
(1)　事業概要

　　 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)　実施内容

①　大茶店市

　　会場内に出店した全34のブースにて、静岡市のお茶や関連商品の販売・

　展示等を実施。（出店内容は下記参照）

※　各ブースの出店協力者については次ページを参照

②　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　　会場内に出店した全5のブースにて、「お茶のまち静岡市」の特色、「お

　茶の美味しい入れ方」や「お茶ツーリズム」等に関する紹介を体験型で実

　施。（出店内容は下記参照）

※　各ブースの出店協力者については次ページを参照

③　第4回静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト入賞作品展示

　　本年度お茶の日記念事業として実施した「第4回静岡市お茶の日ポスター

　コンテスト」入賞作品を会場内に展示。

計

77

5

　茶製造工程紹介ブース

　お茶ツーリズム紹介ブース

　お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介ブース 1

　お茶に合う又はお茶を使った料理販売

事業名

ブース種別

　　平成27年11月14日(土)・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）

　「静岡市のお茶」販売

　　静岡市（農業政策課）

　　第4回静岡市お茶まつり　　※主要事業

出店概要

実施主体
（所管課）

ブース数

34

事業内容

　お茶×スイーツ販売ブース

1717

1

3

3

7

　お茶×料理販売ブース

実施期間

ブース種別

実施場所

　「静岡市のお茶」販売ブース

計

　茶関連商品販売ブース 　茶器・茶芳香蒸留水等の茶関連商品販売

　お茶に合う又はお茶を使ったスイーツ販売

ブース数
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(3)　出店協力者（順不同）

　 ①　大茶店市

　　 ア．「静岡市のお茶」販売ブース

 　 　　　  静岡市農業協同組合、足久保ティーワークス茶農業協同組合、有限会社クリーンティ松野、

 　  　　 有限会社サランティーしづはた、有限会社チャー夢藁科、有限会社ネクト、農事組合法人東豊

   　　　 田共同製茶組合、こがね茶園、小長井園、田宮園、清水農業協同組合、清水茶壱番会、静岡県

   　　　 立静岡商業高等学校、静岡茶商工業協同組合、株式会社小柳津清一商店、株式会社かねはち茶

  　　　　園、株式会社茶香房静岡、株式会社浜佐商店、茗広茶業株式会社、静岡市茶業振興協議会、て

  　　　　っぺん静岡茶プロジェクト、駿府本山お茶まつり委員会、公益財団法人静岡県産業振興財団

　　 イ．お茶×スイーツ販売ブース

 　　　　　 静岡市菓子組合青年部、清水菓子組合青年部、静岡市洋菓子協会、ケーキ屋ショコラ・フ

 　 　　　ァン、Poron、マエジマ・ベーカリー、株式会社ロリエ常盤家

　　 ウ．お茶×料理販売ブース

　 　　　　 静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部、日本酒処きんのお燗、くいもんや華音、萬福酒

  　　　　家、とが路、勇夢路、サラデーン、ふじのくに茶ちゃ会、社団法人創食しずおか、Sarry's 

　  　　　Café

　　 エ．茶関連商品販売ブース

　　　　 静岡商工会議所、atelier Su'、賤機焼秋果陶房、株式会社アクト・フォ

　 ②　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　　 ア．お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介ブース

　　　　 日本茶インストラクター協会静岡市支部

　　 イ．茶製造工程紹介ブース

　　　　 カワサキ機工株式会社

　　 ウ．お茶ツーリズム紹介ブース

　　　　 大沢振興会、静岡市タクシー協議会、株式会社そふと研究室

(4)　来場者数

　　 36,000人程度

事業内容

- 6 -



【ラッピングタクシー運行開始式】

実施状況

【来場状況②】

【お茶×スイーツ販売】

【お茶ツーリズム紹介（タクシー）】

【ポスターコンテスト入賞作品展示】

【来場状況①】

【「静岡市のお茶」販売】

【お茶の美味しい入れ方等紹介】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

①　ラジオ

事業名 　　静岡市「お茶の日」広報事業

実施主体
（所管課）

　　静岡市（広報課）

実施期間 　　平成27年 4月 1日（水）～

実施場所 　　各種広報媒体

事業内容

広報媒体 広報日時（期間）等

　シティエフエム静岡

平成27年 8月17日（月）～21日（金） 各日2回（5分番組中）

平成27年 8月22日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年 8月23日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月12日（月）～23日（金） 各日2回（5分番組中）

平成27年10月24日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月25日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月26日（月）～30日（金） 各日2回（5分番組中）

平成27年10月31日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 1日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月29日（木）～ 1日（日） 計15回 （20秒CM）

平成27年11月 2日（月）～ 6日（金） 各日2回（5分番組中）

平成27年11月 7日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 8日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 9日（月）～13日（金） 各日2回（5分番組中）

平成27年11月14日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月15日（日） 1回　　（5分番組中）

　エフエムしみず

平成27年10月12日（月）～16日（金） 各日3回（5分番組中）

平成27年10月17日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月18日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月19日（月）～23日（金） 各日3回（5分番組中）

平成27年10月24日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月25日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月26日（月）～30日（金） 各日3回（5分番組中）

平成27年10月31日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 1日（日） 1回　　（5分番組中）
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② テレビ

③　新聞

④　広報紙

事業内容

　エフエムしみず

平成27年11月 2日（月）～ 6日（金） 各日3回（5分番組中）

平成27年11月 7日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 8日（日） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 9日（月）～13日（金） 各日3回（5分番組中）

平成27年11月14日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月15日（日） 1回　　（5分番組中）

　SBSラジオ

平成27年10月17日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月24日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月31日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 7日（土） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月14日（土） 1回　　（5分番組中）

　FM静岡（K-MIX）

平成27年10月13日（火） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月20日（火） 1回　　（5分番組中）

平成27年10月27日（火） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月 3日（火） 1回　　（5分番組中）

