お茶まつり2022 秋の祭典」会場内にて、市内 118,000人

各地域のお茶やお茶×料理・スイーツの販売など、静

岡市のお茶ならではの魅力を発見し体験できるイベント ７．実施状況

を開催。

２．実施期間

　令和４年10月20日（木）～10月23日（日）10:00～16:00

３．実施場所

　グランシップ屋外スペース

　（駿河区東静岡二丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　（１）ブース出展

　　市内各産地のお茶の飲み比べができるブースや

　お茶スイーツ・料理の販売を行うブースが大集合

　（出展者は下記参照）
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　（２）謎解きラリー

　　「静岡市お茶まつり」と「世界お茶まつり2022 

　秋の祭典」会場内にて実施。謎解きラリーとアン

　ケート回答で景品をプレゼント（各日先着500人）。

①ポイントＡ　　②ポイントＢ　　③ポイントＣ

　　④ポイントＤ　　　　⑤ポイントＥ

静岡茶商工業協同組合（３Ｆ）

天神屋　※20日（木）、21日（金）のみ

オーガニック抹茶カフェ 和み ※22日（土）、23日（日）のみ

萬福酒家

府中かしわで・岩生

tea+

清照由苑

足久保ティーワークス茶農業協同組合

鮨処やましち

静岡商業高校　ビジネス探求部地域活性化班　

静岡市

オクシズベース

静岡大学お茶サークル「一煎」

大高茶園

ＪＡ静岡市

丸高農園

株式会社アイワ茶業

まるうみ園　

農業生産法人有限会社ネクト

ＪＡしみず

第10回静岡市お茶まつり　※主要事業

出展者名

静岡茶商工業協同組合（屋外）

静岡市茶業振興協議会
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１．事業概要 ６．参加人数

　お茶の講師によるお茶の美味しい淹れ方講座を概ね 　計31人

毎月１回開催する。 ７．実施状況

２．実施期間

　令和４年６月16日（木）～９月３日（土）

３．実施場所

　静岡市認知症ケア推進センター"かけこまち七間町"

　（葵区七間町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（地域包括ケア推進本部）

５．実施内容

　（１）募集対象・人数

　高齢者　15名

　（２）講座実施内容

　①実施日時

　　令和４年６月16日（木）　14時30分～15時30分

　　令和４年７月21日（木）　14時30分～15時30分

　　令和４年９月３日（土）　13時30分～14時30分

　②講座内容

　　美味しい水出し、氷出し、お湯出しの淹れ方

　について

１．事業概要 　イ．小学生高学年部門

　『「お茶のまち静岡市」の未来』をテーマに作品を 　　　最優秀賞　佐藤　由花

募集し、入賞作品を「世界お茶まつり2022 秋の祭典」 　　　優秀賞　　加藤　みのり　

の期間中、会場内に掲示。 　　　優秀賞　　佐々木　莉子

２．実施期間 　　　優秀賞　　重田　華帆

　募集期間：令和４年７月11日（月）～９月７日（水） 　　　優秀賞　　鈴木　連

　審 査 日：令和４年９月14日（水） 　　　優秀賞　　西ヶ谷　あかり

　掲示期間：令和４年10月20日（木）～10月23日（日） 　　　優秀賞　　萩島　裕将

３．実施場所 　ウ．中学生部門

　静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」 　　　最優秀賞　池田　七鶴奈

　（駿河区東静岡二丁目地内） 　　　優秀賞　　塩澤　葉月

４．実施主体（所管課） 　　　優秀賞　　曽篠　史果

　静岡市（農業政策課） ６．実施状況

５．実施内容

　（１）応募点数

　ア．小学生低学年部門　104点

　イ．小学生高学年部門　117点

　ウ．中学生部門　　　　12点　　合計　233点

　（２）審査結果

　ア．小学生低学年部門

　　　最優秀賞　　小野　希美

　　　優秀賞　　　小泉　優乃

　　　優秀賞　　　小島　朝陽

　　　優秀賞　　　田口　咲衣

　　　優秀賞　　　野末　侑吾

お茶の美味しい淹れ方講座の開催

静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト
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１．事業概要 ６．参加人数

