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楽しむ 平成の北野大茶会

◎北野大闘茶会／闘茶とは、５種類の茶を当てる室町時代に隆盛を極めたお茶を使った上品な遊びです。 
　　　　　　　　　午前10時～午後1時（午前 9 時から受付）  定員：80 名 （応募多数の場合は抽選）
　　　　　　　　　応募締切：10 月 31日㊍消印有効　参加費：1,000 円（当日いただきます） 
　　　　　　　　　応募には専用ハガキが必要　お問合せ先：小澤清風園　TEL.075-691-2563
◎二條流呈茶席／二條流煎茶道による優雅な玉露のおもてなし、おいしいお菓子とご一緒に。 
　　　　　　　　　午後 2 時～午後 4 時　席料：菓子付 200 円 
◎京のにぎわい市／「京都のれん会」の有名店が多数出店。宇治茶・京の名産品が購入できます。 
　　　　　　　　　　午前10 時～午後 4 時 
◎抹茶体験・喫茶席／日本茶インストラクターが丁寧にお教えします。
　　　　　　　　　　　自分で点てた美味しいお抹茶をゆっくりご賞味ください。 
　　　　　　　　　　　 午前10時～午後 4 時 　体験料：菓子付 200 円

15 年ぶりに京都で開催される全国お茶まつりを記念して北野天満宮において現代版北野大茶会を開催します。
豊臣秀吉が 426 年前、この地で身分に関係なく、茶道具がなくても替わりになるものを持参すれば、

誰でも参加できたユニークな大茶会を開催しました。
銘茶宇治茶を味わう絶好の機会、お茶の好きな人はお気軽にご参加ください。

日時　平成 25 年 11月 17日㊐ 午前10時～午後4時
場所　北野天満宮 絵馬所並び周辺
　　　　●市バス「北野天満宮前」停下車

茶会内容　

８月27日から30日までの4日間、宇治茶会館（宇
治市）で開催された第 67 回全国茶品評会で、山
城地域からの出品茶が次のとおり入賞しました。

茶 種 順 位 市町村名 氏 名 特別賞

てん茶

１ 宇治市 山﨑 省吾 　農林水産大臣賞

2 宇治市 辻 喜代治 　農林水産省生産局長賞

3 宇治市 清水 康平 　（公社）日本茶業中央会長賞

4 宇治市 清水 太嗣 　全国茶生産団体連合会長賞

5 城陽市 菊岡 祐一 　全国茶商工業協同組合連合
　会長理事長賞

6 宇治市 古川 嘉嗣 　全国茶商工業協同組合連合
　会長理事長賞

かぶせ茶 5 宇治田原町
JA 京都やましろ宇治田原町茶業部会

下岡 清富
　全国茶商工業協同組合連合
　会長理事長賞

玉露

1 京田辺市
京田辺市茶業部

小林 治
　農林水産大臣賞

5 京田辺市
京田辺市担い手育成塾

林 昭
　全国茶生産団体連合会長賞

6 京田辺市 出島 重雄 　全国茶商工業協同組合連合
　会長理事長賞

普通煎茶
4kg 4 南山城村 木野 正男 　全国茶生産団体連合会長賞

～第67回全国茶品評会～
山城地域の出品茶が、てん茶、玉露の
２部門で農林水産大臣賞を受賞！
てん茶が産地賞を獲得しました！

山城地域からの入賞者氏名

茶 種 順 位 市町村

てん茶

1 宇治市

2 城陽市

3 京田辺市

玉露
2 京田辺市

3 宇治田原町

普通煎茶４㎏ 3 南山城村

産地賞（市町村）

●主催：第67回全国お茶まつり京都大会実行委員会／京都市茶業組合／京都市茶業青年会
●協力：北野天満宮／二條流煎茶道／日本茶インストラクター協会京都府支部／ (公社)京都府物産協会
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　宇治茶の郷づくり協議会では、宇治茶のことをもっと知って、味わい、楽しんで、宇治茶の魅力を満喫し
てもらう取組として、10月、11月の 2箇月間を「宇治茶の郷づくり月間」と定めています。この期間、山
城地域では、各地で宇治茶を楽しむ多彩な催しが開催されますので、ぜひ参加してみてください。