平成27年11月10日（火） 1回　　（5分番組中）

広報媒体 広報日時（期間）等

　静岡放送
平成27年10月16日（金） 1回　　（15秒間）

平成27年11月13日（金） 1回　　（15秒間）

　テレビ静岡
平成27年10月16日（金） 1回　　（15秒間）

平成27年11月13日（金） 1回　　（15秒間）

　静岡朝日テレビ
平成27年10月16日（金） 1回　　（15秒間）

平成27年11月13日（金） 1回　　（15秒間）

　静岡第一テレビ
平成27年10月16日（金） 1回　　（15秒間）

平成27年11月13日（金） 1回　　（15秒間）

広報媒体 広報日時（期間）等

　静岡新聞 平成27年11月14日　半5段　カラー

　タウン新聞 平成27年11月号　全6段　カラー

　月刊トコチャン 平成27年10月号

広報媒体 広報日時（期間）等

　広報しずおか 平成27年10月号　1ページ
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⑤　市政広報ビデオ放送

⑥　ホームページ

⑦　静岡市Facebookページ・静岡市Twitter
事業内容

広報媒体 広報日時（期間）等

　市役所各庁舎
（静岡庁舎、清水庁舎、

　駿河区役所、長田支所、

　蒲原支所）

平成27年11月 1日（日）～15日（日）

平成27年11月16日（月）～30日（月）

平成27年12月16日（水）～31日（木）

平成28年 1月16日（土）～31日（日）

　トコちゃんねる

平成27年11月16日（月）～30日（月）

平成27年12月16日（水）～31日（木）

平成28年 1月16日（土）～31日（日）

広報媒体 広報日時（期間）等

　トップページバナー 平成27年11月 4日（水）～15日（日）

　市民の皆さんへ 平成27年11月 4日（水）～15日（日）

広報媒体（記事内容） 広報日時（期間）等

　お茶名札PR 平成27年 4月27日（月）

　静岡市お茶の学校受講生募集 平成27年 4月28日（火）

　八十八夜 平成27年 5月 2日（土）

　茶詰めの儀開催 平成27年 5月28日（木）

　d-labo静岡セミナー（第69回全国お茶まつり静岡大会） 平成27年 6月16日（火）

　冷茶ボトルキャンペーン 平成27年 8月17日（月）

　第4回静岡市お茶まつり 平成27年10月19日（月）

　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園 平成27年10月26日（月）

　静岡市お茶まつり開催 平成27年11月13日（金）

　しずおか・茶の町ウォーク参加者募集 平成27年12月 1日（火）

実施状況

【広報ビデオ「お茶のまち静岡市」】 【Facebookページ（全国お茶まつり）】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　実施日

　　　 平成27年 7月24日（金）　ほか9回

　 ②　参加団体

　　　 ゆい女性の会　13人　ほか

　 ③　テーマ

　　　 活力ある豊かな住みよい由比を目指して　ほか

事業名 　　市長とお茶カフェ＆ランチトーク

実施主体
（所管課）

　　静岡市（広報課）

実施期間 　　平成27年 7月～平成28年 1月

実施場所 　　各回ごとに設定

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

- 11 -



(1)　事業概要

　　 『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。

(2)　応募点数

①　小学生以下部門  71点

②　一般（中学生以上）部門 105点

(3)　審査結果

①　小学生以下部門　入賞者4名

②　一般（中学生以上）部門　入賞者5名

事業名 　　静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間
　【募集期間】　平成27年 7月 1日（水）～ 9月 4日（金）
　【審査日】　　平成27年 9月28日（月）
　【表彰日】　　平成27年11月14日（土）　※第69回全国お茶まつり静岡大会内

実施場所 　【授賞式】　　青葉イベント広場（葵区呉服町二丁目地内）

事業内容

入賞区分 作品名 氏名 所属

最優秀賞 　ぼくだけのしふくのひととき 　佐藤　翔悟 市立安倍口小学校　3年

優秀賞 　それぞれのお茶の時間 　竹下　弥央 市立安東小学校　6年

優秀賞 　 ひさしぶりに集まり楽しいお茶会 　佐藤　柚 市立足久保小学校　5年

優秀賞 　 お茶っぱくんのんだら元気いっぱい 　望月　あかり 市立賤機北小学校　2年

入賞区分 作品名 氏名 所属又は居住地

最優秀賞 　お茶っておいしいね 　田澤　杏梨 県立清水南高等学校　2年

優秀賞 　お茶でニコニコ静岡市 　山本　陽子 静岡市清水区在住

優秀賞 　ひんやりtime 　風間　里穂 市立清水第二中学校　2年

優秀賞 　楽しかったお茶摘み 　池端　里紀 県立清水特別支援学校中学部　3年

優秀賞 　いいな…このひととき 　秋野　由美子 北海道在住

実施状況

【小学生以下部門　最優秀作品】 【一般（中学生以上）部門　最優秀作品】
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(1)　事業概要

　　 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）

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

(3)　参加者数

　　 11組22人

事業名 　　美和おやこ茶の湯講座　～お茶のこ彩々～

実施主体
（所管課）

　　静岡市（北部生涯学習センター美和分館）

実施期間 　　平成27年 9月19日(土)～10月31日(土)

実施場所 　　静岡市北部生涯学習センター美和分館（葵区安部口団地地内）

事業内容

実施回 内容

第1回 　お茶の歴史についての講義とお抹茶の頂き方の作法

第2回
　お茶にかかわる歴史上の人物たちについての講義とお煎茶の

頂き方の作法

第3回 　お茶の種類についての講義と玉露の頂き方の作法

第4回 　お茶と礼儀についての講義とほうじ茶の頂き方の作法

第5回 　お茶の手もみ体験と製茶工場の見学

第6回 　お茶と健康についての講義と紅茶の頂き方の作法

第7回
　お茶に関する言葉やお茶菓子で感じる四季についての講義、

お茶を使った遊び（茶歌舞伎）

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 静岡市のお茶を使用した紅茶風呂を実施し、施設来館者及び浴室利用者の

　 増加を図るとともに、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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 　葵区新間産の茶葉を使用した紅茶を2つの浴室及び足湯に浮かべ、利用者

