
２．実施事業一覧

【静岡市主催事業】

【静岡市連携事業】

※　「第4回静岡市お茶まつり」及び「第33回駿府本山お茶壺道中行列」等、個別掲載事業を除く。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所 事業概要

No. 事業名 実施主体 実施期間

1 　第4回静岡市お茶まつり　※主要事業 　静岡市（農業政策課）
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　青葉緑地B1～B4ブロック
（葵区呉服町二丁目地内ほか）

　特徴あるお茶やお茶スイーツ等の販売、お茶の美味しい入れ方の紹介など、
「お茶のまち静岡市」を体感できるイベントを実施。

2 　静岡市「お茶の日」広報事業 　静岡市（広報課） 　平成27年 4月～ 　各種広報媒体
　各種媒体を活用し、静岡市「お茶の日」及び本市茶業関連施策に関する広報を
実施。

3 　市長とお茶カフェ＆ランチトーク 　静岡市（広報課）
　平成27年 7月～
　平成28年 1月

　各回ごとに設定
　様々な活動をしている団体の皆さんと市長が、活動から感じる市政の課題につ
いて、静岡市産のお茶とお菓子、またはランチを楽しみながら意見交換を実施。

4 　静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト 　静岡市（農業政策課）
　平成27年 7月 1日(水)～
　平成27年11月14日(土)

　青葉イベント広場　※授賞式
（葵区呉服町二丁目地内）

　『私の好きな「お茶の時間」』をテーマに作品を募集し、入賞作品を表彰。

5 　美和おやこ茶の湯講座　～お茶のこ彩々～ 　静岡市（北部生涯学習センター美和分館）
　平成27年 9月19日(土)～
　平成27年10月31日(土)

　北部生涯学習センター美和分館
（葵区安部口団地地内）

　親子でお茶の歴史、茶手揉体験及び作法を学び、茶文化に親しむ講座を開催。
（期間中7回開催）

6 　静岡市のお茶を使用した「紅茶風呂」に入ろう！ 　静岡市（ごみ減量推進課）
　平成27年 9月21日(月)～
　平成27年 9月23日(水)

　しずもーる西ヶ谷
（葵区西ヶ谷地内）

　静岡市のお茶を使用した紅茶風呂を実施し、飲むだけではないお茶の活用方法
や楽しみ方を提案。同時に、来館者へ静岡茶をふるまうサービスを実施。

7 　お茶講座「日本茶を飲もう！楽しもう！」 　静岡市（長田生涯学習センター）
　平成27年10月 1日(木)～
　平成27年11月12日(木)

　長田生涯学習センター
（駿河区寺田地内）

　製茶工場見学や生産者の話、お茶の入れ方や闘茶体験等を通じて、静岡のお茶
について学ぶ「日本茶」をテーマとしたお茶講座を開催。

8
　アースカレッジ2015「日本人の基礎知識、お茶にまつわるエ
トセトラ」

　静岡市（葵生涯学習センター） 　平成27年10月 3日(土)
　葵生涯学習センター
（葵区東草深町地内）

　「アースカレッジ2015」にて、「お茶の美味しい入れ方」等お茶をテーマとし
た講座を開催。

9 　静岡市美術館「お茶フェア」 　静岡市（文化振興課）
　平成27年10月10日(土)～
　平成27年11月23日(月)

　静岡市美術館ミュージアムショップ＆カフェ

（葵区紺屋町地内）
　静岡市美術館内「ミュージアムショップ＆カフェ」の一画にて、お茶関連グッ
ズの紹介・販売等を行うイベントを実施。

10 　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚 　静岡市（農業政策課）
　平成27年10月 4日(日)～
　平成27年11月 3日(火)

　市役所庁舎、JR駅構内ほか
（葵区追手町地内ほか）

　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。

11
　しずおかエンジェルプロジェクト　きき茶婚活～GreenTea
Mariage～

　静岡市（青少年育成課） 　平成27年10月20日(火)
　ホテルアソシア静岡
（葵区黒金町地内）

　市内茶商と連携し「お茶」をツールにしたゲームで男女の交流を図る、地域資
源を活かした静岡ならではの婚活イベントを実施。

12 　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売 　静岡市（農業政策課）
　平成27年10月27日(火)・
　平成27年10月28日(水)