10月、11月は「宇治茶の郷づくり月間」
多彩なイベントが目白押し

10 月 5 日㊏　
◉第 40 回月見の煎茶会　宇治市 
　「黄檗宗大本山萬福寺（宇治市五ヶ庄）」煎茶道十流派の茶会 
　問全日本煎茶道連盟近畿地区　☎ 0774-32-1368

10 月 6 日㊐　
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～　宇治茶まつり　宇治市 
　「宇治橋～興聖寺～中の島付近」祭典（名水汲み上げの儀、茶壺口切りの儀等）、抹茶協

賛席、宇治茶無料接待、お茶のみコンクール、模擬店等 
　問宇治茶祭奉賛会（宇治商工会議所内）　☎ 0774-23-3101

◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～　京田辺市茶まつり　京田辺市 
「酬恩庵一休寺参道（京田辺市薪里ノ内 102）」①玉露（一煎パック）無料配布※先着順で、
なくなり次第終了。②美味しいお茶の淹れ方教室③茶手もみ実演④玉露無料接待

　問京田辺市　農政課　☎ 0774-63-1122（代表）

10月８日㊋、11月８日㊎　
◉黄檗ほていまつり　宇治市 
　「黄檗宗大本山萬福寺 ( 宇治市五ヶ庄）」布袋尊（弥勒菩薩）法要、煎茶席、手作り市
　※毎月８日（２月、８月を除く）に開催 
　問黄檗宗大本山萬福寺　☎ 0774-32-3900

10月 13日㊐
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～
　宇治茶大好き！キッズ「茶ムリエ」検定　京田辺市 　
　「京田辺市立中央公民館（京田辺市田辺丸山 214）」◎宇治茶大好き検定＆お茶の飲み

分け検定◎寸劇、茶団子づくり、おいしいお茶の淹れ方教室◎参加賞：らくやき湯のみ
キット◎要参加申込：小学３年生～６年生（定員 80 名）

　問京都府山城広域振興局　☎ 0774-21-3229

10月 13日㊐
◉松花堂忌茶会　八幡市 
　「松花堂庭園・美術館（八幡市八幡女郎花 43）」松花堂昭乗ゆかりの庭園で茶会を開催

します　問松花堂庭園・美術館　☎ 075-981-0010

10月 19日㊏ 　
◉～全国お茶まつり京都大会事業～
　宇治茶世界文化遺産シンポジウム 　宇治市
　「宇治市文化センター（宇治市折居台１丁目１）」基調講演、トークセッション、ミニコ

ンサートのほか、お茶席・宇治茶のふるまい、宇治茶・農産物の直売等を実施　　
　問京都府農林水産部農政課　☎ 075-414-4898

10月 20日㊐  　
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～
　宇治茶大好き！キッズ「茶ムリエ」検定   宇治市
　「宇治茶会館（宇治市宇治折居 25-2）」◎宇治茶大好き検定＆お茶の飲み分け検定◎寸劇、

茶団子づくり、おいしいお茶の淹れ方教室◎参加賞：らくやき湯のみキット◎要参加申込：
小学３年生～６年生（定員 80 名）　問京都府山城広域振興局　☎ 0774-21-3229

10月 20日㊐  
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～　城陽茶まつり　城陽市
　「荒見神社（城陽市富野荒見田）」抹茶席、茶そば席、生け花展示、お茶のおいしい淹れ方教室、

各種茶の展示即売、茶そば・生菓子・お菓子の販売、邦楽の演奏、お楽しみ抽選会
　問城陽市　農政課　☎ 0774-56-4005

◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～
　宇治田原ふるさとまつり　宇治田原町 
　「宇治田原町総合文化センター（宇治田原町岩山沼尻 46-1）」銘茶接待 ( 町内名人 )、特

