
はなやか関西～文化首都年～２０１１

関西各地の「茶の文化」のゆかり地を巡って素敵な賞品を当てちゃおう！

☆開催期間：平成開催期間：平成2323年年66月月11日（水）～平成日（水）～平成2424年年11月月3131日（火）日（火）☆☆

＊写真はイメージです。＊賞品の内容やデザインは、変更になる場合があります。＊賞品の交換等はできません。

その他

・西大寺大茶盛り 絵はがき 20名様

（西大寺提供）
・丹波篠山茶ペットボトル 24名様

（丹波ささやま農業協同組合提供）
など

スタンプラリースタンプラリースタンプラリー「茶の文化」「茶の文化」

福寿園 宇治の朝 手もみ玉露 30ｇ缶入

宇治の朝の手揉み茶は、厳選された茶葉を宇
治茶工房の茶師が手揉みしたお茶です。

1名様
(株)福寿園

宇治茶工房提供

抽選で下記賞品のいずれかが当たります。

福寿園 富小路煎茶 TB 10袋缶入

京都の中心・四条通りと交差する富小路通
りに想を得てつくった宇治茶です。本格的な
お茶をティーバッグでお楽しみください。

3名様
(株)福寿園

京都本店提供

「はなやか関西～文化首都年～」とは「はなやか関西～文化首都年～」とは
関西の「文化首都圏」としてのブランドの確立をめざし、関西に根付く「本物」の文化の継承・発展に向けて、ものづくり・まちづくり・人づ関西の「文化首都圏」としてのブランドの確立をめざし、関西に根付く「本物」の文化の継承・発展に向けて、ものづくり・まちづくり・人づくりの取組みくりの取組み
を進めるとともに、国内外にプロモーションを行うものです。を進めるとともに、国内外にプロモーションを行うものです。
「はなやか関西～文化首都年～」では、関西の「本物」を代表するテーマを開催年ごとに設定し、そのテーマに応じた関西の取組について、関「はなやか関西～文化首都年～」では、関西の「本物」を代表するテーマを開催年ごとに設定し、そのテーマに応じた関西の取組について、関西の西の
自治体、経済界、国、関係機関等がプロモーション等に対する支援を行います。平成２３年度のテーマは自治体、経済界、国、関係機関等がプロモーション等に対する支援を行います。平成２３年度のテーマは““茶茶””です。です。

茶は古くからわが国の生活に深く根ざし、茶を中心にわが国独特のたしなみや作法が形成され、もてなしの文化が確立されてきました。茶は古くからわが国の生活に深く根ざし、茶を中心にわが国独特のたしなみや作法が形成され、もてなしの文化が確立されてきました。
「茶道」をはじめとする「茶の文化」は、関西がルーツであり、現在に至るまで関西に継承されています。また、宇治茶などの茶や茶筅、茶器「茶道」をはじめとする「茶の文化」は、関西がルーツであり、現在に至るまで関西に継承されています。また、宇治茶などの茶や茶筅、茶器、茶菓子な、茶菓子な
ど、茶にまつわる資源を継承・発展させてきたのも関西です。ど、茶にまつわる資源を継承・発展させてきたのも関西です。
今年度は「茶の文化」という関西共通のテーマにより、オール関西で価値向上への支援、本物同士の連携の斡旋や国内外への情報発信等、関西今年度は「茶の文化」という関西共通のテーマにより、オール関西で価値向上への支援、本物同士の連携の斡旋や国内外への情報発信等、関西の認の認
知度・関心度の向上を強力に推進していきます。知度・関心度の向上を強力に推進していきます。

文化首都年2011 検索

有馬温泉日帰り昼食付き入浴券

有馬温泉のペア日帰り昼食付き入浴券を１
組様にプレゼント！日本 古泉の名湯で
ゆったりとしたひとときをお楽しみください。

１ペア
（社）有馬温泉
観光協会提供

西大寺大茶盛り記念手ぬぐい

大茶盛は僧侶が大茶碗に茶を点じて参詣客に振る舞
うというもので鎌倉時代から伝わる伝統行事です。
大茶碗をモチーフにしたかわいい手ぬぐいです。

20名様

西大寺提供

10名様

和束町雇用促進
協議会提供

和束茶の佃煮（100ｇ入り）

TVで話題の宇治茶の主産地和束産高級

茶葉を使用しています。

お問い合わせ はなやか関西～文化首都年～2011「茶の文化」 実行委員会事務局（近畿圏広域地方計画推進室）
ＴＥＬ：06-6942-1056（受付時間 9:30～18:00） 詳しくはホームページ http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/index.html
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「茶の文化」スタンプラリー「茶の文化」スタンプラリー スタンプポイントスタンプポイント