　 　に紅茶風呂を楽しんでもらった。また、来館者にお茶及び紅茶をふるまうサ

　 　ービスを実施した。

(3)　参加者数

　 ①　入浴者

　　　 116人

　 ②　足湯利用者

　　　 155人

事業名 　　静岡市のお茶を使用した「紅茶風呂」に入ろう！

実施主体
（所管課）

　　静岡市（ごみ減量推進課）

実施期間 　　平成27年 9月21日(月)～23日(水)

実施場所 　　しずもーる西ヶ谷（葵区西ヶ谷地内）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

(3)　参加者数

　　 平均11.5人／回

事業名 　　お茶講座「日本茶を飲もう！楽しもう！」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（長田生涯学習センター）

実施期間 　　平成27年10月 1日(木)～11月12日(木)

実施場所 　　静岡市長田生涯学習センター（駿河区寺田地内）

　小布杉の玉露・啜り茶体験

第2回 　日本の緑茶紅茶発祥の地、丸子

第3回 　製茶工場の見学

第4回 　お茶の美味しい入れ方と闘茶体験

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業内容

実施回 内容

第1回
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の美味しい入れ方

　　 イ．闘茶　等

(3)　参加者数

　　 30人

事業名
　　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」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵生涯学習センター）

実施期間 　　平成27年10月 3日(土)　12:30～13:30

実施場所 　　静岡市葵生涯学習センター（葵区東草深町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 　静岡市内産の茶葉を使用したお茶や、パッケージにもこだわりを持つデ

　 　ザイン性の高いお茶製品、お茶関連のプロダクト、お茶の知識を深めても

　 　らう為の書籍などを紹介、販売した。また、アイキャッチとして、静岡在

　 　住のデザイナー池ヶ谷知宏氏にスタンドポップ（メインテーマ：It's tea

　 　time お茶は時間をつくっている）の制作を依頼。お茶が日々の生活にもた

　 　らす、ゆとり、彩り、安らぎなどを来館者に知ってもらう機会とした。

(3)　参加者数

　 ①　入館者数

　　　 79,766人

　 ②　ミュージアムショップ＆カフェ利用者

　　　 13,459人

事業名 　　静岡市美術館「お茶フェア」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（文化振興課）

実施期間 　　平成27年10月10日(土)～11月23日(月)

実施場所 　　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）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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)　掲揚内容

①　『静岡市「お茶の日」は、11月1日です。』

②　『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

(3)　掲揚実績

　　 下表のとおり。

事業名 　　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間
　　平成27年10月 4日(日)～11月 3日(火)
　　※　掲揚期間は上記期間内にて実施場所ごとに設定

実施場所
　【市役所庁舎】静岡庁舎、駿河区役所（葵区追手町地内ほか）
　【JR駅構内】  JR静岡駅、JR清水駅（葵区黒金町地内ほか）
　【その他施設】清水駅東口駐車場（清水区島崎町地内）

　平成27年10月13日（火）～11月 2日（月）

　静岡市役所駿河区役所（駿河区役所壁面） 　平成27年10月13日（火）～11月 2日（月）

　JR静岡駅（中央地下道階段上） 　平成27年10月 4日（日）～11月 3日（火）

　JR清水駅（江尻口階段上） 　平成27年10月19日（月）～11月 2日（月）

　清水駅東口駐車場（西側壁面） 　平成27年10月19日（月）～11月 2日（月）

実施状況

【静岡庁舎　御幸通り側玄関上】 【清水駅東口駐車場】

事業内容

掲揚場所 掲揚期間

　静岡市役所静岡庁舎（御幸通り側玄関上）
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　タイムスケジュール

(3)　参加者数

　　 18人（男性8人、女性10人）

　　　 ※　うち、カップル4組成立

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

実施主体
（所管課）

　　静岡市（青少年育成課）

実施期間 　　平成27年10月20日(火)　17:30～21:00

実施場所 　　ホテルアソシア静岡（葵区黒金町地内）

事業内容

時間 内容

　17:30 　受付＆自己紹介カード記入

　18:00～18:05 　事業説明

　18:05～19:05 　きき茶ゲーム

　19:05～19:10 　休憩

　19:10～19:30 　自己紹介（1組1分半）

　19:30～20:15 　立食パーティ

　20:15～20:20 　気になる相手記入タイム

　20:20～20:30 　集計

　20:30～ 　カップル発表

　20:45 　解散

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　販売商品（販売元）

　 ①　葵じまん（JA静岡市茶業センター）

　 ②　幸せのお茶まちこギフトパック（JAしみず営農振興センター）

　 ③　本場の、お山の、本山茶。（静岡茶商工業協同組合）

(3)　購入実績

　 ①　購入者数

　　　 229人

　 ②　購入点数

　　　 625点

　 ③　購入金額

　　　 630,400円

事業名 　　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間 　　平成27年10月27日(火)・28日(水)

実施場所 　　市役所各庁舎（葵区追手町地内ほか）

事業内容

実施状況

【販売商品】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　対象イベント

　 ①　第33回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀

　 ②　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園

　 ③　第4回静岡市お茶まつり

　 ※　全イベントでのスタンプ押印者のみ応募可

(3)　応募者数

　　 45人

(4)　景品

　 ①　当選者

　　　 静岡市の地域ブランド茶詰め合わせ

　 ②　参加賞

　　　 「静岡本山茶」又は「清水のお茶」一煎パック　　　 

事業名 　　静岡市お茶の日関連イベントスタンプラリー

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間 　　平成27年10月25日(日)～12月11日(金)

実施場所 　　青葉緑地B1～B4ブロックほか（葵区呉服町二丁目地内ほか）

事業内容

実施状況

【地域ブランド茶詰め合わせ】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．お茶関連図書の展示・貸出

　　 イ．お茶の日等啓発物の展示・配布

事業名 　　お茶関連図書の展示

実施主体
（所管課）

　　静岡市（中央図書館）

実施期間 　　平成27年10月29日(木)～11月23日(月)

実施場所 　　静岡市中央図書館（葵区大岩本町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

- 22 -



(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　展示構成

(3)　参加者数

　　 691人

事業名
　　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～

実施主体
（所管課）

　　静岡市（歴史文化課）

実施期間 　　平成27年10月31日(土)～平成28年 1月31日(日)

