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◀高尾の茶園
南山城村の茶園の
多くは丘陵部の斜
面に広がってお
り、茶のシーズン
には青空にイキイ
キとした緑色が美
しく映えます。

　お茶の栽培に適した気候や土壌の南山城村では、茶園
面積の拡大整備、共同製茶工場による生産部門の近代化
など、さまざまな取組が行われ、現在、約310haの茶園で、
京都府第２位の茶（荒茶）生産量を誇っています。

南山城村の茶園
▲田山油目地区の大規模茶園
平成 14 年度に完成した田山油目地区の大規模茶園造成。
8.6haの緩傾斜茶園は乗用型茶園管理機の導入が可能となり
大幅な省力化と効率化を実現しています。現在、若手茶業
グループ「茶
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入場無料
楽しむ

「宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い」が開催されます

◎井手町さくらまつり（井手町）
　日時：平成24年３月 31日㊏〜４月９日㊊
　場所：井手町玉川堤一帯
　内容：玉川堤両岸1.5kmに渡りソメイヨシノが咲く中、お茶席や模擬店の

ほかライトアップを実施　
　問井手町さくらまつり実行委員会　☎0774-82-6168

◎松花堂つばき展（八幡市）	
　日時：平成24年 4月 6日㊎ ･7日㊏ ･8日㊐
　場所：松花堂庭園・美術館（八幡市八幡女郎花）
　内容：椿の切り花およそ400種の展示のほか、椿づくしのお茶会
　問（財）松花堂庭園・美術館　☎075-981-0010

◎花見ウォーク（京田辺市）
　日時：平成24年 4月 7日㊏
　場所：京田辺市内
　内容：ウォークの一環として、普賢寺観音寺前で、玉露の接待、茶の販売

等を実施
　問京田辺市観光協会　☎0774-68-2810

◎緑とふれあい桜まつり（木津川市）
　日時：平成24年 4月 7日㊏
　場所：ふれあい広場（木津川市木津小釡）
　内容：茶会・花苗の販売、花の種子、堆肥の無料配布
　問（公財）木津川市公園都市緑化協会　☎0774-72-6050

◎市民茶摘みの集い（宇治市）
　日時：平成24年 5月初旬
　場所：京都府茶協同組合茶業センター（宇治市宇治折居）
　内容：茶摘み体験、新茶接待
　問宇治市農林茶業課　☎0774-20-8723

◎茶摘み体験交流会（宇治田原町）	
　日時：平成24年 5月 13日㊐
　場所：ふるさと塾茶園（役場南バス停前下車）、宇治田原町文化センター
　内容：茶摘み体験（別料金で茶摘み娘衣装貸出可）、抹茶づくり体験、茶香服、

特産品販売など
　問21お茶のふるさと塾事務局【（有）木創内】　☎0774-88-4246

◎お茶の郷わづか“満喫 ”イベント（和束町）
　日時：平成24年 5月 13日㊐
　場所：和束町内
　内容：茶摘み体験とお茶を使った昼食、茶工場見学、お茶の淹れ方教室な

ど要参加費
　問ほっこりサークル　☎0774-78-3321

◎新茶のふるまい（南山城村）
　日時：平成24年 5月中旬　場所：南山城村農林産物直売所
　内容：新茶の無料サービス
　問南山城村農林産物直売所　☎0743-93-1000

　　　宇治・山城地方はお茶の発祥の地として
知られています。
　茶摘みの歌では「夏も近づく八十八夜～」と
歌われるように、立春から数えて八十八日目に
開催する『宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い』に、
ご家族、ご友人お誘いの上お出かけいただき、
あなたも宇治茶大好きになってみませんか。

主催：社団法人京都府茶業会議所／京都府茶生産協議会／京都府茶協同組合／宇治茶の郷づくり協議会
後援：京都府／山城広域振興局管内の各市町村／財団法人京都府公園公社／ＪＡ京都中央会／ＪＡ全農京都府本部／ＪＡ京都やましろ
協賛：京都府茶業連合青年団／日本茶インストラクター協会京都府支部／宇治市茶生産組合／宇治茶商工業協会／宇治観光土産品組合
　　　宇治茶製法技術保存協会／京都みどり会／各農産物直売所

