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石清水八幡宮へ幡拘
男山山 上に鉄l■Aし、i lJ神宮 (人分県)

などとともに ,本|=大八幡frの一つに数え

られています。毎年ネこに献茶祭、秋手に

献茶審在品許会が行われ ■ 市 山 城の本

業家より献茶が本納されています.H十年 「イT

,古水八幡ff献木離J設

立 60用 4:を迎 え、

境内の 「雄徳Hl茶

同Jで 初の本林的

(巧` 予
聴 預 余 四 ひ 碑                  ■

昭和26年に境内に開園された模張本国は 昭 和58年 に閉回.

その後圏精され 平 成 16年 「雄徳山茶図」と名を改め夜活を果たしました

ひろげよう 十 汗i 木の性力
つなごう

な茶摘みが行われ

ました。

本殿の前は幣殿 舞 殿 桂 門と続き 周 □を 100mに 及

ない廊が図たています 随 所に丹漆塗りの極彩色の彫刻

か刻まれた壮構な社殿 1重要文化財に指定されています
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P2～ P3… [地域の取組み]

宇治市/お 茶と歴史のまち宇治の重要文化的景観への取組み

和東町/「宇治茶の郷 和束の茶畑J京 都府景観資産地区に登録

平成 19年 度京都府選定文化的景観に選定

宇治茶手もみ製茶技術 平 成 19年度京都府指定無形民俗文化財に指定

手もみ製茶技術を体験 見 学できるスポット

P4 -―   [楽 しむ]宇 治茶の郷夏休み 刀ヽ学生親子本れあいイベント「宇治茶博士をめざせ!J

[味わう]おいしい冷茶の海れ方

本殿前



会場には力茶済見も震示

ゑ本とな文のまちネ'多の

奮妥支化|ウ素祝への広組み

!泊 市では、新たに設けられた文化財の分野 重 要文化的景観の選定にむけた

取組みを始めました。現れ:、4干治川上流の夫観を中心に、その奥座数ともいわれ

る自川、煎茶文化の発信地であるよ柴のエリアを加え

て、国による選定にむけた作業が進められています。

平成 20年 1月 27Hに は■治市文化セ ンターで、文

化的景観事業の一環 として、字治の伝統産来である末

業、なかでもHl茶を取 り上げた 「字治市文化的最観連

続フォーラム 歴史風iと 文化的最観を考えるJが 開催

され、煎茶と関わ りをもつバ本リス トか らの発友と意

見変換が行われました。当日は会場からの発言もあ り、

活発な議論が交わされ、宇冷と煎茶について改めて考

え直すよい機会となりました。

勲茶についてさまざまな意見が発表された講渡会

京都府景観資産地区に登録

平成 20年 1月24日、和東町の茶畑風景が京都府景観

資産に地区登録されました。和東町の中山間地に広が

る茶細は、4と の稜線にまでおよび、紺碧の空と茶樹

の線のコントラス トが美しく、 1腹 を途切れることな

く続 く畝筋は芸術,品と絶賛されるほどです。

平 成 19年 度 京 都府 選 定 文化 的景観 に選 定

また平成20年3月 21H、 和東町の茶加風景が “戒

地域を代表する生業景観として、京都府初の 「文化的

景観Jに 選定されました。文化的最観とは、人々の生

「ネ'″本の押わえの本文口」f都ゐ素貌資及北直に会鎌
手広 19年友f都 力塁え支化台1素歓に整え

活や生業によって作り出された景観地のことで、地域

文化や伝続 習 慣等を次世代へ継承するとともに、生

産品の 「地域プランドJ化 や文化観光面でも、今後の

活用がマまれています。

今回の選定により、先人から受け継がれてきた生産技

術など和央ならではの貼力ある茶業の継承、宇治茶i産

地としての誇りなど、あらゆるいFから 「この山を↑る」

という高い意識を持ってお末づくりに取り組むことで、

茶農家だけでなく、関連産業までが相乗的に発展する

ことが期待されます。

また、無いものをねだるより、今あるものをどう活

かしていくかに着眼することで、新たな町のほ力を引

き出せる可能性も高いと考えられます。

山裾から山頂近くまで揺やかな起伏のある献が無数に広がる茶畑の風景



宇治茶手もみ製茶技術が

平成19年度京都府指定無形民俗文化財に指定
平成20年 3月 21日、字治茶手もみ製茶技術が、

現在の製茶技術の基礎技術として資料的な価値も

高く、民俗技術としても重要として、府無形民俗

文化財に指定されました。

元文3年 (1738)、字治口原町の茶農だった永谷

宗円によって発案され、発展した宇治茶手もみ製

茶技術は、「宇治茶製法Jと も呼ばれ、京都府字治

茶製法手もみ技術保存会連絡会議の会員である告

保存会によって伝承されています。

同達路会議は、十治茶製法技術保存協会、京

田辺茶手もみ技術保存会、字治四原手操保存

会、和束茶子操技術保存会、高山城村茶手も

み技術保存会、社団法人京都府茶業会議所の

熟線の技が光る宇泊茶製法

努めています。

1 宇治茶手もみ製茶技術を体験 ・見学できるスポット |

●福寿固宇治工房

茶師の指導のもと 1～ 5人 で 組ヽになつて約 2時 間 30

分手もみ製茶を体験.出 来上がつた煎茶ほ 1組 で分けて持ち

帰りできます。茶葉乾燥の待ち時間を利用 してお茶の湾れ方

6団体で構成され、現在の製茶技術の基礎とし

て手もみ製茶技術を重視し、技術の向上と伝承に

●私のしこと館

名大 山 下育―さんに習う玉四作りの入F号体験。手もみ製

茶の前半部分を体験0し たり 後 半部分の体験及び名人の仕

上げの実浸や製末技術の話 玉 露の湾れ方教皇もあり0。

日時 !平成 20年 7月 20日 (日)