実施場所 　　旧マッケンジー住宅（駿河区高松地内）

事業内容

章 内容

第1章
　ダンカン・Ｊ・マッケンジーの生立ち、来日後の様子、

　マッケンジー氏と静岡茶とのかかわり、戦前戦後の茶貿易

第2章 　世界に羽ばたく静岡茶・静岡で活躍した外国茶商

第3章 　静岡茶と鉄道の発展

第4章 　蘭字について

第5章 　静岡茶の歴史・産地・お茶施設・お茶の種類など

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．冷茶サービス

　　　　 18L×2回×3日分の呈茶を実施

　 　イ．CS放送

　　　　 10時00分～16時30分×3日の放送を実施

事業名 　　静岡市営競輪「お茶の日」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（公営競技事務所）

実施期間 　　平成27年11月 2日(月)～ 4日(水)

実施場所 　　静岡競輪場（駿河区小鹿地内）

事業内容

実施状況

【冷茶サービス】 【CS放送】
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(1)　事業概要

　　 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）

(2)　実施内容

　 ①　実施献立例

　　　 茶めし

　　　 緑茶食パン

　　　 鯵の茶揚げ

　　　 鶏肉の茶揚げ

　　　 黒はんぺんのお茶フライ

　　　 抹茶ミルクゼリー

(3)　提供学校数

　　 125校

事業名 　　お茶を使った学校給食の提供

実施主体
（所管課）

　　静岡市（学校給食課）

実施期間 　　平成27年11月 2日(月)～30日(月)

実施場所 　　市立小中学校

事業内容

実施状況

【提供献立例①】 【提供献立例②】
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(1)　事業概要

　　 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。本山茶の産地として知られる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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 　住民主体のまちづくりの実現を図るため、地域団体による自主的かつ主

　 　体的な地域の魅力づくりの支援を目的に地域イベント参加促進事業「葵ト

　 　ラベラー」を開催。広報等で参加者を募集し、バスツアーを実施すること

　 　で地域イベントへの参加を促進した。

　　 　安倍口編として「内牧大茶会」を訪れ、静岡本山茶のPR活動を支援した。

(3)　参加者数

　　 25人（14組）

事業名 　　葵区魅力づくり事業「葵トラベラー安倍口編　内牧大茶会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区地域総務課）

実施期間 　　平成27年11月 3日(火)　9:00～13:00

実施場所 　　結成寺（葵区内牧地内）

事業内容

実施状況

【野点席】 【抹茶席】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の美味しい入れ方

　　 イ．フレーバーティー体験（オリジナルフレーバーティーを作って味わう）

(3)　参加者数

　　 14人

事業名 　　お茶講座「おいしい緑茶とフレーバーティー体験」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（駿河生涯学習センター）

実施期間 　　平成27年11月 3日(火)　10:00～12:00

実施場所 　　駿河生涯学習センター（駿河区小鹿地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　タイムスケジュール

(3)　参加者数

　　 21人（男性12人、女性9人）

　　　 ※　うち、カップル2組成立

事業名 　　しずおかCi-Tea婚活

実施主体
（所管課）

　　静岡市（青少年育成課・農業政策課）

実施期間 　　平成27年11月 7日(土)　13:00～16:30

実施場所 　　茶町通り周辺（葵区茶町地内ほか）

事業内容

時間 内容

　13:00～13:25 　受付＆自己紹介カード記入

　13:25～13:35 　事業説明・チーム分け

　13:35～14:00 　自己紹介（1組1分半）

　14:00～15:30 　お茶のまち歩き（グループごと）

　15:30～16:10 　立食パーティ

　16:10～16:15 　気になる相手記入タイム

　16:15～16:25 　集計・カップル発表

　16:30 　解散

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の美味しい入れ方

　　 イ．お茶の歴史　等

(3)　参加者数

　　 17人（小学生の子の保護者）

事業名 　　伝馬町小学校家庭教育学級「日本茶の味と香りを愉しむ」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成27年11月11日(水)　10:00～12:00

実施場所 　　伝馬町小学校（葵区伝馬町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．静岡茶の魅力

　　 イ．海外に発信・販売展開する上での工夫点や苦労　等

(3)　参加者数

　　 78人

事業名 　　みのり大学南部学級「世界にひろがる静岡茶」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（南部生涯学習センター）

実施期間 　　平成27年11月11日(水)　10:00～12:00

実施場所 　　静岡市南部生涯学習センター（駿河区南八幡町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．美味しい静岡茶の入れ方

　　 イ．静岡茶の歴史

　　 ウ．国登録有形文化財旧マッケンジー住宅のガイドツアー　等

(3)　参加者数

　　 26人

事業名
　　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」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（歴史文化課）

実施期間 　　平成27年11月14日(土)　13:30～16:00

実施場所 　　旧マッケンジー住宅（駿河区高松地内）

事業内容

実施状況

【お茶講座】 【建物ガイドツアー】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．闘茶体験

　　 イ．美味しいお茶の入れ方実習

　　 ウ．質疑応答

(3)　参加者数

　　 23人

事業名 　　たかべ女性セミナー「闘茶体験・美味しいお茶の入れ方」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（高部生涯学習交流館）

実施期間 　　平成27年11月18日(水)

実施場所 　　静岡市高部生涯学習交流館（清水区押切地内）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．闘茶体験

　　 イ．美味しいお茶の入れ方体験

　　 ウ．茶話会

(3)　参加者数

　　 43人

事業名 　　高齢者学級いいだ塾「闘茶体験教室」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（飯田生涯学習交流館）

実施期間 　　平成27年11月20日(金)　9:30～11:30

実施場所 　　静岡市飯田生涯学習交流館（清水区下野西地内）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 　住民主体のまちづくりの実現を図るため、地域団体による自主的かつ主

