はなやか関西～文化首都年2011 「茶の文化」 に選定された取組 一覧
NO

取組名

1 「近江の茶」に親しむ体験学習会

主催者名

府県

場所

時期

取組内容

滋賀県茶業会議所

滋賀 県内一円

H23.4～11随時

一般消費者を対象に、茶摘みや簡易製茶などの体験学習会や煎茶などのおいしい淹れ方教室を開催。

2 永谷宗圓生家 年越し お茶の手揉み会

宇治田原手揉み保存会

京都 永谷宗圓生家

H23.12.31

大晦日には永谷宗圓生家にて、年越し手揉み茶製造を行い、茶宗明神社に奉納。

3 喫茶の魅力さがしてつくるプログラム

喫茶のかたち研究会

京都

H23.6
H23.10

お茶好きを対象とした「研究＆研修プログラム」を設け、①宇治一帯を訪問し魅力を発見するための現地視察をおこ
なうことと、②アーティスティックな茶室をつくり茶の魅力を再定義する。

4 リ・デ・マーテ・プロジェクト

シエスタ・インターナショナルアソ
大阪 どこでも可
シエイツ ウィズ アクト

未定

「和」・「茶」の継承・創造をテーマに、環境を考慮した素材及び建築工事等で出てくる廃材や端材を利用して実施す
る創作活動。茶会や茶まつりにおいて、移動茶室空間やコンパクト庭園などを制作。

茶道遠州会長浜支部

滋賀 長浜市内

H23.4～H24.3

長浜城歴史博物館茶室で、4月・5月・10月・11月の日祝日に観光客を対象に添釜席を開催している他、長浜市内で
幅広い年代層に対し、遠州流茶道の茶席体験等を実施中。

6 有馬大茶会・瑞宝寺公園もみじ茶会

有馬温泉観光協会

兵庫 瑞宝寺公園他

H23.11.2～3等

有馬大茶会：秀吉を偲び、表裏両千家が隔年交代で、実施する茶会（Ｓ２５～）。
紅葉茶会：、気軽にお茶を親しんでもらえる「茶会」。

7 「やまと郡山百景」茶の文化探訪

やまと郡山環境を良くする市民の
大和郡山市内
奈良
会
（慈光院茶室と庭等）

H23.5～6

「やまと郡山百景」で選ばれている、茶の文化・施設（慈光院茶室と庭）などの紹介を行うこととして、講演会・現地探
訪を実施。

宇治田原２１お茶のふるさと塾

京都 宇治田原町

H23.5～6

茶摘み体験会：茶畑での茶摘み体験（希望者には着物貸出）の他、新茶弁当の提供、茶の淹れ方教室、茶香服会
等を開催。

三重県茶道協会

三重

H23.10.30

三重県内の主たる茶道団体が伝統文化である茶道を広く一般県民を対象に紹介普及するため、気軽に参加できる
茶会を開催。

5

8

幼稚園児・小学児童・中学生徒・大人を対
象に茶道・茶会を指導

お茶摘み体験、茶香服交流と地元食材の
お弁当をいただく会

9 みえ県民茶会

宇治市
宇治田原町

伊賀市
崇廣堂及び栄楽館

10 城陽茶まつり

城陽茶まつり実行委員会
城陽市
(城陽市茶生産組合・城陽茶業青 京都
荒見神社
年団・城陽市茶華道連盟)

H23.10.16

口切の儀から始まる城陽茶まつりを開催、床几を設け抹茶を頂くことや、お茶を使用した茶そば、お菓子、城陽産抹
茶を使用した商品の販売、お茶のおいしい淹れ方の周知等を実施。会場の雰囲気を醸し出すため、邦楽の演奏、
生け花の展示等も実施。

11 心和む抹茶ふれあい体験事業

心和む抹茶ふれあい体験事業実
京都 城陽市
行委員会

H23.11.5～6

本格的な茶室で、城陽産のてん茶で作った抹茶を使用し、市民に茶席体験と、てん茶の仕立てから石臼で抹茶を
実際に挽いて頂く体験を提供。お茶の成分・製造方法に関するパネル展示も実施。

12 第４１回 朝宮茶感謝祭、茶まつり

信楽町茶業協会

滋賀 甲賀市信楽町

H23.11下旬

朝宮茶業の先人の苦労に対する感謝と今後の発展を祈願し、岩谷山仙禅寺にて感謝祭を開催。併せて、同日地元
小学校にて茶まつりを開催し一般来客者に対して朝宮茶のPRを実施。