⑫小笠原流煎茶道家元による煎茶会、教室体験小笠原流煎茶道家元による煎茶会、教室体験
会等会等＜芦屋、西宮北口、梅田、心斎橋、上本町、御影、
新在家＞

●茶にまつわる工芸・茶にまつわる工芸・
文化財公開等文化財公開等

③大池寺「蓬莱庭園」大池寺「蓬莱庭園」
（小堀遠州作の枯山水庭園観賞、（小堀遠州作の枯山水庭園観賞、

抹茶ふる抹茶ふるまい）まい）＜滋賀県甲賀市水口町＞

●市民参加・体験等市民参加・体験等

●●茶にまつわる観光施設茶にまつわる観光施設

④④甲賀忍者秘伝の飲料「健保茶」甲賀忍者秘伝の飲料「健保茶」
（（甲賀流忍術屋敷甲賀流忍術屋敷での試飲・販売）での試飲・販売）

＜滋賀県甲賀市甲南町＞

⑦⑦憧れの京物－宇治茶のティーライフ憧れの京物－宇治茶のティーライフ
をお楽しみください。－をお楽しみください。－
((福寿園各施設での接茶）福寿園各施設での接茶）

＜福寿園京都本店ほか＞

⑧⑧京都宇治京都宇治 和束茶フェア和束茶フェア（和束茶と（和束茶と
リーガロイヤルホテルとのコラボレーリーガロイヤルホテルとのコラボレー
ション）ション）＜京都、堺、東京のリーガロイ
ヤルホテル＞（和束茶カフェ）（和束茶カフェ）＜京都府
相楽郡和束町＞

②信楽焼伝統工芸士秋季展「茶信楽焼伝統工芸士秋季展「茶
のうつわ展」のうつわ展」＜滋賀県甲賀市信楽
伝統産業会館＞

⑨第３８回「堺まつり」第３８回「堺まつり」 利休のふるさと利休のふるさと
堺大茶会堺大茶会（（三千家が一同に会する茶会、三千家が一同に会する茶会、
野点席煎茶席野点席煎茶席、和菓子販売、演奏、生、和菓子販売、演奏、生
け花け花体験等）体験等）＜南宗寺山内･大仙公園＞

●家元等による茶道教室家元等による茶道教室

●●茶会・まつり等茶会・まつり等

⑬有馬大茶会・瑞宝寺公園もみじ茶会有馬大茶会・瑞宝寺公園もみじ茶会
（スタンプラリーの対象は（スタンプラリーの対象は 「瑞宝寺公園「瑞宝寺公園
もみじ茶会」。もみじ茶会」。 「有馬大茶会」は表裏両「有馬大茶会」は表裏両

千家が各年交替で開催し、スタンプラ千家が各年交替で開催し、スタンプラ

リー対象外。リー対象外。））＜兵庫県神戸市北区の
有馬温泉内＞

⑭｢｢大国寺と丹波茶まつり大国寺と丹波茶まつり｣｣
（茶壷道中、お茶席、茶摘体験、大（茶壷道中、お茶席、茶摘体験、大

国寺公開等）国寺公開等）＜兵庫県篠山市＞

スタンプラリーポイント：滋賀県内

日本 古の茶の栽培地といわれ
ているのが信楽町朝宮地区です。
信楽町茶業協会主催の朝宮茶ま
つりでは、日本五大銘茶に数え
られる「朝宮茶」の試飲ができま
す。販売も行います！
●平成23年11月23日（祝）