　 　体的な地域の魅力づくりの支援を目的に地域イベント参加促進事業「葵ト

　 　ラベラー」を開催。広報等で参加者を募集し、バスツアーを実施すること

　 　で地域イベントへの参加を促進した。

　　　 足久保編として「あしくぼ家康公のお茶祭り」を訪れ、足久保茶のPR活

　 　動を支援した。

(3)　参加者数

　　 37人（19組）

事業名
　　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」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区地域総務課）

実施期間 　　平成27年11月22日(日)　9:00～13:30

実施場所 　　足久保公民館・足久保グラウンド（葵区足久保口組地内）

事業内容

実施状況

【茶席】 【野点席】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．講演会とお茶の試飲

　　 イ．お茶の入れ方デモンストレーションと試飲

　　 ウ．栄養士によるお茶を使用したデザート（お茶ゼリー）の試食

(3)　参加者数

　　 36人

事業名
　　「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～

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵健康支援課）

実施期間 　　平成27年12月18日(金)　13:00～15:00

実施場所 　　城東保健福祉エリア（葵区城東町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

(3)　参加者数

　　 191人

事業名
　　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」

実施主体
（所管課）

　　スルガ銀行株式会社

実施期間 　　平成27年 7月 4日(土)～11月15日(日)

実施場所 　　d-labo静岡（葵区呉服町二丁目地内）

事業内容

実施回 実施日 内容（講師）

第1回  7月 4日(土)  おしゃれに楽しむお茶の新しいカタチ（鈴木麻美氏）

第2回  8月29日(土)  身近に楽しむお抹茶の魅力（鈴木まゆ氏）

第3回 10月11日(日)  静岡のお茶の歴史を知って、お茶の新しい魅力を知る（大石和彦氏）

第4回 11月14日(土)  毎日をおいしく楽しく（村井更紗氏）

第5回 11月14日(土)  シャンパングラスで愉しむ清水茶の世界（鈴木まゆ氏・片平次郎氏）

第6回 11月14日(土)  お茶で描く夢（石原健士氏）

第7回 11月15日(日)  農園茶会（内野清己氏・益井悦郎氏・高木暁史氏）

第8回 11月15日(日)  お茶屋のシゴト（岩崎泰久氏）

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　実施店舗及び提供茶

事業名 　　市内飲食店での「冷茶ボトルキャンペーン」

実施主体
（所管課）

　　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部

実施期間 　　平成27年 7月15日(水)～ 9月30日(水)

実施場所 　　市内飲食店14店舗（葵区西草深町地内ほか）

事業内容

No. 店舗名 所在地 提供茶

1 　あさひ 　葵区西草深町28-4 　梅ケ島・井川・足久保

2 　居酒屋 福助 　葵区人宿町二丁目4-5 　葵じまん

3 　寿し市 　葵区人宿町一丁目3-17 　葵じまん・梅ケ島・大河内

4 　割烹 三日月 　葵区七間町13-13 　葵じまん・梅ケ島・井川

5 　居酒屋たぬき　 　葵区昭和町3-5-1F 　葵じまん・梅ケ島・井川

6 　ぽん吉 　葵区常磐町一丁目5-7 　梅ケ島・井川

7 　食彩 岩生 　葵区常磐町一丁目2-1-1F 　葵じまん・梅ケ島・賤機

8 　日本酒処　きんのお燗 　葵区七間町10-11 　葵じまん

9 　料理と咲け　とが路 　葵区七間町9-5-1F 　葵じまん

10 　てんぷら　成生 　葵区鷹匠二丁目5-12-1F 　梅ケ島・玉川・藁科

11 　くいもんや華音 　葵区両替町二丁目5-8-2F-D 　葵じまん・足久保

12 　萬福酒家 　葵区常磐町一丁目1-3-1F 　葵じまん

13 　忠ちゃん 　葵区沓谷五丁目9-5 　葵じまん

14 　飛八 　葵区常磐町一丁目5-4-1F 　葵じまん・井川・賤機

実施状況

【提供茶】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　施設別実施期間

7 月 21 日 (火) ～ 7 月 27 日

7 月 28 日 (火) ～ 8 月 3 日

8 月 4 日 (火) ～ 8 月 10 日

8 月 11 日 (火) ～ 8 月 17 日

8 月 18 日 (火) ～ 8 月 24 日

8 月 25 日 (火) ～ 8 月 31 日

9 月 1 日 (火) ～ 9 月 7 日

　　 48名 9 月 8 日 (火) ～ 9 月 14 日

10 月 6 日 (火) ～ 10 月 12 日

10 月 13 日 (火) ～ 10 月 19 日

事業名 　　市内宿泊施設でのおもてなし

実施主体
（所管課）

　　静岡市ホテル旅館協同組合

実施期間 　　平成27年 7月21日(火)～10月19日(月)

実施場所 　　市内宿泊施設10施設（葵区紺屋町地内ほか）

事業内容

施設名（所在地） 実施期間

 浮月楼（葵区紺屋町11-1） (月）

 静岡グランドホテル中島屋（葵区紺屋町3-10） (月）

 せせらぎの宿 紅竹（葵区富沢220-1） (月）

 サンパレスホテル（駿河区南町11-29） (月）

 ホテル盛松館（駿河区稲川一丁目1-16） (月）

 静岡第一ホテル（駿河区泉町1-21） (月）

 アセントプラザホテル静岡（駿河区中村町322-1） (月）

 静岡ホテル時之栖（駿河区曲金六丁目1-54） (月）

 油山温泉 油山苑（葵区油山2215-2） (月）

 待月楼（駿河区丸子3305） (月）

実施状況

【提供状況】
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(1)　事業概要

　　 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）

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 　全国一の荒茶生産量を誇る静岡県が消費者の多様化する嗜好に対応する

　 　ために開発した新品種や栽培技術によって作られたお茶を、開発を担当し

　 　た研究者や技術者及び日本茶インストラクターの説明を聞きながら味わう

　 　体験を提供した。（提供茶：白葉茶、品種茶ゆめするが・しずかおり）

(3)　参加者数

　　 132人

事業名
　　しずおかO-CHAプラザミニ講座　～お茶の多様性を知ろうⅠ
～

実施主体
（所管課）

　　公益財団法人世界緑茶協会

実施期間 　　平成27年 9月10日(木)～10月 2日(金)

