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お茶の京都博テイクオフイベント 

「一坪茶室展～やよい Ver.～」＆「テイクオフパーティー」の開催について 

～次世代へ繋ぐ思いを発信します！～ 
 

平成３０年２月１６日                                 

お茶の京都博実行委員会 

（事務局：京都府企画理事付） 

電話 ０７５－４１４－４５２９ 

 

お茶の京都博実行委員会（京都府・山城地域 12市町村など）では、昨年 4月から 1年間
にわたり、山城地域１２市町村（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山
町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村）において、「Discover Premium 
Green」をコンセプトに「お茶の京都博」を開催してきました。 
この度、テイクオフイベントとして、「一坪茶室展～やよい Ver.～」を３月３日（土）、

４日(日)に、「テイクオフパーティー」を３月１０日(土)に開催しますので、お知らせし

ます。 
「一坪茶室展～やよい Ver.～」は、昨年 10 月に台風の影響で中止になった「宇治茶博

＠文化」で実施予定だったイベントで、お茶の京都エリア 12市町村が、大学などとコラボ
レーションして制作した一坪茶室を展示し、エリア内の４商店街との協働でスタンプラリ
ーや宇治茶体験コーナーなどを実施するものです。 
また、「テイクオフパーティー」は、「お茶の京都博」を締めくくり次世代へ繋げる思

いを発信するファイナルイベントとして開催するもので、ステージアトラクションや、茶
道呈茶等の体験、山城 12市町村ブースでの「お茶の京都マルシェ」、特産品やプレミアム
宇治茶などが当たる大抽選会などを実施しますので、事前の周知と当日のご取材について、
よろしくお願いします。 
 
１ 一坪茶室展～やよい Ver.～ 
日  時 3月 3日（土）・4日（日） 10時～16時 
     ＜荒天の場合は 3月 10日（土）・11日（日）に順延＞ 

 場  所 宇治市 中宇治地域（宇治橋通商店街振興組合、平等院表参道商店会、 
宇治源氏タウン銘店会、宇治観光塔の島会及び周辺地域） 

 内  容 ■一坪茶室展示 
       お茶の京都エリア 12市町村が大学などとコラボレーショ

ンし製作した流派や形式にとらわれないコンセプト茶室が
エリア内に集結 

      ■商店街との協働 
       ４商店街等に配置した「一坪茶室」を回遊するスタン 

プラリーを実施。商店街が発行するスマホクーポンアプ 
リ「こことろ」利用者には抽選で「お茶の京都博オリジ 
ナルプレミアム宇治茶」をプレゼント  

※参加賞あり（お茶の京都博オリジナルグッズなど） 
      ■宇治茶体験コーナー 
       宇治茶が味わえる「宇治茶ＢＡＲ」や「抹茶アート体験」

など、宇治茶の魅力を体験できるプログラムを実施 
      ■宇治橋通りマルシェ【3月 4日（日）11時～15時まで】 
       商店街の一部を車両通行規制し、飲食や物販ブースな  

ど出店 
  ﾏﾙｼｪｵｰﾌﾟﾝ式典（JR宇治駅前）10時 45分～「京きゃら」集合 

久御山町×東京大学 

<平等院正門前> 

宇治市×京都文京大学 

<JR宇治駅前> 
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２ テイクオフパーティー 
日  時 3月 10日（土） 11時～16時＜雨天決行＞ 
場  所 山城総合文化センター＜アスピア山城＞（木津川市山城町平尾前田 24番地） 

【サテライト会場：福寿園ＣＨＡ遊学パーク（木津川市相楽台 3-1-1）】 
 
 内  容 

 ■ステージアトラクション＜グリーンホール＞  12時 15分～15時 
      ～アプローチ～ 

① ＜吹奏楽＞京都府立南陽高校・木津高校（コラボ演奏） 
② ＜弦楽四重奏＞けいはんなプチコンサート 
③ ＜金管演奏＞Brapagoss Band 
④ 山城観光大使「AKB48横山由依」ビデオレター 
⑤ 式典                   13時 30分～15時 

・主催者、来賓あいさつ 

・表彰（玉露のうまい淹れ方ｺﾝﾃｽﾄ全国大会、絵画コンクール 他） 
・感謝状贈呈 
【テイクオフ宣言（実行委員長：山田知事）】 

～テイクオフ～（次世代へのリレーステージ）  15時～15時 30分 
 司会ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：（京都府住みます芸人）「モンブラン」 
① ＜合唱＞木津少年・少女合唱団 
② ＜キッズ×京きゃらダンス＞木津川市内 幼・小・中校生 
③ お茶の京都博 記念抽選会 

