
(1)　事業概要

　　 お茶の種類、歴史について学ぶ。煎茶（一煎、二煎、三煎）の淹れ方を

　 体験する。また、玉露を水だしで味わう。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．玉露の啜り（すすり）茶の体験

　　 イ．おいしい煎茶（一煎、二煎、三煎）の淹れ方を体験

　　　　 ・茶葉の量

　　　　 ・お湯の温度

　　　　 ・浸出時間

　　　　 ・まわし注ぎについて

　　 ウ．日本におけるお茶の歴史について

(3)　参加者数

　　 安東小学校家庭教育学級　学級生　38人

実施場所 　　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

【お茶の歴史と特徴を知る】 【和菓子と玉露の啜り茶を愉しむ】

事業名
　　平成29年度人づくり・まちづくり家庭教育学級
　　安東小学校　学級講座「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29年11月20日（月）
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(1)　事業概要

　　 「静岡のお茶」の中から各店舗が「冷茶ボトル」にて提供するキャン

　 ペーンを実施。

(2)　実施内容

　 ①　実施店舗

13 　忠ちゃん 　葵区沓谷五丁目9-5

実施状況

12 　萬福酒家 　葵区常磐町一丁目1-3-1F

9 　料理と咲け　とが路 　葵区七間町9-5-1F

10 　てんぷら　成生 　葵区鷹匠二丁目5-12-1F

5 　居酒屋たぬき　 　葵区昭和町3-5-1F

6 　ぽん吉 　葵区常磐町一丁目5-7

11 　くいもんや華音 　葵区両替町二丁目5-8-2F-D

　居酒屋 福助 　葵区人宿町二丁目4-5

3 　寿し市 　葵区人宿町一丁目3-17

4 　割烹 三日月 　葵区七間町13-13

実施場所 　　市内飲食店13店舗（葵区西草深町地内ほか）

事業内容

No. 店舗名 所在地

1 　あさひ 　葵区西草深町28-4

2

7 　食彩 岩生 　葵区常磐町一丁目2-1-1F

8 　日本酒処　きんのお燗 　葵区七間町10-11

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29年 7月14日（金）～平成29年 9月30日（土）
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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。（期間中5回開催）

(2)　実施客船

　アムステルダム

　11月20日（月） 　ダイヤモンド・プリンセス

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業内容

実施日 実施客船

　 9月25日（月） 　セレブリティ・ミレニアム

　10月 7日（土） 　セレブリティ・ミレニアム

　10月14日（土） 　フォーレンダム

　10月17日（火）

実施主体
（所管課）

　　清水港客船誘致委員会

実施期間 　　平成29年 9月25日（月）～平成29年11月20日（月）

実施場所 　　清水港日の出埠頭（清水区日の出町地内）

事業名 　　客船歓迎事業

27



(1)　事業概要

　　 静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市役所各庁舎に掲揚。

(2)　掲揚場所

　　 静岡市役所　駿河区役所

  　　静岡市役所　清水区役所

(3)　掲揚内容

　　 『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

実施場所 　　静岡市役所各庁舎（駿河区南八幡地内ほか）

事業内容

実施状況

【のぼり旗デザイン】 【市役所駿河区役所】

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29年10月 2日（月）～平成29年11月 2日（木）
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(1)　事業概要

　　 抹茶や粉末茶を家庭で気軽に楽しむ方法をわかりやすく伝える講座を開催。

　 （期間中6回開催）

(2)　実施内容

　 ①　開催日

　　 

　 ②　講座内容

　　 ア．抹茶と粉末茶

　　　 抹茶と粉末茶の違い、抹茶の栽培･生産方法などの解説

　　 イ．飲んでみよう、抹茶・粉末茶

　　　 それぞれの違いや特徴を飲んで知る体験、かんたん抹茶の作り方体験

　　 ウ．抹茶の品種について

　　　 抹茶生産の変遷と現状、抹茶に適した品種、世界の抹茶事情などの解説

　　 エ．アレンジティーを楽しもう！

　　　 簡単ほうじ茶ラテの作り方解説、試飲体験

(3)　参加者数

　　 96人

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

　11月 6日（月） 13：30～

2 　10月23日（月） 10：30～ 5 　11月 7日（火） 13：30～

3 　11月 2日（木） 13：30～ 6 　11月10日（金） 18：00～

実施場所 　　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内）

事業内容

No. 日時 No. 日時

1 　10月20日（金） 13：30～ 4

事業名
　　しずおかO-CHAプラザミニ講座
　「抹茶・粉末茶を手軽に楽しもう！」

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29年10月20日（金）～平成29年11月10日（金）
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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7回実施）