実施場所 　　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．大江戸徳川座ステージ（19日～25日）

　　 　　T-1グランプリ入賞者による本山茶口切り呈茶

　　 　　家康公とお茶クイズ

　　 　　チャレンジ400　等

　 　イ．竹千代手習いの間（19日～25日）

　　 　　抹茶挽き体験

　　 　　手揉み茶体験

　 　ウ．家康公泰平の間カフェ（19日～25日）

　　 　　趣向を凝らした日替わり茶席

　 　エ．大御所お茶まつり（26日～27日）

　　 　　生産者・茶商・お茶愛好家による大規模茶席

(3)　参加者数

　 ①　大江戸徳川座ステージ（チャレンジ400）

　　　 1,500人

　 ②　家康公泰平の間カフェ・大御所お茶まつり

　　　 3,520人

事業名 　　大御所お茶まつり　～家康公が愛したお茶～

実施主体
（所管課）

　　お茶っぱくらぶ

実施期間 　　平成27年 9月19日(土)～27日(日)

実施場所 　　駿府城公園（葵区駿府城公園地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

- 40 -



(1)　事業概要

　　 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。

事業名
　　「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

実施主体
（所管課）

　　静岡市タクシー協議会

実施期間 　　平成27年10月 1日(木)～11月30日(月)

実施場所 　　静岡市内（駿河区池田地内ほか）

事業内容

実施状況

【ツアー案内リーフレット①】 【ツアー案内リーフレット②】
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(1)　事業概要

　　 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）

事業名 　　駿府夢灯路

実施主体
（所管課）

　　静岡市中央商店街連合会

実施期間 　　平成27年10月 2日(金)～11月16日(月)

実施場所 　　静岡市街地（葵区紺屋町地内ほか）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．両河内地区内の茶園・茶工場見学

　　 イ．両河内地区内の散策

　　 ウ．お茶講座・試飲

(3)　参加者数

　 　36人

事業名 　　グリーンウォーキング　～静岡お茶のふる里を歩く～

実施主体
（所管課）

　　静岡里山ウォーキングクラブ

実施期間 　　平成27年10月 4日(日)　8:30～16:00

実施場所 　　両河内地区内（清水区布沢地内ほか）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市内各所に掲揚。

(2)　掲揚内容

　　 『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

事業名 　　静岡市「お茶の日」のぼり旗の掲揚

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間
　　平成27年10月13日(火)～11月16日(月)
　　※　掲揚期間は上記期間内にて実施場所ごとに設定

実施場所
　【市役所各庁舎】静岡庁舎、清水庁舎、駿河区役所、蒲原支所
　【JA・茶商店舗】JA静岡市、JAしみず、静岡茶商工業協同組合関連店舗
　【JR駅構内】　　JR清水駅

事業内容

実施状況

【市役所静岡庁舎　新館1階】 【JR清水駅　東西自由通路】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　当日入場者数

　　 13,399人

(3)　啓発物品配布数

　　 静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ 　500個

　　 「静岡市のお茶」一煎パック 1,500個

事業名 　　清水エスパルスホームゲームでの「お茶の日」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成27年10月17日(土)　12:30～15:30

実施場所 　　IAIスタジアム日本平（清水区村松地内）

事業内容

実施状況

【啓発物品配布】 【電光掲示板での案内】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．緑茶・紅茶等の試飲販売

　　 イ．闘茶体験

　　 ウ．緑茶のブレンド体験

　　 エ．緑茶の飲み当てクイズ

　　 オ．トークショー

(3)　参加者数

　 　300人

事業名 　　第4回丸子カフェまつり

実施主体
（所管課）

　　NPO法人丸子まちづくり協議会

実施期間 　　平成27年10月17日(土)・18日(日)

実施場所 　　駿府匠宿（駿河区丸子地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．市民大茶会

　　　 　駿府城公園紅葉山庭園を会場に、抹茶席・煎茶席を実施

　 　イ．清水茶道大会

　　　　 清水テルサを会場に、本席・立礼席・野点席を実施

(3)　参加者数

　 ①　市民大茶会

　　　 390人

　 ②　清水茶道大会

　　　 950人

事業名 　　第11回静岡市芸術祭「市民大茶会・清水茶道大会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市文化協会

実施期間 　　平成27年10月18日(日)・25日(日)

実施場所 　　駿府城公園紅葉山庭園ほか（葵区駿府城公園地内ほか）

事業内容

実施状況

【市民大茶会】 【清水茶道大会】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．岸壁への物販ブースの設置

　　　　 岸壁にテントを設置し、土産物（茶含む）や軽食を販売

　 　イ．マリンターミナル内で呈茶の実施

　　　　 清水マリンターミナル内で、外国人乗船客・乗組員に対し呈茶を実施

(3)　参加者数

　 ①　10月23日（金）

　　　 8,000人（乗客1,642人、乗員948人）

　 ②　10月26日（月）

　　　 8,000人（乗客2,098人、乗員947人）

事業名 　　客船「セレブリティ・ミレニアム」歓迎事業

実施主体
（所管課）

　　清水港客船誘致委員会

実施期間 　　平成27年10月23日(金)・26日(月)

実施場所 　　清水港日の出埠頭（清水区日の出町地内）

事業内容

実施状況

【物販ブース】 【清水マリンターミナル内呈茶】
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(1)　事業概要

　　 「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）

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．静岡市のお茶の無料サービス

　　 イ．チラシ配布による喫茶一茶等のPR

　　 ウ．静岡市茶っきり娘・一茶くんウォークバルーンによるおもてなし

　　 エ．第69回全国お茶まつり静岡大会との連携

(3)　呈茶実績

　 ①　温茶

　　　 22,250杯

　 ②　冷茶

　　　 1,250杯（11月14日(土)・15日(日)のみ）

事業名 　　秋の茶まつり

実施主体
（所管課）

　　静岡茶商工業協同組合

実施期間 　　平成27年10月24日(土)～11月15日(日)

実施場所 　　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）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．井川大日峠お茶蔵にて「蔵出しの儀」「安全祈願式」を実施