13 第２１回 味と香りの茶品評会

土山町茶業協会

滋賀 甲賀市土山町

H23.10下旬

土山茶の栽培栽培技術の向上を図るため、一般の消費者の試飲による茶品評会を開催。また土山茶への理解を
深めるとともに、急須で飲む茶の普及啓発を図る。

14 茶のうつわ展

甲賀市信楽伝統産業会館

滋賀 甲賀市信楽伝統産業会館 H23.11

六古窯の１つである信楽焼の伝統文化を継承している信楽焼伝統工芸士会による「茶のうつわ展」（展示会）を開
催。

15 大池寺「蓬莱庭園」

大池寺蓬莱庭園保存会

滋賀 甲賀市水口町

通年（不定休）

小堀遠州作の大池寺の枯山水庭園を観賞しながら抹茶を提供。

16 甲賀忍者秘伝の飲料「健保茶」

近江製剤株式会社
（甲賀流忍術屋敷）

滋賀 甲賀流忍術屋敷

通年（休みは12.27～1.1）

甲賀忍者が常飲していたとされる薬湯を飲みやすく改良した「健保茶」の提供・販売等を実施。

須磨大茶会運営協議会

神戸市須磨区須磨寺及び
H23.4下旬
兵庫
寿楼旅館

新緑の時期に、表千家、裏千家、照浪庵小笠原流が合同で開催する市民茶会。

大阪 堺市南宗寺及び大仙公園 H23.10.15～16

全国唯一の三千家が一同に会する茶会を南宗寺山内で実施。大仙公園では堺市内の園児や大学茶道部員たちに
よる野点席煎茶席を実施するとともに、市内の和菓子販売、筝曲演奏、いけばな体験等を実施。

17 第３０回須磨大茶会
18

第３８回「堺まつり」 利休のふるさと堺大茶
堺観光コンベンション協会
会

19 「お茶と歴史・文化の香るふるさと宇治」

宇治市

京都 宇治市一円

通年

宇治市で開催される茶関連の行事。

20 小笠原流の取組

小笠原流煎茶道

兵庫 兵庫県他近畿内

H23.1～H23.9

煎茶道の普及啓発、煎茶道を通じた日本文化の伝承を目的に、講演会、煎茶会、展示会等を年間１００回～１５０
回程度ほど開催。

21 第６回｢春の大茶会｣

京都府茶業会議所

京都

宇治市、宇治茶会館 茶業
未定
センター

茶業関係者、一般消費者を対象にしたイベント（呈茶、手もみ製茶技術体験、一般参加者向けお茶あてコンクール、
宇治茶の淹れ方教室、お茶壺、茶の木人形の展示等）を開催。

22 京都宇治 和束茶フェア

和束町

京都

リーガロイヤルホテル
大阪、京都、東京

H23.5.1～6.30

和束茶とリーガロイヤルホテルとのコラボレーションを展開。茶産業を核とした新産業（着地型観光等）の創出。茶畑
の景観の伝承。

23 ｢大国寺と丹波茶まつり｣

大国寺と丹波茶まつり実行委員
会

兵庫 篠山市味間奥周辺

H23.6.4～5

大茶碗で新茶を飲む「大茶盛」、「丹波茶壺道中」「子ども茶壺道中」、煎茶・抹茶のお茶席、茶摘・手揉み体験など。
国指定重要文化財「大国寺」の無料公開も。平成２３年(2011)で３１回を数え、毎年約１万人の人が訪れる。

24 京の本物一茶生活ブランドでおもてなし

(株)福寿園

京都 京都、宇治、学研都市等

年3回重点実施(予定）※一 福寿園の施設（ＣＨＡ研究センター、宇治茶工房、京都本店等）を巡り、茶の生産から文化面にわたる内容を体感し
部場所により通年見学可能 てもらう。