産品販売等　
　問宇治田原ふるさとまつり実行委員会（宇治田原町商工会内）　☎ 0774-88-4180

11月１日㊎～11月 30日㊏　
◉笠置山もみじ公園ライトアップ　笠置町 
　「笠置山もみじ公園（笠置町笠置笠置山）」燃えるような赤に包まれる、笠置山もみじ公

園でライトアップが実施され、夜空に浮かぶ幻想的な空間が広がります。なお、ライト
アップ時間帯は入山料が無料となります。（17：00 ～ 21：00）

　問笠置町企画観光課　☎ 0743-95-2301

11月 2 日㊏、3 日㊐
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～　茶源郷まつり　和束町 
　「和束運動公園（和束町白栖猪ヶ口 25-5）」和束茶会（美味しいお茶の淹れ方教室・お

茶を使った料理の試食会及びセミナー・石臼体験・お茶クイズ・天空茶会等）、世界の
お茶の試飲、お茶づくしの屋台村、茶畑ツアー、お茶コン等　

　問茶源郷まつり実行委員会（役場総務課）　☎ 0774-78-3001

11月 3日㊐ 
◉ＪＯＹＯ産業まつり　城陽市
　「文化パルク城陽（城陽市寺田今堀）」商工業製品の展示・販売、歌謡ショー、全国の特

産品販売　など　問城陽商工会議所　☎ 0774-52-6866

◉木津川市やましろまつり 木津川市 
　「アスピアやましろ （木津川市山城町平尾前田 )」展示、販売等 
　問やましろまつり実行委員会（木津川市山城町商工会）　☎ 0774-86-3157

11月 10日㊐ 
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～
　心和む抹茶ふれあい体験  城陽市 　
　「文化パルク城陽 茶室他（城陽市寺田今堀）」①てん茶を抹茶に挽く体験、②本格的な

茶室で抹茶を頂く体験、③お茶の種類・製造方法・成分などの学習、④お茶の販売 
　※①②のみ申込必要。参加費無料（先着定員 15 名程度）
　問城陽市農政課　☎ 0774-56-4005

◉山背彩りの市 2013　城陽市 　
　「アクティ城陽商店街、ＪＲ城陽駅前商店街、その周辺（ＪＲ奈良線城陽駅周辺）」
　①手づくり作家による手づくり作品の展示販売②飲食の模擬店（商店街の飲食店舗の方

や城陽市内各地から募集）③地元特産品の展示販売④パフォーマンス（ダンス、演奏、
踊りなど）など

　問にぎわいづくりの会　☎ 0774-52-6866

◉木津川市かもまつり　木津川市 
　「恭仁京跡広場（木津川市加茂町例幣溝垣内）」食品、民工芸品の販売、舞台、体験コー

ナー、参加型イベント等 
　問かもまつり実行委員会（木津川市加茂町商工会）☎ 0774-76-2970

11月 16日㊏、17日㊐
◉～全国お茶まつり京都大会事業～
　宇治茶の魅力発信イベント　宇治市 
　「ＪＲ宇治駅前、京阪宇治駅前、 宇治橋通り商店街等、宇治市役所、宇治市産業会館ほか」

聞き茶巡り、宇治茶スタンプラリー、宇治茶まるごと体験ウォーク、再現「名水汲み上
げの儀・口切りの儀」、宇治茶スイーツ勢揃い　等

　問京都府山城広域振興局 農業・宇治茶振興担当　☎ 0774-21-3229

11月 17日㊐
◉笠置もみじまつり　笠置町 

「笠置山（もみじ公園）、JR 笠置駅前」あでやかな紅葉の美しさが楽しめる笠置山もみ  
じ公園内で催される音楽会の他、山頂駐車場、ＪＲ笠置駅前では笠置名物きじ釡飯と特
産品の特売等が行われます。問笠置もみじまつり実行委員会　☎ 0743-95-2159

◉せいか祭り 2013　精華町 
　「けいはんな記念公園（精華町精華台）、 けいはんなプラザ（精華町光台）」
　模擬店、パネル展示、音楽イベントなどこの日は水景園を無料開放
　問せいか祭り実行委員会事務局（精華町総務部企画調整課）　☎ 0774-95-1900