　　 イ．静岡茶市場にて「出発式」を実施

　　 ウ．静岡市街地（静岡茶市場～青葉緑地～駿府城公園）にて「お茶壺道中

　　　 行列」を実施

　　　 ※　途中、青葉緑地にて呈茶・ダンスを実施

　　 エ．久能山東照宮拝殿にて「献茶奉告祭」「口切りの儀」を実施

事業名 　　第33回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀

実施主体
（所管課）

　　駿府本山お茶まつり委員会

実施期間 　　平成27年10月25日(日)　8:00～15:00

実施場所
　【蔵出しの儀・安全祈願式】 井川大日峠お茶蔵（葵区井川地内）
　【出発式・お茶壺道中行列】 静岡茶市場～青葉緑地～駿府城公園
　【献茶奉告祭・口切りの儀】 久能山東照宮拝殿（駿河区根古屋地内）

事業内容

実施状況

【お茶壺道中行列】 【口切りの儀】
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(1)　事業概要

　　 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。

事業名
　　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）

実施主体
（所管課）

　　清水茶のれん会

実施期間 　　平成27年10月26日(月)～11月 1日(日)

実施場所 　　清水区内茶小売店10店舗（清水区梅田町地内ほか）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　茶席内容：平成27年10月31日（土）

　 ②　茶席内容：平成27年11月 1日（日）

(3)　参加者数

　　 1,155人（茶席利用者）

事業名 　　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園

実施主体
（所管課）

　　駿府本山お茶まつり委員会

実施期間 　　平成27年10月31日(土)・11月 1日(日)

実施場所 　　駿府城公園紅葉山庭園内茶室「雲海」（葵区駿府城公園地内）

事業内容

地区 提供者（生産者） 地区 提供者（生産者）

梅ケ島 　まるうめ共同茶業組合 栃沢 　内野清巳

水見色 　勝山壽夫 本山 　静岡本山茶研究会

足久保 　足久保茶ブランド推進委員会 本山抹茶 　静岡本山抹茶研究会

大河内 　大河内地区茶業委員会 本山 　静岡市茶手揉保存会

地区 提供者（生産者） 地区 提供者（生産者）

内牧 　城塚敏郎 足久保 　足久保茶ブランド推進委員会

諸子沢 　山田常巳 本山 　静岡本山茶研究会

楢尾 　森久功 本山抹茶 　静岡本山抹茶研究会

玉川 　佐藤誠洋 本山 　静岡市茶手揉保存会

実施状況

【紅葉山庭園内での茶席】 【T-1グランプリ入賞者呈茶】
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(1)　事業概要

　　 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）

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　　 全国一の荒茶生産量を誇る静岡県が消費者の多様化する嗜好に対応する

　 　ために開発中の香りに特徴を持ったお茶を、開発を担当した研究者や技術

　 　者及び日本茶インストラクターの説明を聞きながら味わう体験を提供し

　 　た。（提供茶：第三の煎茶、静岡型発酵茶）

(3)　参加者数

　　 121人

事業名
　　しずおかO-CHAプラザミニ講座　～お茶の多様性を知ろうⅡ
～

実施主体
（所管課）

　　公益財団法人世界緑茶協会

実施期間 　　平成27年11月 6日(金)～12月 2日(水)

実施場所 　　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．我流茶席（販売含む）

　　　　 「静岡市のお茶」や静岡市「お茶の日」に関する説明を受けながら、お

　　　　茶を楽しむことができる茶席を設置する。また、合わせてお楽しみいた

　　　　だいた統一宣伝茶の販売を実施する。（提供茶：静岡市のお茶）

　　 イ．お茶の日啓発グッズの配布

　　　　 クリアフォルダに静岡市「お茶の日」等関連資料を挟み込み、周辺通行

　　　 者へ配布する。（配布物：親しむ日案内チラシ、喫茶一茶リーフほか）

(3)　呈茶・配布実績等

①　我流茶席呈茶数

　　約700席

②　お茶の日啓発グッズ配布数

　　500セット

事業名 　　静岡市「お茶の日」啓発イベント

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成27年11月 1日(日)　10:00～15:00

実施場所 　　駿府城公園（葵区駿府城公園地内）

事業内容

実施状況

【来場状況】 【我流茶席利用状況】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．結成寺本堂にて、煎茶・抹茶（本席）・子ども茶席を設け、呈茶を実施

　　 イ．境内にて、野点抹茶席を設け、呈茶を実施

　　 ウ．山門にて、手揉保存会による実演と手揉茶の茶席を設け、呈茶を実施

　　 エ．町内各区・老人会等による特産品や軽食の販売を実施

　　 オ．オクシズの名産品販売を実施

　　 カ．美和中生徒のボランティアによる、茶席お運び等の茶会体験を実施

　　 キ．静岡市葵トラベラーとの連携

　　 ク．内牧公民館では、茶会に合わせ、地域の文化活動作品展を開催

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　　 1,600人程度

　 ②　総茶席数

　　　 2,340席

事業名 　　内牧大茶会

実施主体
（所管課）

　　内牧町内会

実施期間 　　平成27年11月 3日(火)　9:30～14:00

実施場所 　　結成寺（葵区内牧地内）

事業内容

実施状況

【来場状況】 【野点席】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．静岡のお茶の歴史講義及びDVD上映

　　 イ．お茶の入れ方ワークショップ

　　 ウ．スライド上映及びフリートーク

事業名
　　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～

実施主体
（所管課）

　　静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育センター

実施期間 　　平成27年11月 4日(水)　18:00～20:00

実施場所 　　静岡県立大学谷田キャンパス（駿河区谷田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　　 お茶の健康関連の最新研究報告をがんを切り口として情報提供を行った。