日時：平成24年 5月 1日㊋		午前10時〜午後3時
会場：宇治茶会館・茶業センター茶園【第１会場】
　　　京都府農林水産技術センター茶業研究所【第２会場】

【第１会場】宇治茶会館・茶業センター茶園（宇治市宇治折居25）
茶摘み体験／日本茶インストラクターによるお茶の淹れ方教室
（有料）／ホットプレートによる簡単な製茶体験（有料）／抹茶の挽
き臼体験／ふるさと産品展示即売会／茶の木人形の展示

【第２会場】京都府農林水産技術センター茶業研究所（宇治市白川中ノ薗1）
茶摘み体験／手もみ製茶実演／試験茶園・製茶工場の見学・説明
研究成果の展示・説明

当日は、京阪宇治駅・ＪＲ宇治駅から無料シャトルバスを往復運行します。
※混雑時は、路線バス（有料）をご利用ください。（バス停「太陽が丘ゲート前」下車すぐ）
※お車でご来場の方は、太陽が丘の有料駐車場をご利用ください。

昨年の様子

イ ベ ン ト 情 報
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　去る 2月 4日㊏、 （社）京都府茶業会議所、京都府茶生産協議会、京
都府茶協同組合、宇治茶の郷づくり協議会の主催により「第7回春
の大茶会 わくわく！ドキドキ！春の宇治茶フェスタ」を開催しました。
　今回は、これまでの春の大茶会とは趣向を変え、「食」をテーマに、
宇治茶と宇治茶を使ったスイーツを中心とした、子供から大人ま
で楽しめるイベントを目指して実施。府内産地の宇治茶を味わっ
ていただく「宇治茶の産地めぐり、味めぐり」、京都府生菓子協同
組合青年部を講師として御協力いただき実施した「京の伝統和菓
子の体験教室」、宇治茶を使用した美味しい「宇治茶スイーツの販
売」を初めて実施したほか、先着 1,000 名様に、山城伝統郷土食の

「茶汁」を無料でもてなしました。
　このほか、「清水焼のミニ陶器市」、「宇治茶クイズ＆スタンプラ

リーと抽選会」、「ふるさ
と産品展示即売会」、「子
供茶香服大会＆聞き茶☆
茶レンジ」、「宇治茶の秤
売り」、「美味しいお茶の
淹れ方教室」など盛りだ
くさんの内容を行ったと
ころ、好天にも恵まれ、
約 2,000 人の来場者で終
日賑わい、それぞれの催
しとも大変好評でした。

春の大茶会
楽しむ

宇治茶の郷メールマガジンの御案内
　宇治茶の郷づくり協議会では、山城地域の宝である「宇治茶」の価値や魅力を広く発信し、宇治茶ファン
の一層の拡大を図るため、現在、「宇治茶の郷メールマガジン」の創刊に向けて準備を進めています。
　これまでは、本紙「宇治茶の郷通信」やホームページ「宇治茶の郷づくり協議会」、京都府山城広域振興局
ホームページ「京都山城宇治茶の郷」などで、宇治茶の郷山城の取組を御紹介してきましたが、今後は、よ
りタイムリーに情報を提供していきたいと思います。（月１回発行予定）　
　詳しくは、次回発行の「宇治茶の郷通信」でもお知らせします。ぜひ、御登録ください。

◎「宇治茶の郷づくり協議会」ホームページ
　http://www.ujicha.or.jp/sato/index.html
◎京都府山城広域振興局「京都山城宇治茶の郷」ホームページ
　http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/ocha/index.html
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第７回