　市役所各庁舎
（葵区追手町地内ほか）

　静岡市職員等を対象に複数種類の「静岡市のお茶」の購入希望を募り、一括販
売を実施。

13 　静岡市お茶の日関連イベントスタンプラリー 　静岡市（農業政策課）
　平成27年10月25日(日)～
　平成27年12月11日(金)

　青葉緑地B1～B4ブロックほか
（葵区呉服町二丁目地内ほか）

　静岡市「お茶の日」周辺に開催される3イベントでのスタンプラリーを実施し、
応募者の中から、抽選で景品をプレゼント。

14 　お茶関連図書の展示 　静岡市（中央図書館）
　平成27年10月29日(木)～
　平成27年11月23日(月)

　静岡市中央図書館
（葵区大岩本町地内）

　静岡市中央図書館内の展示コーナーにおいて、お茶に関する図書の展示・貸出
を実施。

15
　旧マッケンジー住宅顕彰事業　展覧会「マッケンジー氏と静
岡茶」　～静岡茶貿易のパイオニア～

　静岡市（歴史文化課）
　平成27年10月31日(土)～
　平成28年 1月31日(日)

　旧マッケンジー住宅
（駿河区高松地内）

　日本茶輸出のパイオニアとして日本茶業界の拡大に貢献したダンカン・J・マッ
ケンジーの業績について、写真や解説等による展覧会を実施。

16 　静岡市営競輪「お茶の日」PR 　静岡市（公営競技事務所）
　平成27年11月 2日(月)～
　平成27年11月 4日(水)

　静岡競輪場
（駿河区小鹿地内）

　静岡競輪場にて、静岡市「お茶の日」に合わせ、お茶に関連したサービス等を
実施。また、CS放送にて茶娘衣装を着用したPRを実施。

17 　お茶を使った学校給食の提供 　静岡市（学校給食課）
　平成27年11月 2日(月)～
　平成27年11月30日(月)

　市立小中学校
　11月1日の静岡市「お茶の日」の時期に合わせ、市内の小中学校にて、お茶を使
用した給食を提供。（茶飯、鯵や黒はんぺんの茶揚げなど）

18 　葵区魅力づくり事業「葵トラベラー安倍口編　内牧大茶会」 　静岡市（葵区地域総務課） 　平成27年11月 3日(火)
　結成寺
（葵区内牧地内）

　葵区各地域住民が開催する地域のイベントや見どころを巡る日帰りバスツアー
を実施。内牧地区の結成寺を訪れ、お茶席で抹茶や煎茶を試飲する。

19 　お茶講座「おいしい緑茶とフレーバーティー体験」 　静岡市（駿河生涯学習センター） 　平成27年11月 3日(火)
　駿河生涯学習センター
（駿河区小鹿地内）

　「お茶の美味しい入れ方」と合わせ、緑茶と秋の素材を使ったフレーバー
ティーを作って味わうお茶講座を開催。

20 　しずおかCi-Tea婚活 　静岡市（青少年育成課・農業政策課） 　平成27年11月 7日(土)
　茶町通り周辺
（葵区茶町地内ほか）

　全国お茶まつり開催に先駆けて、茶町通り周辺を会場とした婚活事業を実施
し、新たな茶町通りの発見と、新しい形でのお茶屋さんの活用に繋げていく。

21 　伝馬町小学校家庭教育学級「日本茶の味と香りを愉しむ」 　静岡市（生涯学習推進課） 　平成27年11月11日(水)
　伝馬町小学校
（葵区伝馬町地内）

　家庭教育学級の一環として、日本茶インストラクターを講師に招き、日本茶の
味と香りの愉しみ方を学ぶ教室を開催。

22 　みのり大学南部学級「世界にひろがる静岡茶」 　静岡市（南部生涯学習センター） 　平成27年11月11日(水)
　南部生涯学習センター
（駿河区南八幡町地内）

　「みのり大学南部学級」にて、ケント・ローズ氏によるお茶をテーマとした講
演会を開催。

23
　旧マッケンジー住宅顕彰事業　「洋館できくおいしい静岡茶
の入れ方とお話」

　静岡市（歴史文化課） 　平成27年11月14日(土)
　旧マッケンジー住宅
（駿河区高松地内）

　静岡茶の輸出に貢献したマッケンジー氏の旧宅にてお茶講座を開催し、合わせ
て建物のガイドツアーを実施。

24 　たかべ女性セミナー「闘茶体験・美味しいお茶の入れ方」 　静岡市（高部生涯学習交流館） 　平成27年11月18日(水)
　高部生涯学習交流館
（清水区押切地内）