　静岡県民にとって身近にあるお茶に触れ、お茶の 　11人

良さを再発見し、お茶を通して静岡の魅力を発信す 7．実施状況

る。

２．実施期間

　令和４年９月１日（木）～９月15日（木）

３．実施場所

　清水生涯学習交流館（清水区松井町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　（１）対象

　どなたでも　12人

　（２）講座実施内容

　①第１回講座　令和４年９月１日（木）

　　　茶道を行い、お抹茶とお菓子を楽しみ、お

　　茶の文化に触れた。

　 　②第２回講座　令和４年９月８日（木）

　　　静岡市のお茶の実態や取組について理解を

　　深めた。

　③第３回講座　令和４年９月15日（木）

　　　お茶を使った料理を作り、お茶の活用法や

効果について学んだ。

１．事業概要 　（１）対象　④第４回講座　令和４年10月１日（土）

　受講者自身の衣類・持物を、茶葉を染料として使 　　　型彫りの続きと妙張り、生地への糊置きを

用し静岡の伝統工芸「駿河和染」の技術で染める「 　（２）講座実施内容　　行った。

お茶染め」によって染め直す。 　⑤第５回講座　令和４年10月８日（土）

２．実施期間 　　　抜染糊を乾燥させ生地を蒸した後、洗い乾燥

　令和４年９月３日（土）～10月８日（土） 　　させて完成させた。

３．実施場所 ６．参加人数

　駿府の工房　匠宿（駿河区丸子地内） 　11人

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）対象

　どなたでも　12人

　（２）講座実施内容

　①第１回講座　令和４年９月３日（土）

　　　「茶染め」の概要についての説明を受け、

　　生地の下染め作業を行った。

　 　②第２回講座　令和４年９月10日（土）

　　　２度目の染色（本染め）作業と柄のデザイ

　　ンを検討した。

　③第３回講座　令和４年９月17日（土）

　　　デザインした柄の型彫りを行った。

お茶のまち静岡魅力再発見！文化と料理

「お茶染め」で染め直しを愉しむ
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１．事業概要 ７．実施状況

　様々なお茶を使った料理体験の実施

２．実施期間

　令和４年９月９日（金）

３．実施場所

　辻生涯学習交流館（清水区宮代町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　（１）対象

　どなたでも　16人

　（２）講座実施内容

　静岡の特産物であるお茶を使った料理について

学んだ。

６．参加人数

　14人

１．事業概要 ６．参加人数

　日本茶インストラクターの資格をもつ講師が、緑茶 　28人

の種類や品種について講義。試飲も実施し、味や香り ７．実施状況

を体感する。

２．実施期間

　令和４年９月19日（月・祝）

３．実施場所

　静岡市地域福祉共生センター「みなくる」地域交流

スペース（南部図書館２階）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（福祉総務課）

５．実施内容

　（１）対象

　どなたでも　30人

　（２）講座実施内容

　ア.　グループに分かれ日本茶インストラクター

　 　の資格を持つ講師の説明を聞きながら、浅蒸

　 　し・深蒸しの温茶の試飲体験

　イ.　緑茶の品種についてのミニ講座

　ウ.　広義に出てきたお茶について品種をあてな　

　　 がらの試飲会

　エ.　質疑応答　

お茶を使った料理体験

お茶くらべ～緑茶の種類と品種を楽しむ～
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１．事業概要 ６．参加人数

　藁科地域のお茶に関する講演や、工場見学を行う。 　10人

２．実施期間 ７．実施状況

　令和４年９月25日（日）、令和４年10月２日（日）

３．実施場所

　藁科生涯学習センター 第２集会室

　（葵区羽鳥本町地内）

　有限会社ネクト

　（葵区新間地内）

４．実施主体（所管課）

　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　15名

　（２）講座実施内容

　①第１回講座　令和４年９月25日（日）

　　会場：藁科生涯学習センター 第２集会室

　　内容：お茶の歴史や美味しい淹れ方について

　　　　　講義を受けた。

　②第２回講座　令和４年10月２日（日）

　　会場：有限会社ネクト

　　内容：工場見学を行い、お茶摘み体験を

　　　　　行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　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．実施期間