春の宇治茶フェスタを開催しました

茶汁のおもてなし

ふるさと産品展示即売会 宇治茶の秤売り 宇治茶スイーツの販売 宇治茶の産地めぐり、味めぐり

聞き茶☆茶レンジ（お茶当てゲーム）

スタンプラリー抽選会

清水焼のミニ陶器市

子供茶香服大会

美味しいお茶の淹れ方教室

京の伝統和菓子の体験教室
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レポート
味わう

　宇治茶の郷づくり協議会では、おいしい宇治茶が味わえるとともに、その歴史や文化、
淹れ方などを学べる喫茶店を「宇治茶カフェ」として認定しています。
　宇治茶のPRイベントなどで活躍中の宇治茶レディとともに各店を紹介します。

京都府宇治市莵道荒槙19-3　☎ 0774-23-3955
午前10時〜午後6時30分（茶房は午後6時ラストオーダー）　無休　

人気の茶房でゆったり和みのひととき
宇治抹茶スイーツも多彩に

　伝統の手技で育まれた宇治茶の豊かな味と香りを今に伝える
「伊藤久右衛門」本店は、天保３年創業。数々の銘茶のほか、挽
きたての宇治抹茶を贅沢に使ったスイーツも豊富に取り揃え、
観光客や地元の人でいつも賑わっている人気店です。ゆったり
広々とした店内は、漆黒の柱や梁を基調とした和モダンな雰囲
気で、おすすめの宇治茶を試飲できる接茶カウンターもありま
す。お茶屋ならではのこだわりの味が楽しめる茶房は店の奥に
あり、季節の花や掛け軸、飾り物など風雅なしつらえが心を和
ませてくれます。
　同店をレポートしてくれる宇治茶レディは京都市内に住む藤
田優香さん。愛媛県出身で京都の大学に通う藤田さんは、京都
の文化に憧れて宇治茶レディに応募したそうです。「京都の素
晴らしい文化の一つである宇治茶の魅力を多くの人に伝えら
れたらうれしいです」と、この1年間宇治茶の広報活動
に取り組んできました。そんな藤田さんが
数あるメニューの中から選んだのは

「宇治玉露　宇治のしらべ」。日本
茶アドバイザーの資格をもつス
タッフが丁寧にお茶の淹れ方を

アドバイスしてくれました。
　始めに湯冷ましにお湯を入れます。「玉露は熱いお湯で淹れ
るとうま味より渋味が出てしまうので冷ましておきます。適温
は50度くらい。湯気がおさまるのが目安です」とスタッフ。次
に湯冷ましのお湯を茶葉の入った急須に入れ、1分半待って湯
呑みに注ぎます。急須に少しでもお湯が残ると茶葉が開いて2
煎目がおいしくなくなるため、最後の一滴までしっかり注ぎき
るのがポイント。飲むときは舌の上でころがすようにして味わ
います。「渋味が全くなく、甘味が強くて香りも豊か。普段な
かなか味わえないおいしさです」と玉露のうま味を堪能した藤
田さん。２煎目はお茶の葉が開いていますので、1煎目より少
し短めの時間で淹れ、茶団子とともに味わいました。「1煎目よ
り軽い感じの甘さで、おいしいです」。ちなみに甘味メニュー
では桜アイス、桜あん、さくら白玉などを盛り込んだ春限定の

「さくらパフェ」が人気だそうです。茶房で
の和みのひとときを満喫した藤田
さん、「また今度ゆっくり来たい

です」と実家へのお土産を楽しそ
うに選んでいました。

そ の 6

「宇治玉露　宇治のしらべ」（茶団子または特製ようか
ん付き630円）。宇治茶メニューはほかに「極上抹茶　あじ

ろ木」（同577円）、「宇治煎茶　清風」（同577円）がある

宇治茶や抹茶スイーツな
ど多彩な品揃えは見てい
るだけで時間を経つのも
忘れそう。定番の「宇治
抹茶生チョコレート」の
ほか、「さくら抹茶大福」
や「つぶつぶ苺抹茶ロー
ルケーキ」などの季節限
定スイーツも人気