　「たかべ女性セミナー」にて、「お茶の美味しい入れ方」と「闘茶体験」に関
する講座を開催。

25 　高齢者学級いいだ塾「闘茶体験教室」 　静岡市（飯田生涯学習交流館） 　平成27年11月20日(金)
　飯田生涯学習交流館
（清水区下野西地内）

　「高齢者学級いいだ塾」にて、地元静岡のお茶に関する知識を習得し、茶どこ
ろ静岡の魅力を再発見する講座を開催。

26
　葵区魅力づくり事業「葵トラベラー足久保編　あしくぼ家康
公のお茶祭り」

　静岡市（葵区地域総務課） 　平成27年11月22日(日)
　足久保公民館・足久保グラウンド
（葵区足久保口組地内）

　葵区各地域住民が開催する地域のイベントや見どころを巡る日帰りバスツアー
を実施。ツアーの中で「第5回あしくぼ家康公のお茶祭り」を訪問。

27
　「メタボさよならクッキング」特別編　～生活習慣病予防に
対するお茶の効能講習会～

　静岡市（葵健康支援課） 　平成27年12月18日(金)
　城東保健福祉エリア
（葵区城東町地内）

　生活習慣病予防を目的に開催する料理教室「メタボさよならクッキング」にお
いてお茶の効能について講演会を開催。

実施場所 事業概要

1 　第69回全国お茶まつり静岡大会（消費拡大イベント） 　第69回全国お茶まつり静岡大会実行委員会
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　静岡市民文化会館ほか
（葵区駿府町地内ほか）

　「おしゃれに楽しむお茶の新しいカタチ　～しずおかO-CHAコレクション～」を
テーマに、お茶の消費拡大に向けた各種イベントを実施。
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【その他団体主催事業】

　d-labo静岡
（葵区呉服町二丁目地内）

　「静岡のお茶の未来をひらく茶業者の新たな取組と夢」をテーマに、お茶に関
わる方々の夢・想いやお茶の楽しみ方に関する講座を開催。

No. 事業名 実施主体 実施期間

2 　市内飲食店での「冷茶ボトルキャンペーン」 　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部
　平成27年 7月15日(水)～
　平成27年 9月30日(水)

1
　お茶講座「静岡のお茶の未来をひらく茶業者の新たな取組と
夢」

　スルガ銀行株式会社
　平成27年 7月 4日(土)～
　平成27年11月15日(日)

実施場所 事業概要

5 　大御所お茶まつり　～家康公が愛したお茶～ 　お茶っぱくらぶ
　平成27年 9月19日(土)～
　平成27年 9月27日(日)

　駿府城公園
（葵区駿府城公園地内）

　「駿府天下泰平まつり」内にて、「大御所お茶まつり～家康公が愛したお茶
～」を統一テーマに、期間中、日替わりでイベントを開催。

　市内飲食店14店舗
（葵区西草深町地内ほか）

　市内飲食店にて、厳選した9種類の静岡本山茶の中から、各店舗が選出した1～3
種類の茶葉を、「冷茶ボトル」にて本格提供するキャンペーンを実施。

3 　市内宿泊施設でのおもてなし 　静岡市ホテル旅館協同組合
　平成27年 7月21日(火)～
　平成27年10月19日(月)

　市内宿泊施設10施設
（葵区紺屋町地内ほか）

　市内宿泊施設にて、「静岡市のお茶」の呈茶等でお客様をおもてなしする事業
を実施。

4
　しずおかO-CHAプラザミニ講座　～お茶の多様性を知ろうⅠ
～

　公益財団法人世界緑茶協会
　平成27年 9月10日(木)～
　平成27年10月 2日(金)

　しずおかO-CHAプラザ
（駿河区南町地内）

　静岡県の戦略的品種や新技術の開発によってつくられたお茶などを、日本茶イ
ンストラクター等が紹介する講座を開催。（期間中6回開催）

6
　「お茶のまち静岡市タクシーツアー」プレゼントキャンペー
ン

　静岡市タクシー協議会
　平成27年10月 1日(木)～
　平成27年11月30日(月)