(2)　実施内容

　 ①　開催日

　　 

　 ②　企画内容

　　 ア．茶の無料サービス

　　 イ．チラシ等の配布

　　　 【配布物】

 　　　　・喫茶一茶案内リーフレット

 　　　　・お茶のまち静岡市｢茶っきりＭＡＰ｣

 　　　　・一茶くんクリアフォルダー＆マグネットステッカー

　　 ウ．静岡市茶っきり娘・一茶くんによるおもてなし

　　 エ．各種のぼり掲揚

(3)　静岡市のお茶無料サービス(湯茶)

　　 16,400杯

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

3 　10月28日（土） 13：00～17：00 7 　11月 5日（日） 13：00～17：00

4 　10月29日（日） 13：00～17：00

　10月21日（土） 13：00～17：00 5 　11月 3日（金） 13：00～17：00

2 　10月22日（日） 13：00～17：00 6 　11月 4日（土） 13：00～17：00

実施期間 　　平成29年10月21日（土）～平成29年11月 5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

No. 日時 No. 日時

1

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
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(1)　事業概要

　　 煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様へおもてなしを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．抹茶席（表千家・裏千家）

　　 イ．煎茶席（静風流）

　　 ウ．伝統工芸の茶室の中での茶道体験

(3)　来場者数

　　 900人

実施期間 　　平成29年10月22日（日）　 9：30～15：00

実施場所 　　清水テルサ（清水区島崎町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況】 【竹の茶室】

事業名
　第13回静岡市芸術祭
 「清水茶道大会　清水茶道連盟50周年記念茶会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市文化協会
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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。

　 （台風の影響により一部中止）

(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．久能山東照宮拝殿にて「献茶奉告祭」「口切りの儀」を実施

　　 ※  静岡茶市場での「出発式」及び静岡市街地での「お茶壺道中

　　　 行列」は台風の影響により中止

実施場所 　　久能山東照宮拝殿ほか（駿河区根古屋地内ほか）

事業内容

実施状況

【蔵出し】 【口切りの儀】

事業名 　　第35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29年10月22日（日）
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(1)　事業概要

　　 煎茶・抹茶とそれぞれの流派が工夫をし、お客様へおもてなしを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．抹茶席（日本茶道学会）

　　 イ．煎茶席（黄檗弘風流）

(3)　参加者数

　　 287人

実施場所 　　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内）

事業内容

実施状況

【実施状況】

事業名 　　第13回静岡市芸術祭「市民大茶会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市文化協会

実施期間 　　平成29年10月29日（日）　10：30～15：00
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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

　　　　 「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説明を実施し、お茶の購入希望があれば喫茶一茶

　　　 へご案内した。

　　　 【提供茶】

　　　　 静岡市のお茶

　　 イ．お茶の日啓発グッズの配布

　　　　 「お茶のまち静岡市」のロゴを印刷したビニール袋に静岡市「お茶の

　　　 日」等関連資料を入れ、周辺通行者へ配布する。

　　　 【配布物】

　　　　 ・親しむ日案内チラシ

　　　　 ・喫茶一茶リーフレット　ほか

(3)　呈茶・配布実績等

　 ①　我流茶席呈茶数

　　　 約540席

　 ②　お茶の日啓発グッズ配布数

　　　 400セット

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成29年11月 1日（水）　10：00～14：00

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）

事業名 　　静岡市「お茶の日」啓発イベント
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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割引等を実施。

実施状況

事業内容

実施主体
（所管課）

　　清水茶のれん会

実施期間 　　平成29年11月上旬

実施場所 　　清水区内茶小売店9店舗（清水区梅田町地内ほか）

事業名 　　清水茶のれん会　「お茶の日」キャンペーン
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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、野点抹茶席を実施