人づくり交流振興会

滋賀 虎姫時遊館

H23.6～H23.9

虎御前山の遺構から出土した茶臼や中世城郭の遺構からその時代に思いを馳せ、茶会を開催。

26 長浜市内での茶道教室

小堀遠州四酔会

滋賀 五先賢の館

年間計画に基づき実施

小堀遠州の生誕地において、遠州流の茶の普及を図る活動（子供を対象とた教室、地元イベントへの茶席設営等）
を実施。

27 老舗のお茶工場見学

（株）つぼ市製茶本舗

大阪

㈱つぼ市製茶本舗 本社
工場・第二工場

大阪

山本能楽堂（国登録文化
財）

トラゴゼ

25

戦国の茶会ｉｎ虎御前山～信長が愛でた茶
臼を囲んで～

28

能と茶の湯で日本人の「おもてなしの心」を
山本能楽会
伝える

29 じばさん市 新茶フェア

三重北勢地域地場産業振興セン
四日市市 じばさん三重1
三重
ター
階名品館

茶の仕上げからパッケージングにいたるまでの工程の見学を実施。社内の茶鑑定士や日本茶インストラクター等
利休のふるさと堺大茶会開
が、茶についての講義及び美味しいお茶の淹れ方の説明を実施、見学者の方々に、茶についての理解と知識を深
催時（H23.10.15～16）
めていただく。茶及び茶を使ったお菓子（抹茶あめ、抹茶あんみつ等）の物販も行う。
定期公演「たにまち能」、「とくい能」、定期体験講座「まっちゃまちサロン」、やその他のレクチャーや見学会に参加さ
通年
れる方、また発表会時の来場者を対象に、抹茶と菓子を提供し、能とお茶を組み合わせて、参加者に総合的に日本
文化を体感して頂き、「おもてなしの心」を伝える機会を創出する活動を継続的に開催。
H23.5.4～5

全国第3位の茶の生産地（近畿圏では1位）である三重県の伊勢茶新茶のＰＲイベント
三重県は急須の生産で全国第2位（近畿圏では1位）。なかでも萬古焼急須は煎茶道では愛好家も多く、萬古焼の
陶器市を開催して、お茶に関するＰＲを行う。
伊賀焼の茶器づくり体験、抹茶・煎茶の淹れ方教室、窯出し市の開催、茶道具、茶器等の展示販売を実施すること
により伊賀焼のPRを行う。
茶業関係者、一般消費者を対象にしたイベント（①茶摘み体験②宇治茶手もみ製茶技術体験③ホットプレートによ
る製茶体験④試験茶園・製茶工場の見学⑤宇治茶の淹れ方教室⑥茶の木人形の展示⑦ふるさと産品展示即売会
等）を開催予定。

30 四日市萬古まつり

萬古陶磁器振興協同組合連合会 三重 四日市市 萬古神社周辺

H23.5.14～15

31 新緑伊賀焼陶器市

伊賀焼振興協同組合

三重 伊賀市

H23.5.2～4

32 宇治新茶 八十八夜茶摘の集い

京都府茶業会議所

京都

33 山上宗二忌

堺衆文化の会

大阪 天慶院

H23.4.10または11

千利休の高弟である山上宗二の命日に因んで、茶の文化・歴史に造詣の深い熊倉功夫先生の講演会を開催し、茶
の文化史に対する知識と教養を深める

34 高山竹林園円楽大楽茶

奈良県高山茶筌生産協同組合

奈良 高山竹林園

毎年10月中旬

高山竹林園での茶筌の製作実演や抹茶の接待を行う。
鎌倉時代の高僧・叡尊が正月の修正会の結願お礼の献茶を民衆にも振舞ったことに起源を持つ。直径30cｍ以上
もある大茶碗にお茶を点て、参加者に振る舞う茶会。
宇治茶歴史街道マップの作成、宇治茶の郷ウォークの実施、宇治茶カフェの認定、宇治茶の郷創月間の取組、宇
治茶の郷通信の発行、宇治茶フェスタ等の開催を行う。

宇治茶会館 茶業センター
H23.5.2
茶業研究所

35 西大寺「大茶盛」

真言律宗総本山 西大寺

奈良 西大寺

春（H23.4.10～11）
秋（H23.10.9）
新春（H24.1.15）

36 宇治茶の郷づくり協議会の取組

宇治茶の郷づくり協議会

京都 京都府山城地域各地他

通年

（財）大阪２１世紀協会

大阪

37

関西・大阪のイメージ向上のためのコンテ
ンツ制作

38 伝統体験 「池田炭づくりと茶の湯」

39

万博日本庭園茶室で「お茶」の世界へ
ショートトリップ

ホームページ ／ 関西国際
2011年度秋以降
空港（手荷物引渡し場所）

ＮＰＯ法人シニア自然大学菊炭ク
大阪 大阪府豊能郡豊能町
ラブ

関空において、外国人等向けに放映する関西の「茶の文化」に関する映像コンテンツを制作
茶道用最高級炭である池田炭の普及啓発活動の一環として、一般市民を対象とした体験講座「池田炭づくりと茶の
湯」を開催。講座は６回シリーズ（①講義「北摂の里山林と池田炭」、②クヌギ里山林における炭焼き原木づくり体験
２回、③炭焼き窯における炭焼き原木の窯入れ体験１回、④池田炭の窯出し体験１回、⑤茶の湯体験１回）。
万博記念公園・日本庭園にある茶室「千里庵」「汎庵」「万里庵」において、季節に合わせたお茶会やお茶事、お点
前講座などを実施(茶事講座、茶道体験、お点前体験、季節を楽しむお茶会、茶室「汎庵・万里庵」の特別公開）。