●朝宮小学校グランド会場内
●おもてなし／スタンプ台紙のご
呈示で朝宮茶一煎パックをプレ
ゼント●お問い合わせ／信楽町
茶業協会 0748-82-2432

①朝宮茶まつり

①朝宮茶感謝祭、朝宮茶まつり朝宮茶感謝祭、朝宮茶まつり（朝宮（朝宮

茶業の先人への感謝と発展を祈願、朝宮茶業の先人への感謝と発展を祈願、朝宮

茶の茶のPRPR等）等）＜滋賀県甲賀市信楽町＞

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）を開催します。
●平成23年10月29日（土）から
11月29日（火）まで●甲賀市信楽

伝統産業会館エントランス●お問
い合わせ／甲賀市信楽伝統産業
会館 0748-82-2345 ●入館料

／無料

②信楽焼伝統工芸士秋季展『茶のうつわ展』

甲賀流忍術屋敷は、甲賀忍者の筆
頭格にあたる望月出雲守の屋敷とし
て建てられてものです。内部には侵
入者から身を守る為のさまざまな仕
掛けが施されています。忍者が常飲
していたとされる薬湯を飲みやすく改
良した秘伝の「健保茶」の試飲がで
きます。●営業は通年。スランプラ
リーは実施期間内●甲賀流忍者屋
敷受付●おもてなし／スタンプ台紙

④甲賀流忍術屋敷

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お楽し
みください。5月下旬から6月中旬
にかけてはサツキが咲き乱れ、8、
9月は、刈込みの線条美が一段

と冴え、四季を通じてご鑑賞いた
だけます。●営業は通年。スタン
プラリーは実施期間内●大池寺
本堂内●おもてなし／スタンプ

③大池寺蓬莱庭園

春の大池寺「蓬莱庭園」
甲賀流忍術屋敷

信楽伝統産業会館所蔵

お茶の手もみの様子

⑮⑮西大寺大茶盛西大寺大茶盛（秋・新春に大茶碗でお茶（秋・新春に大茶碗でお茶

の振る舞いの振る舞い））＜奈良市西大寺芝町＞

⑥五先賢の館五先賢の館（遠州流茶道教室（遠州流茶道教室、、浅井三浅井三
姉妹企画姉妹企画展展））＜滋賀県長浜市北野町 ＞

⑩「茶の文化」総合イベント「茶の文化」総合イベント（関西の多彩（関西の多彩

な茶の文化が一堂に会するイベントな茶の文化が一堂に会するイベント））＜大
阪城内＞

7

⑤戦国の茶会戦国の茶会（虎御前山の遺構から出土し（虎御前山の遺構から出土し
た茶臼等からその時代に思いを馳せ、茶会た茶臼等からその時代に思いを馳せ、茶会

を開催。等）を開催。等）＜滋賀県長浜市＞

http://www.sunalix.co.jp/daichiji/

http://www.lbm.go.jp/kenhaku/
shoukai/26.html

http://www.kouka-ninjya.com/

⑪大阪日本民芸館大阪日本民芸館
（実生活に密着する新古の民芸品（実生活に密着する新古の民芸品

などを展示などを展示））＜吹田市万博公園内＞

台紙の提示で１枚につき、お一人様の拝観料を１割引●お問い合
わせ／大池寺蓬莱庭園保存会 0748-62-0396●拝観料／大人
400円

の提示で１枚につき、お一人様の入館料を５０円割引●問い合わせ
／甲賀流忍術屋敷 0748-86-2179●入場料／大人600円



スタンプラリーポイント：滋賀県内

スタンプラリーポイント：京都府内

前日までのご予約で遠州流茶席
を体験いただけます。また、遠州
流茶道教室を毎月第２土曜日に
開催しています。その他、「大河ド
ラマ・お江」にあわせ、浅井三姉
妹軌跡―小谷城脱出―侍女「盛
秀」伝説と墓の企画展を開催中
です。●平成23年6月1日(水）か
ら12月28日(水）まで●五先賢の

館●お問い合わせ／小堀遠州四
酔会 0749-74-0560●入館料：
300円（企画展込み）＊茶道体験
1杯500円 前々日までに要予約。

⑥遠州流お茶の教室・浅井三姉妹企画展

宇治茶の主産地である「和束
町」のお茶とリーガロイヤルホ
テルのコラボレーション企画「京
都宇治和束茶フェア」を開催し
ます。
和束茶カフェでは新茶はもちろ
ん、お茶の佃煮や加工食品も
販売しています。
●フェア／平成23年5月1日
（日）から6月30日（木）まで