　　 ウ．山門前にて、手揉茶席を設け、実演・体験を実施

　　 エ．町内老人会、軽トラ市により地元農産物および軽食の販売を実施

　　 オ．餅つきを行い、振る舞餅を実施

　　 カ．内牧公民館にて、地域住民制作の作品を展示

　　 キ．美和中学校生徒のボランティアによる、茶席お運び等の体験を実施

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　 ア．手揉茶席　　  417名

　　 イ．煎茶本席　　  425名

　　 ウ．抹茶野点席　1,005名

　　 エ．抹茶本席　　  166名

　　 オ．子供茶席　　   63名

　　 カ．展示会場　　  173名

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施主体
（所管課）

　　内牧町内会

実施期間 　　平成29年11月 3日（金・祝）　 9：00～14：00

実施場所 　　結成寺（葵区内牧地内）

事業名 　　内牧大茶会
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(1)　事業概要

　　 足久保茶・地域特産物・お茶のスイーツ等の販売及び煎茶本席・抹茶野点

　 席を実施し、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・抹茶野点席

　　 イ．足久保茶・お茶スイーツ等の販売

　　 ウ．地域特産物の販売

　　 エ．パンマルシェイン足久保

　　 オ．大根または白菜のプレゼント（1,000先着）

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　　 13,000人以上

　 ②　総茶席数

　　　 1,000席以上

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施主体
（所管課）

　　足久保学区自治会連合会　里まつり実行委員会

実施期間 　　平成29年11月 5日（日）　 9：00～14：00

実施場所 　　足久保公民館・新光明寺ほか（葵区足久保口組地内ほか）

事業名 　　足久保里まつり2017
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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お客様に呈茶する茶席を設け、

　 お菓子付き有料呈茶・販売を実施。また茶室入口外にて抹茶挽き体験と抹

　 茶呈茶、手もみ体験と手もみ茶の試飲を実施。

(2)　実施内容

　 ①　茶席内容

　　 ア．平成29年11月 4日（土）　10：00～16：00

　　 イ．平成29年11月 5日（日）　10：00～16：00

(3)　参加者数

　　 1,215 人（茶席利用者）

実施状況

【全体】 【茶席】

　静岡本山抹茶研究会

　西又 　斉藤　勝弥 　本山抹茶 　静岡本山抹茶研究会

　梅ヶ島 　まるうめ共同茶業組合 　本山 　静岡市茶手揉保存会

　小瀬戸 　高橋　一彰 　楢尾 　森 久功

　俵峰 　望月　庄司 　本山 　静岡本山茶研究会

　

地区 提供者（生産者） 地区 提供者（生産者）

　玉川 　佐藤　誠洋 　大河内 　大河内地区茶業委員会

　水見色

　清沢 　梶山　鉄夫 　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）

　勝山　壽夫 　本山 　静岡本山茶研究会

　牛妻 　繁田　清治 　本山抹茶

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29年11月 4日（土）・平成29年11月 5日（日）

実施場所
　　駿府城公園内紅葉山庭園内茶室「雲海」「芝生席」「お外席」（葵区駿府城公園
地内）

事業名 　　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園
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(1)　事業概要

　　 静岡県内のお茶生産者・流通業者が自慢のお茶を持ち寄り自らお茶の説明

 　する。来場者は実際に飲んで、気に入ったお茶の購入もできる。

(2)　実施内容

　 　 ①　企画内容

　　 ア．お茶の試飲・販売やお茶の関連商品の販売  

　　　　 静岡県内の茶店、茶生産家、茶関連商品店、茶団体等に自慢のお茶や

　　　 商品を持ち寄っていただき、マイカップをもって会場内を巡る来場者に

　　　 直接話をしたりお茶を飲んでもらったりした。

　　　　 湯の準備や洗いは支部会員がサポートした。 

　　　　 来場者は一般生活者、茶業関係者、支部会員等で、ゆっくりとブース

　　　 をまわり、お気に入りのお茶はその場で購入していた。

　　 イ．駿河総合高校の生徒達がデザインしたミニ茶箱のお気に入り投票

　　 ウ．出品者の商品は、後日購入できるように出品一覧を配布した。

(3)　出店者・入場者

　 ①　出店者

　　　 26店

　 ②　入場者

　　　 約250人

実施期間 　　平成29年11月18日（土）　10：00～15：00

実施場所 　　（株）静岡茶市場（葵区北番町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　第５回逸品お茶会