　令和４年10月３日（月）～11月４日（金）

３．実施場所

　市役所庁舎ほか（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

　（１）横断幕の掲揚

　ア．静岡市役所静岡庁舎

　イ．静岡市役所清水庁舎

　（２）懸垂幕の掲揚

　ア．静岡市役所駿河区役所

　（３）のぼり旗の掲揚

　ア．静岡市役所静岡庁舎

静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚

味わう！学ぶ！藁科のお茶
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１．事業概要 ７．実施状況

　静岡のおいしいお茶を、静岡県立大学茶学総合研究

センターのスタッフが香りや味わいからセレクトし、

呈茶でご紹介。

２．実施期間

　令和４年10月10日（月・祝）

３．実施場所

　静岡市地域福祉共生センター「みなくる」地域交流

スペース（南部図書館２階）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（福祉総務課）

５．実施内容

　静岡県立大学の学生や日本茶インストラクターの資格

を持つスタッフによる呈茶と、地元静岡産のお茶の紹介

等を実施。

　静岡産の緑茶、ほうじ茶、紅茶の３種類を飲み比べ、

説明を聞いて、大人から子どもまで、楽しみながらお茶

に親しむことができた。

６．参加人数

　80人

１．事業概要 ７．実施状況

　お茶の健康効果について考え、上手な取り入れ方や

お茶の良さについて学ぶ講義を午前と午後の各１回

開催。

２．実施期間

　令和４年10月21日（金）

３．実施場所

　浜田生涯学習交流館（清水区浜田町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　（１）対象

　高齢者学級『浜田いきいき大学』学級生74人

　（２）講座実施内容

　静岡市のお茶の歴史やお茶の成分とその健康効果

について講義を受けた。

６．参加人数

　58人

おいしいお茶を楽しもう！（呈茶）

高齢者学級『浜田いきいき大学』
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月４日（火）～11月４日（金）

３．実施場所

　中央図書館麻機分館　展示コーナー

　（葵区有永町　麻機小学校敷地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月26日（水）～12月27日（火）

３．実施場所

　御幸町図書館　４階展示コーナー

　（葵区御幸町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月13日（日）

３．実施場所

　清水中央図書館　１階展示コーナー

　（清水区入江岡町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月22日（火）

３．実施場所

　北部図書館　特集コーナー

　（葵区与一六丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月22日（火）

３．実施場所

　藁科図書館　特集コーナー

　（葵区羽鳥本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月22日（火）

３．実施場所

　中央図書館美和分館　展示コーナー

　（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）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月23日（水・祝）

３．実施場所

　中央図書館　展示コーナー

　（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

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月27日（木）～11月23日（水・祝）

３．実施場所

　南部図書館　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（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年10月28日（金）～11月15日（火）

３．実施場所

　興津図書館　特集コーナー

　（清水区興津本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年11月１日（火）～11月30日（水）

３．実施場所

　西奈図書館　特設展示場

　（葵区瀬名二丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年11月１日（火）～11月30日（水）

３．実施場所

　長田図書館　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（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出

２．実施期間

　令和４年11月２日（水）～11月30日（水）

３．実施場所

　蒲原図書館　展示コーナー

　（清水区蒲原新田一丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料を特集コーナーに配

置し、来館者に「静岡市お茶の日」のＰＲを行った。

「お茶」に関する資料の特集展示

「お茶」に関する資料の特集展示
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１．事業概要 ６．実施状況

　市内を運行する「お茶のまち静岡市」ラッピングタ

クシーへ乗車された方へ一煎パック（ティーバッグ）

をプレゼント！

２．実施期間

　令和４年10月31日（月）～11月１日（火）

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

　市内を運行する「お茶のまち静岡市」ラッピングタ

クシーに乗車された方に、「静岡市のお茶」（ティー

バッグ）を配布し、お茶に親しんでいただくとともに、

静岡市「お茶の日」の認知度の向上を図った。

　事業協力：静岡市タクシー協議会

　ラッピングタクシー：27台

１．事業概要 ６．実施状況

　静岡市職員、市議会議員等を対象に複数種類の 　（１）購入点数

「静岡市のお茶」の購入希望を募り、一括販売を実施。 　　　595点

２．実施期間 　（２）売上実績

　令和４年12月５日（月）～12月６日（火） 　　　464,600円

３．実施場所

　市役所庁舎ほか

　（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

　（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）

　　ウ. 本山茶ティーバッグ

　　　　（ＪＡ静岡市茶業センター）

　　エ. 清水の紅茶（ＪＡしみず）

　　オ. 煎茶　５gティーバッグ14pc入

　　　　（静岡茶商工業協同組合）

　　カ. 焙茶　５gティーバッグ14pc入

　　　　（静岡茶商工業協同組合）

　　キ. 和紅茶（国産紅茶）　５gティーバッグ14pc入

　　　　（静岡茶商工業協同組合）

「お茶のまち静岡市」ラッピングタクシー利用者へお茶配布

静岡市職員、市議会議員等への「静岡市のお茶」一括販売
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１．事業概要