　静岡市内
（駿河区池田地内ほか）

　期間中の「お茶のまち静岡市タクシーツアー」利用者に対し、特典として景品
をプレゼント。

7 　駿府夢灯路 　静岡市中央商店街連合会
　平成27年10月 2日(金)～
　平成27年11月16日(月)

　静岡市街地
（葵区紺屋町地内ほか）

　紺屋町名店街・呉六名店街・呉服町名店街・七間町名店街にて、蘭字灯篭装飾
等によるおもてなしの雰囲気づくりを実施。（期間中2回実施）

8 　グリーンウォーキング　～静岡お茶のふる里を歩く～ 　静岡里山ウォーキングクラブ 　平成27年10月 4日(日)
　両河内地区内
（清水区布沢地内ほか）

　地元の方の案内と日本茶インストラクターの話を聞きながら、お茶の歴史や産
地に触れるウォーキングを実施。

9 　静岡市「お茶の日」のぼり旗の掲揚 　静岡市茶業振興協議会
　平成27年10月13日(火)～
　平成27年11月16日(月)

　市役所庁舎・市内JA・茶商店舗ほか
（葵区追手町地内ほか）

　静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市内各所に掲揚。

10 　清水エスパルスホームゲームでの「お茶の日」PR 　静岡市茶業振興協議会 　平成27年10月17日(土)
　IAIスタジアム日本平
（清水区村松地内）

　来場者へお茶の日啓発物品を配布し、電光掲示板にてお茶の日を案内。ハーフ
タイムには、横断幕を持ちスタジアム内でのPRを実施。

11 　第4回丸子カフェまつり 　NPO法人丸子まちづくり協議会
　平成27年10月17日(土)・
　平成27年10月18日(日)

　駿府匠宿
（駿河区丸子地内）

　丸子スイーツ食の祭典に加え、闘茶体験、トークショー等を実施。

12 　第11回静岡市芸術祭「市民大茶会・清水茶道大会」 　静岡市文化協会
　平成27年10月18日(日)・
　平成27年10月25日(日)

　駿府城公園紅葉山庭園ほか
（葵区駿府城公園地内ほか）

　お茶の楽しみ方や作法など話を交えて、静岡市で活動する5流派による茶会を実
施。

13 　客船「セレブリティ・ミレニアム」歓迎事業 　清水港客船誘致委員会
　平成27年10月23日(金)・
　平成27年10月26日(月)

　清水港日の出埠頭
（清水区日の出町地内）

　客船の寄港に合わせ、清水マリンターミナル内で外国人乗船客向けにお茶会の
体験等を実施。

14 　秋の茶まつり 　静岡茶商工業協同組合
　平成27年10月24日(土)～
　平成27年11月15日(日)

　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース

（葵区黒金町地内）
　「静岡市のお茶」を紹介するとともに、お茶のまち静岡市の情報発信拠点であ
る「喫茶一茶」や静岡市「お茶の日」のPRを実施。（期間中9回実施）

15 　第33回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀 　駿府本山お茶まつり委員会 　平成27年10月25日(日)
　久能山東照宮拝殿ほか
（駿河区根古屋地内ほか）

　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、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。

16
　お茶屋でお茶を飲みましょう！
（清水茶のれん会「お茶の日」キャンペーン）

　清水茶のれん会
　平成27年10月26日(月)～
　平成27年11月 1日(日)

　清水区内茶小売店10店舗
（清水区梅田町地内ほか）

　清水茶のれん会に加盟する各店舗にて無料の呈茶サービスを実施し、お茶購入
者へ商品割引券を贈呈。

17 　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園 　駿府本山お茶まつり委員会
　平成27年10月31日(土)・
　平成27年11月 1日(日)

　駿府城公園紅葉山庭園内茶室「雲海」

（葵区駿府城公園地内）
　様々な種類の静岡本山茶を生産者自らが呈茶する茶席を設け、有料呈茶・販売
を実施。また茶室入口外にて静岡本山抹茶体験・茶手揉体験を実施。

18
　しずおかO-CHAプラザミニ講座　～お茶の多様性を知ろうⅡ
～

　公益財団法人世界緑茶協会
　平成27年11月 6日(金)～
　平成27年12月 2日(水)