実施主体
（所管課）

　　日本茶インストラクター協会静岡県支部
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(1)　事業概要

　　 「清水のお茶」をはじめ、「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）

　　 ア．喫茶きらり

　　　　 清水のお茶３種にお菓子を付けたお茶席を実施。

　　　　 ・品評会入賞茶（普通煎茶）

　　　　 ・プレミアム紅茶

　　　　 ・幸せのお茶まちこ

　　 イ．まちこ商品の販売

　　　　 ・笑福万来

　　　　 ・まちこ合格祈願茶

　　 ウ．展示スペース

　　　　 展示スペースにて、清水のお茶の紹介及び、清水の和紅茶３種類の

　　　 嗜好調査の実施

(3)　参加者数

　 ①　茶席参加者

　　 ア．品評会入賞茶　　　21席

　　 イ．プレミアム紅茶　　14席

　　 ウ．幸せのお茶まちこ　17席

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①】 【実施状況②】

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29年11月19日（日）　 9：00～15：00
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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・農産物の販売や

　 豚汁の無料提供を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．下記を実施しながら、参加者に大沢茶を味わってもらった。

　　 　・農産物の即売会

　　 　・農業高校生による、ミカン、パンの即売会

　　 　・地元野菜を使った豚汁の無料配布

　　 イ．縁側カフェの実施

　　　 　農業高校生も各家庭に入り、お手伝いをしてくれた。

(3)　参加者数

　　 約428人

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①】 【実施状況②】

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29年11月26日（日）　10：00～14：00
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(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。（荒天のため、開催中

 　止）

(2)　実施予定内容

　 ①　大茶店市

　　会場内に出店した全28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）

　 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8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）

　 ③　ステージイベント

　　会場内に設置されたステージにて、各種イベントを実施。（実施内容

　は下記参照）

　15：00～ 　子ども闘茶会 　日本茶ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会 静岡市支部

　10：00～ 　開会式

　茶関連商品販売ブース 　茶器等の茶関連商品販売 3

実施場所 　　青葉緑地B1～B5ブロック（葵区呉服町二丁目地内ほか）

ブース種別 出店概要 ブース数

　「静岡市のお茶」販売ブース 　「静岡市のお茶」販売 13

　お茶×スイーツ販売ブース

　静岡市（農業政策課）

　12：00～ 　静岡市消防音楽隊音楽演奏

　閉会式 　静岡市（農業政策課）

　13：00～ 　大道芸パフォーマンス 　Team 劇街ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

　14：00～ 　Little Step Factory ダンスパフォーマンス 　Little Step Factory

1

　茶製造工程紹介ブース 2

事業名 　　第６回静岡市お茶まつり　　※主要事業

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間 　　平成29年10月29日（日）　10：00～16：00　※荒天のため、開催中止

　お茶に合う又はお茶を使ったスイーツ販売 7

　お茶×料理販売ブース 　お茶に合う又はお茶を使った料理販売 5

事業内容

　静岡市消防音楽隊

　お茶ツーリズム紹介ブース 2

　体験ブース 3

出演時間 出演内容 実施主体

ブース種別 ブース数

　お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介ブース

　16：00～
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　 ④　静岡市「お茶の日」ポスターコンテスト入賞作品展示

　　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します。

　 ⑤　6次産業化紹介

　　6次産業化の紹介・販売を行います。

　 ⑥　スタンプラリー

　　会場内にスタンプ台を設置し、参加者に景品をプレゼントします。

(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、有限会社サランティーしづはた、小長井園、マルウチ茶農業協同組

　　　　　合、大原第一共同製茶組合、有限会社ネクト、有限会社クリーンティ松野、清水農業協同組

　　　　　合、JAしみず営農振興センターきらり、清水茶壱番会、静岡茶商工業協同組合、株式会社茶

　　　　　香房静岡、株式会社浜佐商店、株式会社かねはち茶園、株式会社小柳津清一商店、仙寿園、

　　　　　駿府本山お茶まつり委員会、大河内茶業委員会

　　 イ．お茶×スイーツ販売ブース

　　　　　　静岡県菓業連合青年会、清水菓子組合青年部、静岡市洋菓子協会、ショコラ・ファン、

　　　　　フローラー、patisserie un peu de、Poron、駿河総合高等学校

　　 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、(有)木藝舎　Sato、忠ちゃん、サラデーン、風

　　　　　と松、ふじのくに茶ちゃ会

　　 エ．茶関連商品販売ブース

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

　 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、公益財団法人静岡県産業振興財団

　　 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

　　 エ．体験コーナー

　　　　 静岡市茶手揉保存会、静岡本山抹茶研究会、しずおか・茶の町コンシェル

事業内容

実施状況
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