　株式会社コジマと静岡市の連携により、「お茶の

まち静岡市」「静岡市のお茶」をＰＲ！

２．実施期間

　令和４年10月30日（日）、11月１日（火）

３．実施場所

　コジマ×ビックカメラ静岡店

　（駿河区国吉田一丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　地方創生の推進に向けた協定を締結している株式

会社コジマと静岡市の連携により、「お茶のまち

静岡市」「静岡市のお茶」をＰＲ

　（１）お茶マルシェ

　　　静岡市「お茶の日」や「静岡市のお茶」が持

　　つ魅力を広く発信するため、"コジマ×ビック

　　カメラ静岡店"と"お茶のまち静岡市"の連携に

　　よるイベント「お茶マルシェ」を開催

　　日時：令和４年10月30日（日）

　　出展：①大高茶園　

　　　　　栽培農家による静岡茶の販売

　　　　　②静岡茶商工業協同組合

　　　　　静岡市内の産地別シングルオリジンのお茶

　　　　　販売　

　　　　　③駿府楽市

　　　　　お茶にあう菓子やお茶を使用したグッズの

　　　　　販売

　　　　　④吉村販売所　静岡焼津店

　　　　　茶菓子や茶器の販売

　　　　　⑤コジマ×ビックカメラ静岡店

　　　　　茶葉を使った調理実演

　　　　　⑥静岡市

　　　　　お茶のまち静岡市ＰＲ

　（２）静岡市「お茶の日」ＰＲ

　　　11月１日静岡市「お茶の日」の来店者にお茶に

　　親しんでもらうための呈茶サービスを実施

　　日時：令和４年11月１日（火）

　　　その他、店内にてお茶に関する家電の展示、お茶

　　に関する情報を発信した。

６．実施状況

コジマとの連携事業

18



１．事業概要 ６．実施状況

　お茶（リーフ茶）の消費拡大の取組として、来店

するお客様に市内産茶葉を使用したお茶を提供し、

静岡市のお茶をＰＲする。

２．実施期間

　令和４年７月15日（金）～９月30日（金）

３．実施場所

　市内飲食店50店舗以上

４．実施主体

　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部

５．実施内容

　静岡市内、また県内外のお客様に対し、市内産

茶葉を使用したお茶を提供。

　また、「お茶のまち静岡市」についての情報発信

も行った。

１．事業概要 ６．実施状況

　清水港へ寄港する日本船の乗船客・乗組員に清水茶

（ドリンク缶）を無料配布する（先着500名）

２．実施期間

　令和４年８月20日（土）～12月4日（日）

３．実施場所

　日の出ふ頭

　（清水区日の出町地内）

４．実施主体

　清水港客船誘致委員会

５．実施内容

　茶っきり娘によりＪＡしみずの清水茶（ドリンク缶

）を乗船客・乗組員への無料配布。

　11月１日「お茶の日」は市職員によるお茶関係の

パンフレットと一煎パックの配布。

【実施日】

　（１）８月20日（土）客船「にっぽん丸」

　（２）９月15日（木）客船「飛鳥Ⅱ」

　（３）11月１日（火）客船「飛鳥Ⅱ」

　（４）12月４日（日）客船「ぱしふぃっく　びいなす」

　　　　全４回

お茶消費拡大事業

客船歓迎事業
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１．事業概要 　（３）２Ｆギャラリーでは、「アナログとデジタルの