和束茶カフェ／営業は通年。
スタンプラリーは実施期間内

⑧京都宇治和束茶フェア・和束茶カフェ⑦宇治茶のティーライフ体験 於：福寿園

世界銘茶の 高峰といえる宇治茶と京
菓子・茶器などのコラボレーションを、福
寿園施設でご見学・ご体験ください。お
茶の歴史から未来までを体感いただけ
ます！●営業は通年。スタンプラリーは
平成23年10月1日（土）から10月31日
（月）まで●福寿園京都本店・宇治茶工
房・宇治茶菓子工房・ＣＨＡ研究セン
ター（要予約）●おもてなし／スタンプ

全国唯一の三千家が一同に会する
茶会を南宗寺山内で開催します。
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、筝曲の演奏、いけばな無
料体験などを開催します。
●平成23年10月15日（土）・16日
（日）●大仙公園会場総合案内
ブース●おもてなし／会場茶席で
のお茶体験（有料）●お問い合わ
せ／堺観光コンベンション協会
072-233-5258

⑨第３８回「堺まつり」利休のふるさと堺大茶会

スタンプラリーポイント：京都府ほか

スタンプラリーポイント：大阪府内

スタンプラリーポイント：大阪府・兵庫県内

はなやか関西～文化首都年～2011「茶の文化」のシンボルイベ
ントを実施します。●平成23年11月18日（金）～20日（日）●大阪

城内ほか●お問い合わせ／「茶の文化」事務局（近畿地方整備
局） 06-6942-1056

⑩「茶の文化」総合イベントｉｎ大阪城

⑫小笠原流 煎茶会

煎茶教室風景

大仙公園茶会風景

和束茶を使ったスイーツ

遠州流茶道教室の様子

織田信長が築いた陣城である虎御
前山で戦国茶会を開催します。
当時の時代に思いを馳せてみては
いかがですか？当日は陣中点前
体験コーナーや（抹茶点て 抹茶挽
き）、武将の名前入り茶碗のプレゼ
ント（抽選）もあります。
参加費：５００円（抹茶付き＊先着
100名）●平成23年7月10日（日）

●時遊館玄関●おもてなし／虎御
前山のパンプをプレゼント●お問い
合わせ／虎姫人づくり交流振興会
0749-73-5030（時遊館）

⑤戦国の茶会ｉｎ虎御前山

伝織田信長陣城跡

瑞宝寺公園にて表千家、裏千家のご奉仕
による有馬大茶会が毎年盛大に開かれて
います。また、瑞宝寺公園の見事な紅葉
のもとでいただく一服のお茶の雅を、さら
に多くの方にお手軽に親しんでいただくこ
とを願って、有馬温泉もみじ茶会（野点
席）を開催いたします。 ●平成23年11月
11日（金）から13日（日）、11月18日（金）
から23日（祝）まで●瑞宝寺公園もみじ茶

会受付●おもてなし／スタンプ台紙の提
示で１枚につき、お茶券（800円）の200円
割引●お問い合わせ／有馬温泉観光協
会 078-904-3450

⑬瑞宝寺公園もみじ茶会

野点での茶席風景

スタンプラリーポイント：兵庫県内

http://www.zd.ztv.ne.jp/
gosenken/school.html

http://www.fukujuen.com/

http://www.wazuka-chagenkyo.jp

http://www.sakai-tcb.or.jp/
sakaimatsuri/

http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/program/category_plan.html

http://www.ogasawararyuu.or.jp
http://www.arima-onsen.com/

（株）福寿園京都本店

⑪大阪日本民芸館
万博終了後、展示館の建物を引き継いで、柳宗悦の提唱した
「民芸運動」の西の拠点として開館しています。●平成23年6
月1日（水） ～ 7月18日(月・祝)、9月10日（土）～12月18日(日) 
原則水曜日は閉館日です●ギャラリーショップ前●おもてなし
／スタンプ台紙の提示で入場料の割引（団体料金です。例え
ば大人100円引)●お問い合わせ／大阪日本民芸館06-6877-
1971 http://www.mingeikan-osaka.or.jp