 
 ■おもてなし空間＜館内スクエアー・創作室＞(体験有料) 11時～15時 30分 

       ① 茶道呈茶席＜武者小路千家、藪内家＞ 
② 宇治茶ＢＡＲ 

③ 木津川市 一坪茶室展示  
④ 子供向けワークショップ（お茶の香袋、お茶カップ絵付け等） 

 
 ■お茶の京都マルシェ＜屋外テント＞        11時～16 時 

① 山城 12 市町村ブース（特産販売、観光ＰＲ等） 
② 海・森・お茶の京都 フードブース（海産物、お茶販売等） 
③ キヅガワゴン市（スイーツ販売、ワークショップ等） 
④ お餅つき実演 他 

 
 ■サテライト会場＜福寿園 CHA遊学パーク＞    10時～16 時 

施設見学・お茶体験（有料）         （体験受付 15時終了） 
   

      

   

 

 

                     

問い合わせ先 企画理事付 理事 小川（075-414-4514） 
参事 椋平（075-414-4529） 



お茶の京都博
Take off event

宇治市 中宇治地域
ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅下車 【公共交通機関でご来場ください】

主催：お茶の京都博実行委員会 （構成：京都府・山城地域12市町村・（公社）京都府茶業会議所・京都府農業協同組合中央会 ほか） お茶の京都博 検 索

一 坪 茶 室 展 ～やよいVer.～

テイクオフパーティー
2018年

3月10日（土） 11時～16時
アスピアやましろ（木津川市） 雨天決行

ＪＲ棚倉駅下車／駐車場（約100台）

サテライト会場：福寿園ＣＨＡ遊学パーク

お茶の京都エリア12市町村の一坪茶室が
宇治の商店街に出現します

1年間にわたる「お茶の京都博」を締めくくるとと
もに、次世代に繋げる思いを発信し、将来に向け
たレガシーを残し地域振興のコアになることを宣
言するイベントです。

宇治市 × 京都文教大学
城陽市 × 龍谷大学
八幡市 × 東京藝術大学 北川原温研究室
京田辺市 × 同志社大学
木津川市 × 成安造形大学
久御山町 × 東京大学 川添研究室

協賛：公益社団法人京都府茶業会議所、京都府茶生産協議会、京都府茶協同組合、ＪＡ京都やましろ、日清医療食品株式会社、
ワタキューセイモア株式会社、三菱地所株式会社、三菱地所・サイモン株式会社、株式会社京都銀行、京都トヨペット株式会社、
京阪ホールディングス株式会社、京阪バス株式会社、京都京阪バス株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社永谷園ホールディングス、
株式会社三菱東京UFJ銀行、牛乳石鹸共進社株式会社、京都信用金庫、京都中央信用金庫、オムロン株式会社（順不同）

久御山町 久御山流「黄金の茶室」

井手町 × 京都伝統工芸大学校
宇治田原町 × 京都美術工芸大学
笠置町 × 嵯峨美術大学
和束町 × 京都工芸繊維大学
精華町 × 京都精華大学
南山城村 × 京都美術工芸大学

一坪茶室設置：宇治橋通商店街振興組合、平等院表参道商店会、
宇治源氏タウン銘店会、宇治観光塔の島会の４商店街および周辺

お茶の京都博ファイナル ～次世代につなぐ、人・もの・こころ～

入場無料

●お茶の京都博 テイクオフ宣言
●京都やましろ観光大使 横山由依ビデオレター
●お茶の京都博ふりかえりスライドショー
●「宇治茶のある暮らし」絵画コンクール表彰式
●全国玉露のうまい淹れ方コンテスト大会表彰式
●全国茶香服大会表彰式
●お茶の京都博感謝状贈呈
●武者小路千家呈茶席／藪内家呈茶席
●宇治茶ＢＡＲ

●木津川市民ステージ
高等学校吹奏楽／少年少女合唱／キッズダンス
ママさんバンド／クラシックプチコンサート

●お茶の京都マルシェ～グルメ・観光ＰＲブース
お茶の京都12市町村
海の京都／森の京都／お茶の京都
木津川市特産品

●お茶の京都エリア市町村のご当地キャラ集合
●世界のお茶体験／石臼挽き体験【サテライト会場】

事前申込制（詳細はochahaku.kyotoまで）

2018年

3月3日（土）・4日（日） 10時～16時

お茶の京都エリア12市町村が提供するコンセプト
茶室。流派や形式にとらわれない「おもてなし空
間」を大学などとコラボレーションしました。

展示する茶室は夜間はご覧いただけません。

＜荒天時は10日（土）、11日（日）に順延＞

４商店街とのコラボ企画：４商店街で利用
できるスマホクーポン発行「こことろ」ダウンロード

はこちら →

景品付きスタンプラリーも実施