　静岡の茶匠と多分野クリエーターによる「未来の 　　　間で」をテーマとしたＬＥＤバーによるデジタル

お茶」をテーマとしたコラボレーション展示と茶会。 　　　・インスタレーションとアナログ的な紙の彫刻が

「お茶」をテーマとしたデジタル×アナログなイン 　　　織り成す未来の茶空間を構成。その中でクリエ―

スタレーションも実施。 　　　ターと茶匠による「未来の茶会」も開催。

２．実施期間 ６．参加人数

　令和４年10月16日（日）～11月20日（日） 　4,356人

３．実施場所 ７．実施状況

　静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター

　（葵区七間町地内）

４．実施主体

　静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター

５．実施内容

　未来茶会展の開催

　（１）「お茶とクリエイティブを掛け合わせた静岡

　　　茶の新しい価値を創ること」をコンセプトに、

　　　多分野に及ぶクリエーターと茶関連者、モノづ

　　　くりメーカーが集結し、展覧会と茶会を開催。

　（２）１Ｆギャラリーでは、クリエーターと静岡の

　　　茶匠から成る６チームが「未来のお茶」をテー

　　　マに、半年にわたりコラボレーションして創り

　　　上げた作品を展示した。更に静岡のお茶をテー

　　　マに独自な展開をしているメディア、旅行代理

　　　店の活動をパネル展示で紹介し、モノづくりメ

　　　ーカー、リテーラーの製品も展示。

１．事業概要 ６．実施状況

 「世界お茶まつり2022 秋の祭典」に出展し、「お茶

のまち静岡市」のＰＲを行う。

２．実施期間

　令和４年10月20日（木）～10月23日（日）

３．実施場所

　グランシップ屋外スペース

　（駿河区東静岡二丁目地内）

４．実施主体

　静岡市茶業振興協議会

５．実施内容

　（１）ブース出展

　　静岡市茶業振興協議会にて計６ブース出展

　　　①静岡茶商工業協同組合　３ブース

　　　②ＪＡ静岡市ブース　　　１ブース

　　　③ＪＡしみずブース　　　１ブース

　　　④静岡市ブース　　　　　１ブース

　（２）消費者ニーズ調査の実施

　　　①水出し緑茶（市内産浅蒸し茶葉使用）

　　　②水出し緑茶（市内産深蒸し茶葉使用）

　　　③ペットボトル緑茶

　　　①～③の飲み比べによる嗜好調査を実施

　　　アンケート回答数：1,201件

「世界お茶まつり2022 秋の祭典」での「お茶のまち静岡市」ＰＲ

未来茶会展
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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川

大日峠お茶蔵より蔵出しし、久能山東照宮へ奉納する

一連行事を実施。

２．実施期間

　令和４年10月30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

　駿府本山お茶まつり委員会

５．実施内容

　（１）蔵出しの儀

　　　井川大日峠お茶蔵にて茶壺を蔵出し

　（２）駿府本山お茶壺道中行列

　　　久能山東照宮にて「お茶壺道中行列（社務所前

　　　～拝殿）」を実施

　（３）口切りの儀

　　　久能山東照宮拝殿にて「口切りの儀」を実施

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶の日」啓発のため、11月１日「お茶の日」

当日に駿府城公園など市内の施設９箇所で、一煎

パックや啓発グッズを配布する。

２．実施期間

　令和４年11月１日（火）

３．実施場所

　駿府城公園など市内の施設９箇所

　（葵区駿府城公園地内ほか）

４．実施主体

　静岡市茶業振興協議会

５．実施内容

　市内の施設９箇所で市内産100%の一煎パックを、

各施設先着50人に配布した。

【配布場所】

（１）駿府城公園 紅葉山公園

（２）静岡市立登呂博物館

（３）静岡科学館るくる

（４）静岡市美術館

（５）静岡市東海道広重美術館

（６）静岡市立芹沢銈介美術館

（７）静岡市立日本平動物園

（８）静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る

（９）駿府の工房　匠宿

静岡市「お茶の日」啓発イベント

第40回駿府本山お茶壺道中行列
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１．事業概要 　・Instagram広告１ヶ月