　　 九州大学農学研究院生命機能科学部門教授立花宏文先生の研究で茶カテキン

　　 によるがん細胞のアポトーシスが起こるメカニズムについて、分かりやすく

　　 講演いただいた。あわせて、静岡県健康福祉部健康増進課より地域別健康状

　　 態マップの紹介と県立大学で取り組み始めた、食品の機能性表示のためのSR

　　 サポートについて、静岡県立大学の若林食品環境センター長より説明を行っ

　　 ていただいた。

(3)　参加者数

　　 170人

事業名 　　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）

実施主体
（所管課）

　　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

実施期間 　　平成27年11月11日(水)　14:00～16:30

実施場所 　　グランシップ（駿河区池田地内）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

事業名 　　商店街でのおもてなし

実施主体
（所管課）

　　静岡市中央商店街連合会

実施期間 　　平成27年11月14日(土)・15日(日)

実施場所 　　静岡市街地（葵区紺屋町地内ほか）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．温茶及び冷茶の試飲・飲み比べ

　　 イ．茶詰め放題・プレゼント等各種キャンペーン

　 ②　実施店舗

事業名 　　茶の町周辺でのおもてなし

実施主体
（所管課）

　　しずおか・茶の町コンシェル

実施期間 　　平成27年11月14日(土)・15日(日)

実施場所 　　茶の町周辺（葵区茶町地内ほか）

　茶空間（葵区若松町81-2）

2 　竹沢製茶Teaサロン（葵区北番町61-2）

3 　マルヒデ岩崎製茶（葵区北番町40-21）

4 　小島茶店（葵区錦町19）

5 　茶町KINZABURO（葵区土太夫町27）

6 　白形傳四郎商店（葵区神明町96-1）

7 　ヤマカ勝山商店（葵区北番町132）

8 　ファットリア（葵区金座町1）

9 　こうのもの（葵区研屋町25）

実施状況

【実施状況】

事業内容 No. 名称（所在地）

1
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　　 「お茶まつり」期間中に限り、普段は団体ツアー向け企画で、一般の来

　　 場者は体験できない「お茶詰め体験」を、団体価格で実施。

(3)　参加者数

　　 64人

事業名 　　「駿府匠宿」でのお茶詰め体験

実施主体
（所管課）

　　株式会社駿府楽市

実施期間 　　平成27年11月14日(土)・15日(日)

実施場所 　　駿府匠宿（駿河区丸子地内）

事業内容

実施状況

【施設遠景】 【実施状況】

- 60 -



(1)　事業概要

　　 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。

(2)　参加者数

　　 48人

事業名 　　ルルカポイントアップキャンペーン

実施主体
（所管課）

　　静岡鉄道株式会社

実施期間 　　平成27年11月14日(土)・15日(日)

実施場所 　　新静岡駅周辺（葵区鷹匠一丁目地内ほか）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　参加者数

　　 42人

事業名 　　しずてつバス沿線ウォーキング

実施主体
（所管課）

　　しずてつジャストライン株式会社

実施期間 　　平成27年11月15日(日)　9:00～14:00

実施場所 　　清水区内及び新静岡駅周辺（葵区鷹匠一丁目地内ほか）

事業内容

実施状況
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(1)　事業概要

　　 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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．煎茶本席・煎茶野点席・抹茶野点席にて、足久保茶の歴史や提供茶の

　　　 説明及び静岡市「お茶の日」の説明を行いながら呈茶を実施

　　 イ．お茶の日啓発グッズ及び足久保茶物語冊子を茶席受付で配布

　　 ウ．竹千代鍋及び竹千代御前にて、お茶を使った料理を提供

　　 エ．お茶の飲み比べクイズを実施

　　 オ．寸劇「家康公の鷹狩りと足久保」を実施

　　 カ．静岡市葵トラベラーとの連携

　　 キ．足久保茶及び静岡市「お茶の日」ののぼり旗計70本を会場周辺に設置

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　　 1,800人以上

　 ②　総茶席数

　　　 約1,000席

事業名 　　第5回あしくぼ家康公のお茶祭り

実施主体
（所管課）

　　足久保茶ブランド推進委員会

実施期間 　　平成27年11月22日(日)　9:00～13:00

実施場所 　　足久保公民館・足久保グラウンド（葵区足久保口組地内）

事業内容

実施状況

【公民館での茶席】 【会場周辺へののぼり旗掲揚】
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(1)　事業概要

　　 「清水のお茶」を始め、「清水の農産品」等のPR、販売を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容（茶席部分のみ）

　　　 シャンパングラスを用いたすすり茶形式での我流茶席を実施。お茶の新し

　　 い愉しみ方を提案。提供茶は、「全国茶品評会出品茶」を使用。茶菓子とし

　　 て、株式会社ロリエ常盤家とコラボレーションした「お茶マドレーヌ（清水

　　 のお茶100％使用）」を提供し、清水のお茶のPRに努めた。

(3)　参加者数

　　 70人（茶席利用者）

事業名 　　アグリフェスタしみず

実施主体
（所管課）

　　清水農業協同組合

実施期間 　　平成27年11月22日(日)　9:00～15:00

実施場所 　　清水マリンパーク（清水区港町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況】
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(1)　事業概要

　　 「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。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．「おおさわ茶」「おおさわミント茶」の販売

　　 イ．農産物・工芸品の販売

　　 ウ．地元野菜を使ったしし鍋の無料配布

(3)　参加者数

　　 423人

事業名 　　おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭

実施主体
（所管課）

　　大沢振興会

実施期間 　　平成27年11月22日(日)　10:00～14:00

実施場所 　　大沢地区内（葵区大沢地内）

事業内容

実施状況

【実施状況】 【農高生との連携】
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(1)　事業概要

　　 「茶の町マップ」を使用し、茶の町周辺の散策・体験を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．静岡茶市場見学（茶の町・茶の流通の説明、茶取引の実演）

　　 イ．仕上茶工場見学等（仕上茶工場見学・手仕上実演・お茶飲み比べ）

　　 ウ．茶の町周辺散策

(3)　参加者数

　　 15人

事業名 　　しずおか・茶の町ウォーク

事業内容

実施状況

【茶取引の実演】 【仕上茶工場見学】

実施主体
（所管課）

　　しずおか・茶の町コンシェル

実施期間 　　平成27年12月12日(土)　13:30～16:30

実施場所 　　茶の町周辺（葵区茶町地内ほか）
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