京阪宇治駅からゆっくり歩いて7分の「伊藤久右衛門」
本店。白いのれんと茶房の看板メニュー「宇治抹茶パフェ」
の巨大なサンプルが目印。藤田優香さんは昨年4月から宇
治茶レディとして活動

「おいしい！大成功」。
思わず笑みがこぼれます

「おいしく淹れられ
ますように」。ちょっ
ぴり緊張気味

希望すれば日本茶アドバイザー
のスタッフが淹れ方を教えてく
れる

「京都 宇治 伊藤久右衛門本店・茶房」
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京都府宇治市宇治妙楽43　☎ 0774-22-2514
午前9時〜午後6時　年中無休　喫茶は10時〜午後6時（午後5時ラストオーダー）

“お茶一筋”創業400年余の老舗で
茶葉にこだわった癒しの一服を堪能

　宇治橋通り商店街にある「お茶のかんばやし」は、創業400余
年。「お茶壷道中」として江戸幕府へお茶を納めていた宇治の茶
師・上林家の14代続く老舗です。日が当たりすぎない茶畑から
渋味の少ない茶葉を農家から直接買い付け、昔ながらの手づく
りに近い方法で品質にこだわって製品づくりを行っています。

「お店でもおいしいお茶を味わいたい」という、かねてからのお
客さんの要望に応え、3年前の移転を機に店内にカフェを併設。
階下に店内を見渡すロフトスペースに設けられたカフェは、吹
き抜けの天窓から日差しが降り注ぎ、明るく開放感たっぷりの
憩いの空間となっています。
　同店を訪れた宇治茶レディは芦屋市に住む松本知美さん。家
では茶道具を揃えてよく自分で淹れて飲んでいるそう
で、「宇治茶レディとして経験させてもらったこ
とを普段の生活に取り入れて、お茶のある暮ら
しを楽しんでいます」とのこと。
　カフェのメニューは、“お茶一筋”にこだわ
る同店らしく、抹茶（2種類）、玉露、煎茶（全

て季節の和菓子付き）のみで、

松本さんは早速、抹茶「朝日の白」をオーダー。お店のスタッフ
から、希望すれば自分で抹茶を点てることもできると聞いて早
速挑戦してみました。
　まず碗の中に抹茶を入れ、少量の水を入れて茶筅で練ります。

「いきなりお湯を入れるとうまく混ざらずダマになりやすいの
で先に水で溶かしておきます。茶筅で抹茶の固まりをつぶすよ
うに練るのがポイントです」とスタッフ。次にお湯を注ぎ、茶
筅で泡立てます。手首のスナップを使い、タテ方向に勢い良く
混ぜていきます。抹茶の表面がクリームのようにきめ細かく泡
立ったら出来上がり。最後に「の」の字を描いてそっと茶筅を引
き上げます。黒の碗に抹茶の鮮やかな緑が映えて見るからにお
いしそう！
　「口の中にふんわりと香りとまろやかな風味が広がって、と
てもおいしいです。ほっとしますね」と松本さん。自分で点て

た癒しの一服に大満足の様子でした。

お茶の歴史とともに400年余、お茶一
筋の老舗「お茶のかんばやし」。「お茶
は体にもいいし大好きです。今日も楽
しみにして来ました」と宇治茶レディ
の松本さん

そ の 7

品質にこだわった製品がズラリと並ぶ店内。窓越しに
坪庭を眺めながら試飲を楽しめる一角もあり、休日は
観光客の姿も多い

「おいしいです」。自分で点てた抹
茶の味は格別

茶筅で抹茶点てに挑
戦。最初はなかなか泡
立たず、「結構難しい
ですね」と松本さん

抹茶「朝日の白」（菓子付き630円）。ほかに抹茶「奥
昔」（840円）玉露「瑞玉」（同840円）、煎茶「相
生」（同630円）

「お茶のかんばやし 喫茶かんばやし」