0正 午～年後 時ヽ 30分  ※ 予約不要 随 時体験

0年 後 2時 30分 ～4時 30分  来 事前予約可

受付場所 !私のしごと館 (近鉄新祝国駅またはJR祝 園駅よ

教室もあり。

日時 !体館日 (月曜 祝 日の場合は翌火曜日)を 除く毎日。

年前 10時 ～と年後 2時 ～の 2回

会場 !福寿国宇治工房 2階 第ニエ房 (京阪宇治駅から徒歩

6分  」 R宇 治駅から徒歩 15分 宇治川朝霧橋たもと)

定車 !各回 ⅢO人  米 予約制 (原則として 3日 前まで 定 員

に余裕のある場合、当日でも受付可)

会llR費tl組 12600円

問い合わせ 申 込み i8077420対 100

FAX0774‐20 1106 http://wⅢv、v ujkoubou oom

●普賢寺ふれあいの駅

日本一の玉題作り名大 山 下諄―さんに習う生の茶葉から自

分で採み上げる約 4時 間の本格子もみ体験。出来上がったお

茶は持ち帰りできます。最高級玉露のま飲や湾れ方教室もあり

日時 !毎月第 2と 曜日 午 前 9時 ～午後 時ヽ

集合場PFl t普賢寺ふれあいの駅 (京日辺市音賢寺小回垣内62)

定員 !20人 (4～ 5人 のグルーブで作業)※ 事前予約要

会加費 ,士玉露コース 5000円  並 玉露コース4000円

中込み !皆買寺本れあいの駅へ80774624250ま たは

直接駅のレシ(火木士日曜の年前 3時 ～年後 3時 )ヘ

http〃 www malko nejp/stat on/ndex htm

り奈良交通バス 「私のしごと館Jバ ス停下車すぐ

京奈和道 「精華学研 CJす ぐ)

定員 !05 0人

体験ナ」,05 0 0円

中込み :80774986121

※開催 日の 30日 前から7日 前まで予約受付 〈先着順)。定

員におたない場合のみ当日受付

httpi//vv、vⅢv shig。(。kan ehdo 30jp

●手もみ製茶技術研修会

■治茶製法技術保存協会の手もみ製茶技術研修会を見学でき

ます。詳細は問い合わせを。

日程 i7月 中旬予定

会場 !手もみ製茶工場 (宇治市白川中ノ画 打番地 京 都府立

茶業研究所内)

耐い合わせ 申 込み !(社)京 都府茶業会議所

80774237713



守治茶の郷
夏体み・小学化親子
ふれあいイベント
「宇治茶博上をめざせ!」を開催

京都府茶協同組合では、「字治茶を囲み、家族仲長く優しい心を…」をテーマに、

親子で協力して宇治茶の知識を競う楽しい夏休みイベントを開催します。人貨者には賞品を用意。

参加者全員に宇治茶博士の賞状を授与します。お、るってご参加ください。

日時 i8月 24日 (日)午 前 10時 ～年後 4時 (受付 9時 30分 ～)

会場 :京都府茶協同組合 茶業センター (宇治市宇治折居 25番 )

定it t小学校 4 5 6年 生の子どもと保護者 (1名 )

ペア50組 (計100人 )※ 50組 になり次第締切らさせていただきます

内容 :(1)字治茶●×クイズ 30間 (資料冊子を渡し、その中から出題)

0お 茶のおいしいたれ方教室 0茶 葉の種類当て (5種類)● 茶香服 (闘茶)3回

杏1日■ :煎茶 50g 急 須 宇 治市源氏物語ミュージアムご招待券

入111,1品 Ⅲ:優勝 (図書券 51000円 分)準 優勝 (図書券 31000円 分)

3位  4位 (図書券 2,000円 分)

参加者全員に宇治茶博士の認定書 (寅状に親子記念写真付き)

中進方,まiホームページでお調べください httpノ /www kyocha o「 jp/

情lい合わせ i京都府茶協同組合 な 0774‐ 23‐7711

冷たい飲み物がなしくなる季節―急な来客に命たいお本か

なくて慌てたことはありませんか い つもの,1本をおいしい

冷本にしてみましょう ,さ を如1え夕t分がスッキリしますよ

〔冷茶 (3人分)】

●煎茶 (上級品)8g o氷  グ ラスにいっはい

0熱 湯 250辺  ● 急須 (中型)1個

0冷 茶用クラス (100賊入り)3個

●マグカツプ (湯冷じ用)11回

■煎茶83(テ イースフーン4杯 )を 急須に入れる

●熱湯250賊 をマグカツプて70℃に湯冷して、■の急須に

注ぎ2～ 3分行つ

● 3個 の冷茶用グラスに氷をいつばい入れておく

““のお茶を■の3つ のグラスに廻し注ぎする

●氷が小さくなり、お茶が冷たくなつたら飲みをろてす。

もう少し鉱みたくなったら

ガラスのな須をけけに11とし 水 を適11人れておきま■1 1ヽ |とを縦り,として|'の

わなをガラスのを家にイl rl,'いでから 3価 のグラスにⅢⅢ Ⅲl'Lきましょう

(社)京都府茶会控所のホームヘーシ内の 「宇若茶の郷づくけ協議会」をご監ください

実行者/宇 治末の郷づくり協議会 事 務局 :(社)京 都府宋茶会議所内

httO//wwwu"cha or,p/sat。/ndex himl

宇泊市宇治又振 171 工 EL0774 23 7713