11月 23日㊏・㊗
◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～
　宇治市農林まつり 2013 宇治市  
　「西宇治公園多目的運動広場 （宇治市小倉町蓮池）」宇治市産農産物（野菜、花卉、加工

品食品）の販売、宇治茶の試飲・販売、親子木工教室、丸太切り競争など　問宇治市農
林茶業課　☎ 0774-20-8723

◉～全国お茶まつり京都大会協賛イベント～　　
　2013 むら活き生きまつり 南山城村 
　「南山城村総合グランド（南山城村田山）」新鮮野菜などの農林特産品・農林産物加工品

の販売、茶手もみの実演・体験コーナー、お茶席体験コーナー、木工教室・餅つき実演
コーナー・産品なべ、ステージイベント 

　問南山城村役場産業生活課　☎ 0743-93-0105 

11月 24日㊐
◉木津川市木の津まつり 木津川市
　「中央体育館（木津川市木津石塚）」～日頃の感謝をこめて～即売会、展示、イベント等

催し物多数　
　問木津川市木の津まつり実行委員会（木津川市木津町商工会）☎ 0774-72-3801

◉京都で一番早くさくらが咲くまちプロジェクト 井手町
　「井手町まちづくりセンター椿坂（井手石橋）」河津桜の植栽、町にゆかりのある歴史上

の人物による時代絵巻行列、サンドブラスト体験、模擬店の出店、スタンプラリー、講
演会、京都産業大学とのコラボイベントを開催。

　問井手町まちづくり協議会事務局　井手町企画財政課　☎ 0774-82-6162

◉山背古道とことんウォーキング 城陽市、井手町、木津川市
　「城陽市～木津川市間の山背古道全線（約 23km）」ウォーキングイベント（城陽市、木

津川市いづれかのスタートでも可能、休憩所（ほっとコーナー）で特産品・軽食販売）
参加者には、記念バッジをプレゼントします。

　集合場所：ＪＲ城陽駅東側または木津川市役所玄関前駐車場のどちらか 
　問山背古道推進協議会事務局（木津川市観光商工課）☎ 0774-75-1216

楽しむ
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　宇治茶の郷づくり協議会では、「宇治茶歴史街道」をより多くの方に知っていた
だくため、山城地域のボランティアガイドクラブ等地域団体との連携により、宇治
茶歴史街道を活用した、宇治茶の価値や魅力を体感できるウォーキングイベントを
支援します。
　皆さんも御参加いただき、秋の爽やかな山城地域を楽しんでみられてはいかがで
しょうか。

コース凡例：→徒歩　＝バス移動　◎拝観・入場

お茶の種類を飲み分ける茶香服遊びに挑戦します。
◎集　合／JR 奈良線 宇治駅　９：３０　◎解　散／JR 奈良線 宇治駅　15：３０頃　◎定　員／先着　６０名　◎参加費／300 円
◎コース／JR 宇治駅 ( 集合 ) →琵琶園跡 ( 市役所 ) →茶園→宇治橋通→塔の島 ( 昼食 ) →◎観光センター ( 茶香服体験 ) →◎興聖寺→◎宇治上神社→ JR 宇治駅 ( 解散）
◎歩　程／５㎞
◎主催等／( 公社 ) 宇治市観光協会、宇治観光ボランティアガイドクラブ
◎予約申込等／宇治観光ボランティアガイドクラブ（TEL・FAX：0774-22-5083 　E-mail：uji-guide@white.plala.or.jp　［10：00 ～ 15：30］）