小笠原流煎茶道は鎌倉時代から伝わ
る小笠原流作法を基礎として成り立った
煎茶方式です。美味しい玉露を頂きな
がら心の交流を楽しみませんか？茶会
の他、各家元教室でお客様体験が受け
られます。
●教室での体験は通年（スタンプラリー
は実施期間のみ） 煎茶会①6月19日
（日）芦屋市民会館②10月23日（日）上
本町近鉄百貨店③11月23日（祝）神戸

北野天満神社●教室体験、各茶会についての詳細は主催者HPを
確認下さい。●お問い合わせ／小笠原流煎茶道事務局0797-22-
5405●参加費／教室体験二千円（要予約）

台紙の提示で、以下のおもてなし。京都本店：宇治茶の接茶、宇
治茶工房：茶店にて抹茶を接茶、宇治茶菓子工房：2F茶房にて

ほうじ茶を接茶、ＣＨＡ研究センター：宇治茶の接茶●お問い合わ
せ／福寿園 0774-86-4248 ●和束茶カフェ／京都・堺・東京の各リーガロイヤルホテル

●お問い合わせ／和束町雇用促進協議会 0774-78-4180



はなやか関西～文化首都年～2011「茶の文化」スタンプラリー実施方法

実施方法

●各会場のイベント開催日や営業日又は開催時間や営業時
間によって、スタンプを押すことのできない日や時間帯があり
ますのでご注意下さい。
●各ラリーポイントのうち３カ所で専用のスタンプの押印が必
要です。お一人様で複数枚ご応募いただけますが、同一の
応募者において同一箇所のスタンプの押印がある場合、該
当の応募はすべて無効となりますのでご注意ください。
●スタンプラリー実施期間終了後抽選を行います。当選者の
発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

このパンフ
レットを持
参してラ
リーポイント
へＧＯ！

「茶の文化」スタンプラリー応募用紙

スタンプ１

各ラリーポ
イントのうち
３カ所でス
タンプを押
印してくださ
い。

３カ所目のラリー
ポイントで３つ目
スタンプを押印し
て、連絡先等を記
載してこのパンフ
レットを係の人に
渡してください。

スタンプラリーポイント：奈良県内

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のが西
大寺大茶盛です。直径30cm以上も

ある大茶碗にお茶を点て、参加者
に振る舞う茶会です。
●秋の大茶盛 平成23年10月9日
（日） 新春 平成24年1月15日
（祝） ＊スタンプラリーは平成23年
6月1日（水）から1月31日（火）まで

●西大寺本堂●おもてなし／茶盛
体験（要予約）●お問い合わせ／
西大寺 0742-45-4700
●参加料3000円（拝観券等含む5
枚綴り）

⑮西大寺大茶盛

参拝客の拝服の様子

「丹波茶壺道中」「子ども茶壺道
中」、煎茶・抹茶のお茶席、茶摘・
手揉みなどを体験いただけます。
指定重要文化財「大国寺」の無
料公開も行っています。
●平成23年6月4（土）・5日（日）
＊スタンプラリーは平成23年6月
1日（水）から6月30日（木）まで、
11月1日（火）から11月30日（水）

まで●大国寺●お問い合わせ／
篠山市観光課内 大国寺と丹波
茶まつり実行委員会079-552-
1111

⑭大国寺と丹波茶まつり

茶娘による新茶摘みの様子

スタンプラリーポイント：兵庫県内

お名前
ふ り が な

ご住所 〒

ご連絡先 ℡ 自宅・携帯 e-mail
＊記載いただいた情報は、当選された場合の賞品の発送のみに使用いたします。

スタンプ２ スタンプ３

＜ご意見等＞＊はなやか関西～文化首都年～２０１１「茶の文化」スタンプラリーへのご意見等ご自由に記載ください。
今後の取り組みの参考にいたします。

http://www.city.sasayama.lg.jp/evtan06.html

http://narashikanko.jp/j/ivnt/ivnt
_data/ivnt57/