　５～８店舗のお茶カフェを集め、お茶をキーワード 　・B１ポスター

としたマルシェを開催する。マルシェを通して、自分 （３）出展者一覧

のお気に入りのお茶カフェ（推しお茶）を見つけても 　・お茶と暮らしと

らう。 　・オーガニック抹茶カフェ和み

２．実施期間 　・雅正庵

　令和４年11月３日（木・祝） 11時から16時 　・渋川園

３．実施場所 　・TAMO'S BAKERY

　駿府ホリノテラス（葵区追手町地先） 　・chagama

４．実施主体 　・凛々茶房

　御伝鷹まちづくり株式会社 ６．参加人数

　静鉄プロパティマネジメント 　マルシェ総客数225人

５．実施内容 ７．実施状況

（１）実施内容

　・静岡市内外から「お茶」をテーマに出展者を集め

　　マルシェを開催。

　・11月１日が静岡市「お茶の日」であり、それに

　　合わせて11月３日（木・祝）「文化の日」に開催。

　・マルシェの中で３店舗以上買い物をしたお客様に

　　はプチギフトとして各店協賛品等を配布。

　・マルシェはホリノテラスのウッドデッキ部分を

　　使用し、テント、キッチンカー、イートイン席を

　　設けて実施。

（２）告知物

　・チラシ2,000枚

１．事業概要 　（２）令和４年11月６日（日）　10:00～16:00

　様々な種類の静岡本山茶を生産者自らが呈茶する 　【紅葉山庭園会場】

茶席を設け、有料呈茶・販売を実施。また茶室入口 　　・高橋一彰（小瀬戸）

外にて茶手揉体験・抹茶挽き体験を実施（紅葉山公 　　・いはち農園（牛妻）

園のみ）。 　　・森久功（楢尾）

２．実施期間 　　・茶手揉保存会（茶手揉体験）

　令和４年11月５日（土）～11月６日（日） 　　・本山抹茶研究会（抹茶挽き体験）

３．実施場所

　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内） 　【歴史博物館会場】

　静岡市歴史博物館（葵区追手町地内） 　　・大河内地区茶業委員会（大河内）

４．実施主体 　　・佐藤誠洋（玉川）

　駿府本山お茶まつり委員会 ６．参加人数

５．実施内容 　597人

　（１）令和４年11月５日（土）　10:00～16:00 ７．実施状況

　【紅葉山庭園会場】

　　・本山抹茶研究会（本山）

　　・斎藤茶園（西又）

　　・梶山倫久（清沢）

　　・茶手揉保存会（茶手揉体験）

　　・本山抹茶研究会（抹茶挽き体験）

　【歴史博物館会場】

　　・有限会社ネクト（新間）

　　・有限会社クリーンティ松野（松野）

お茶マルシェinホリノテラス

駿府本山秋のお茶まつり
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１．事業概要 ６．参加人数

　ＪＡしみずの一大イベント。清水管内のＪＡ支店、 　21,000人　※茶試飲数　1,200人

女性部・青壮年部等が出店。お茶部門では、静岡市 ７．実施状況

（清水）のお茶のＰＲ販売を実施。

２．実施期間

　令和４年11月20日（日）

３．実施場所

　しみずマリンパーク

　（清水区港町地内）

４．実施主体

　ＪＡしみず

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

　（２）展示スペースにて清水のお茶の紹介

　　・まちこ20周年

　　・まちこボトリングティーの紹介

　きらりのブースの他、青壮年部ブースでは、両河内

・庵原の青年部員が、自慢のお茶の呈茶販売を実施。

清水茶手揉保存会、手揉茶の実演と手揉茶販売を実施

し、来場者に清水のお茶を紹介するイベントとなった。

１．事業概要 　（３）実施内容

　静岡市内や県内産の緑茶を使用し、家庭でも楽し 　　・ほうじ茶４種（一番茶、秋冬番茶、茎茶、品種茶

める淹れ方を日本茶インストラクターからわかりや 　　　：香寿）の飲み比べ

すく伝える講座を開催する。 　　・ほうじ茶を使った手軽なアレンジティーの愉しみ

２．実施期間 　　　方

　令和４年11月21日（月）～12月16日（金） 　　・トースターで自宅で簡単にできるほうじ茶の作り

３．実施場所 　　　方紹介

　しずおかO-CHAプラザ 　　・ほうじ茶に合うお菓子の試食

　（駿河区南町地内） 　　・ほうじ茶は静岡市産のものを使用

４．実施主体 ６．参加人数

　公益財団法人世界緑茶協会 　63人

５．実施内容 ７．実施状況

　（１）募集対象・人数

　　成人　各回８名（全８回、64名）

　（２）講座開催日

　　①11月21日（月）14:00～　

　　②11月22日（火）10:30～

　　③11月30日（水）14:00～

　　④12月１日（木）10:30～

　　⑤12月８日（木）14:00～

　　⑥12月９日（金）10:30～　

　　⑦12月14日（水）10:30～　

　　⑧12月16日（金）14:00～　

しずおかO-CHAプラザ　ミニ講座「ほっこりタイムにほうじ茶を味わいつくそう」

アグリフェスタしみず
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