共催／宇治茶の郷づくり協議会（お茶体験費用 [ 鷲峰山登山道～祈りの道を除く ] の全部または一部を負担しています。）

宇治茶歴史街道ウォーク楽しむ

知って楽しい雅な宇治茶体験～お茶の飲み分け遊びに挑戦！ 10月 17日㊍〈雨天決行〉

南山城でも屈指の歴史を誇る式内社・髙神社を見学し、お茶探検隊の皆さんの茶園の手入れを見学し、おいしいお茶の淹れ方教室で無農薬の高級茶を楽しんでいただきます。
◎集　合／JR 奈良線 山城多賀駅西口　９：３０　◎解　散／JR 奈良線 山城多賀駅　15：00 頃　◎定　員／先着　６０名　◎参加費／500 円
◎コース／JR 山城多賀駅（集合）→◎平間家住宅→◎髙神社→山背古道お茶探検隊茶園見学（お茶の話）→昼食→おいしいお茶の淹れ方教室（みどり農園）→ JR 山城多賀

駅（解散）
◎歩　程／ 4㎞　◎主　催／井手町ふるさとガイドボランティアの会
◎予約申込等／井手町ふるさとガイドボランティアの会（TEL：0774-82-5700　FAX：0774-82-5701［平日の 9：00 ～ 17：00］） 

井手町多賀の史跡とお茶の香りを楽しむ  10月 20 日㊐〈雨天中止〉

古くから山岳寺院として栄えた南山城最高峰の鷲峰山。むかしから残る登山道には「信西入道塚」などの史跡が残る。湯屋谷の「永谷宗円生家」では宇治茶の歴史を学び、地元
のお茶を味わう。
◎集　合／維中前バス停　９：00　◎解　散／JR 学研都市線 京田辺駅　１4：30 頃　◎定　員／先着　50 名
◎コース／JR 宇治駅＝維中前バス停 ( 集合 ) →大道寺 ･ 信西入道塚→　鷲峰山旧登山道→金胎寺境内→山頂 ( 宝篋印塔 ) →湯屋谷コース→◎茶宗明神社・永谷宗円生家 ( 見学、

歴史講座、地元産お茶を賞味 ) →工業団地口バス停 ( 解散 ) ＝ＪＲ京田辺駅　◎歩　程／12㎞
◎主催・予約申込等／宇治田原町文化協会 [ 宇治田原町教育委員会 ]（TEL：0774-88-5850 FAX：0774-88-5333［平日の 9：00 ～ 17：00］）

鷲峰山登山道～祈りの道  11月 10日㊐〈雨天中止〉

午前は山城町ふるさと案内人の会のメンバーが山城町の史跡を案内します。午後からは山城茶業組合による茶問屋ストリートスタンプラリーをお楽しみください。素敵なプレゼント
があります。
◎集　合／JR 奈良線 棚倉駅　９：45　◎解　散／JR 奈良線 上狛駅　14：30 頃　◎参加費／300 円
◎コース／JR 棚倉駅 ( 集合 ) →椿井大塚山古墳→◎小林家住宅→山城茶業の碑→◎泉橋寺→南部集会所 ( 昼食 ) →茶問屋街スタンプラリー・お茶の淹れ方教室→自由解散→

JR 上狛駅 ( 解散 )
◎歩　程／ 8㎞　◎主催等／山城茶業組合、山城町ふるさと案内人の会　◎問合せ／山城町ふるさと案内人の会（TEL：0774-73-8191 ［平日の 9：00 ～ 17：00］）

山城町の史跡散策と茶問屋街スタンプラリー  11月10日㊐〈雨天中止〉

恭仁京東北道と和束の茶畑景観を楽しみながら、ボランティアガイドとハイキング！午後はみんなで茶だんご作り体験！心も身体も満腹になっていただきます！
◎集　合／JR 大和路線 加茂駅　９：00　◎解　散／和束山の家バス停　15：00 頃　◎定　員／先着　60 名　◎参加費／700 円
◎コース／JR 加茂駅 ( 集合 ) →恭仁京跡→◎石寺茶畑景観→てらす和豆香 ( 昼食・茶だんご作り体験）→和束茶カフェ→和束山の家バス停 ( 解散 ) ＝ JR 加茂駅
◎歩　程／ 8㎞
◎主催等／和束町雇用促進協議会、和束 ･ 茶源郷ガイドの会
◎予約申込等／和束町雇用促進協議会（TEL・FAX：0774-78-4181 E-mail：info@chagenkyo.com ［平日の 9：00 ～ 17：00］）