H24.1～3

万博記念公園 日本庭園
独立行政法人 日本万国博覧会
大阪 茶室「千里庵」及び「汎庵」 通年
記念機構
「万里庵」

民芸運動の巨匠（濱田庄司・河井寛次郎等）の茶碗を展示する企画展を開催。合わせて「民芸運動」の提唱者であ
る柳宗悦が茶の改革を提唱し、開催した「民芸館茶会」について展示する。また、ボランティア組織による民芸館内
での呈茶も検討中。

40 民藝と茶

(財)大阪日本民芸館

大阪 大阪日本民芸館

H23.9.10～H23.12.18

41 平城京天平祭

平城京天平祭実行委員会

奈良 奈良市佐紀町 平城宮跡

天平文化を確立した聖武天皇が愛した八重桜をシンボルとして、日本文化の礎、奈良県文化を平城宮跡でご紹介
H23.4.29～H23.5.5（5月2日 する天平祭を開催。天平祭さくら茶会では、奈良特産の茶筅・茶杓を用い、お集い頂いた方々に「一期一会」の心を
は休み）
こめて、1服のお茶でおもてなしをする。

食ゆき奈良

5月3日～5日の3日間、平城宮跡で行われた平城京天平祭で、「お茶の始まりを旅する」というブースを運営した。
「お茶の始まりを旅する」 観
日本のお茶のルーツが奈良から始まる（文化発祥）ことや今日まで継続、発展させてきた結び付きの深い史実につ
H２３年９月以降（秋に実施
奈良 光ツアールート先（現在精
いて情報発信するとともに、具体的にそれらの資源を面で体感できる観光ツアーを検討中。
予定）
査中）
また、観光に関わる産業及び団体で構成された会の強みを活かして観光ツアー内での昼食メニューも試作中。他の
団体と連携し、協力体制をとる予定。

42

奈良の食の歴史を旅しよう「お茶の始まり
を旅する」

43 第6回和歌山城市民茶会

和歌山城市民茶会実行委員会
和歌 和歌山城西の丸広場・紅葉
（表千家同門会・裏千家淡交会・
H23.10.15～H23.10.16
山
渓庭園
和歌山市観光協会・和歌山市）

歴史的建造物である和歌山城内で、お茶席（市民茶会）及び子ども茶道体験を実施。市民茶会では茶道のお手前
披露及び野点席を、小学生を対象にしたこども茶道体験では茶道のお稽古やお話を通じて日本の伝統文化である
茶の文化について理解を含めてもらう。

準備会構成機関が取り組む はなやか関西～文化首都年2011 「茶の文化」 に関する取組
NO

取組名

主催者名

府県

場所

① 大和茶PRイベント「２０１１闘茶会」

奈良県

奈良 未定

② ペレット堆肥の茶栽培利用研究

奈良県

奈良

③ みんなで創る大茶会植物園会場（仮称）

第26回国民文化祭京都府実行委
京都 京都府植物園（予定）
員会

奈良県農業総合センター
（茶業振興センター）

④

八坂倶楽部，建仁寺内塔
第２６回国民文化祭・京都２０１１「はじめて 第26回国民文化祭京都市実行委
京都 頭（久昌院、西来院、禅居
のお茶とお香」
員会
庵）

⑤

ビジット・ジャパン地方連携事業（訪日外国
国土交通省近畿運輸局
人旅行者の来訪促進）
家元等による茶道等
茶会・まつり等 (一回・短期開催プログラム）
市民参加・体験等 （複数回・中長期開催プログラム）
茶産業観光等（企業活動）

事業に応募する地方自治
近畿
体、民間団体等の所在地
他
域など

時期

取組内容

H23.10(予定）

茶を飲んでその産地を当てる茶事。奈良県でも生産者を中心に茶の鑑定眼を養うことを目的に開催。一般の方にも
対象を拡大し、お茶の解説などもしながら「大和茶」に親しんでいただく催しを継続的に開催。

H22～H23

畜種農家から産出される堆肥を用いて、散布が容易で成分が安定的な成分調整ペレットの製造と施用効果につい
て技術開発と実証を行う。

H23.11.3(予定）

京都の産んだ最高の芸術文化である茶道に関して、国民文化祭のプログラムとして、京都の歴史やくらし先進文化
に触れていただく茶会を開催。

H23.11.5～6

京都府内各地で開催される国内最大の文化の祭典「第２６回国民文化祭・京都２０１１」において、お茶とお香のここ
ろと楽しさを体感できる事業を展開する。

通年

地域の観光魅力を海外に情報発信するとともに、旅行商品として造成することにより、
訪日外国人旅行者の来訪を促進する。（「茶の文化」について活用が可能）

茶にまつわる工芸・文化財公開等
茶栽培技術・研究開発
他テーマと茶の融合
各種取組