　しずおかO-CHAプラザ
（駿河区南町地内）

　新しい香りのお茶などを、日本茶インストラクター等が紹介する講座を開催。
（期間中6回開催）

19 　静岡市「お茶の日」啓発イベント 　静岡市茶業振興協議会 　平成27年11月 1日(日)
　駿府城公園
（葵区駿府城公園地内）

　静岡市のお茶を味わう茶席を設け、啓発グッズ配布などを含めたイベントを実
施。

20 　内牧大茶会 　内牧町内会 　平成27年11月 3日(火)
　結成寺
（葵区内牧地内）

　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
物の即売等と合わせ、煎茶・手揉茶・抹茶の茶席を実施。

21
　お茶名人の日本茶講座～静岡のお茶をもっとおいしく、もっ
と身近に～

　静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育セ
ンター

　平成27年11月 4日(水)
　静岡県立大学谷田キャンパス
（駿河区谷田地内）

　鈴木淸貴氏を講師に招き、お茶の歴史を学びながらお茶の美味しい入れ方を知
る、体験型の講座を実施。

22 　健康長寿は未病対策から（茶カテキンの魅力と今後の展望）
　公益財団法人静岡県産業振興財団ファルマ
バレーセンター

　平成27年11月11日(水)
　グランシップ
（駿河区池田地内）

　県東部地域の産業集積プロジェクトである「ファルマバレー」において、茶カ
テキンに着目した「健康長寿は未病対策から」の講演会を開催。

23 　商店街でのおもてなし 　静岡市中央商店街連合会
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　静岡市街地
（葵区紺屋町地内ほか）

　紺屋町名店街・呉六名店街・呉服町名店街・七間町名店街にて、呈茶等でお客
様をおもてなしする事業を実施。

24 　茶の町周辺でのおもてなし 　しずおか・茶の町コンシェル
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　茶の町周辺
（葵区茶町地内ほか）

　茶の町周辺の茶商店舗等にて、呈茶等でお客様をおもてなしする事業を実施。

25 　「駿府匠宿」でのお茶詰め体験 　株式会社駿府楽市
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　駿府匠宿
（駿河区丸子地内）

　全国お茶まつり開催期間に合わせ、通常実施していないお茶詰め体験を、2日間
限定で開催。

26 　ルルカポイントアップキャンペーン 　静岡鉄道株式会社
　平成27年11月14日(土)・
　平成27年11月15日(日)

　新静岡駅周辺
（葵区鷹匠一丁目地内ほか）

　新静岡駅にてルルカカードで降車し、「第4回静岡市お茶まつり」会場内に設置
してあるIC端末にタッチした方に、ルルカポイントを3倍プレゼント。

27 　しずてつバス沿線ウォーキング 　しずてつジャストライン株式会社 　平成27年11月15日(日)
　清水区内及び新静岡駅周辺
（葵区鷹匠一丁目地内ほか）

　しずてつ沿線ウォークの一環として、お茶に縁のある土地を巡るウォーキング
企画を実施。

28 　第5回あしくぼ家康公のお茶祭り 　足久保茶ブランド推進委員会 　平成27年11月22日(日)
　足久保公民館・足久保グラウンド
（葵区足久保口組地内）

　会場内ステージでの口切りの儀・足久保太鼓の披露のほか、煎茶本席・抹茶野
点席・地域特産物の即売会などを行い、足久保茶及び足久保地域のPRを実施。

29 　アグリフェスタしみず 　清水農業協同組合 　平成27年11月22日(日)
　清水マリンパーク
（清水区港町地内）

　「清水のお茶」を始め、「清水の農産品」等のPR、販売を実施。

30 　おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭 　大沢振興会 　平成27年11月22日(日)
　大沢地区内
（葵区大沢地内）

　「おおさわ縁側カフェ」開催日に合わせ、大沢地区のお茶・農産物・加工品の
販売やしし鍋の無料提供を実施。

31 　しずおか・茶の町ウォーク 　しずおか・茶の町コンシェル 　平成27年12月12日(土)
　茶の町周辺
（葵区茶町地内ほか）

　「茶の町マップ」を使用し、茶の町周辺の散策・体験を実施。
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