恭仁京ウォーク in Autumn  11 月 10 日㊐〈雨天中止〉

京田辺市特産のお茶を使った茶香服を体験できます。
◎集　合／JR 学研都市線 京田辺駅　９：45　◎解　散／JR 学研都市線 京田辺駅　14：30 頃　◎定　員／先着　６０名
◎コース／JR 京田辺駅 ( 集合 ) →◎棚倉孫神社→◎一休寺→花見山公園 ( 昼食 ) →中央公民館 ( 茶香服体験 ) →ＪＲ京田辺駅 ( 解散 ) ※逆に歩くコースもあります。
◎歩　程／ 4.5㎞　◎主　催／京田辺市観光ボランティアガイド協会
◎予約申込等／京田辺市観光案内所（TEL：0774-68-2810 FAX：0774-68-2817  E-mail：info@kyotana.be　
                 　 ［平日の 9：00 ～ 16：30、土・日曜・祝日の 9：00 ～ 14：30］）

一休さんと玉露の産地　京田辺でお茶体験  11 月 30 日㊏〈雨天決行〉
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宇治茶の郷メールマガジン読者募集中！

宇治茶の郷　メルマガ

宇治茶歴史街道PRポスターが完成！

毎月１回、イベント情報や、「宇治茶伝道師」などお茶の専門家によるコラム等を載せた
メールマガジンを発行中。登録はもちろん無料。登録はこちらから。

宇治茶大好き！キッズ「茶ムリエ」検定 

募　集

① http://www.ujicha.jp/sato/member から

②携帯電話の場合は、右のＱＲコードからも登録できます。

告　知
「宇治茶歴史街道」のより幅広い層への認知度向上や山城地域への誘客につなげる取組の一環として、
京都嵯峨芸術大学芸術学部メディアデザイン学科の協力により、PRポスターを制作、
JRの駅や宇治茶カフェ等で掲示しています。

宇治茶歴史街道には、宇治茶にちなんだ美味しいス
イーツがたくさん販売されています。 甘いものが好
きな女性に山城地域には宇治茶を使ったスイーツが
たくさんあることをアピールしました。

山城地域には，広大な茶畑が広がっており、美しい
茶畑を見る事ができます。もっと茶畑を知ってもら
いたいと思い、緑豊かな茶畑を大きく画面に使い、
一目見てお茶 ･ 宇治茶だと分かるようにしました。

山城地域には，平等院だけでなく、重要文化財や国
宝、京都府景観資産など、歴史的な由緒ある場所や
有名なところがたくさんあります。建造物などを見
ながら宇治茶歴史街道を歩いてください！

「将来の宇治茶ファン」を育てるとともに、子どもの頃からお茶に親しむ「お茶育」を推進す
るため、今回初めて、小学生３～６年生を対象として、コンテスト形式によるキッズ「茶ムリ
エ」検定を実施しています。

場所・日時

平成25年 9月21日㊏ 13時～ 16時30分 【木津川市中央交流会館（いずみホール）】
平成25年 10月13日㊐ 13時～ 16時30分 【京田辺市立中央公民館】 
平成25年 10月21日㊐ 13時～ 16時30分 【宇治茶会館】

プログラム

キッズ「茶ムリエ」検定 
　◎演劇が大ヒント！観て、楽しんで、トップをめざそう！ 
   ◎宇治茶大好き検定（100点満　点のペーパーテスト） ◎お茶の飲み分け検定（50点満点の茶

ち ゃ

香
か

服
ぶ き

） 
　　※合計得点105点以上で、キッズ「茶ムリエ」に認定、認定書と賞品を授与
茶団子づくり
　おいしいお茶の淹れ方教室（玉露・煎茶）

参加賞

らくやき湯のみキット（無地（白）湯呑、ミニセラミックマーカー６色）
※すでに実施した会場もあります。また、受付は、全て終了しました。御参加いただいた方、お申し込みいただいた方、ありがとうございました。

9／21の
会場の様子


