
バス・レンタカーで「お茶の京都」を巡ろう
来年の「お茶の京都」ターゲットイヤーへ向けて来年の「お茶の京都」ターゲットイヤーへ向けて

「お茶の京都」やましろを楽しむ
　　　　小さな旅、「ちーたび」 

電動自動車レンタルサービス実施
相楽東部の観光を楽しもう！

山城マルシェ in けいはんな  開催！
　山城の農家が愛情込めて育てた旬の農産物、優しい味の手づくり加工食品などを販売します。
プレゼント付きの特産クイズもあります。
　　　　　　9月 17日（土）10:00 ～ 15:30　 小雨決行
　　　　　　けいはんなプラザ 日時計広場（駐車料金無料 500 台収容）
　　　　　　（精華町光台）

日　時
場　所

９月の講座▲

17 日（土）10:00～／12:00～ けいはんなプラザ2Fギャラリー
　 （山城マルシェ in けいはんなと同日）　  申込締切：９月12日（月）▲

24 日（土）14:00～15:00　山城広域振興局（宇治総合庁舎）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込締切：９月16日（金）※

申込み・詳細は下記問い合わせ先へ

「King of 茶ムリエ」大会を開催！
茶
ちゃ

香
か

服
ぶき

やお茶に関するクイズを楽しみながら順位を競い、宇治茶への理解を
深められるイベントを実施します。優勝者にはトロフィーや記念品も！

《茶
ちゃ

香
か

服
ぶき

》数種類のお茶を飲み比べ、産地や茶種を当てる「きき茶」の競技です。
　　　　　　12月 4日（日）13：00～ 16：30
　　　　　　宇治茶会館　　　　　　　100名
　　　　　　　　9月 6日 ( 火 ) ～ 11月 14日 ( 月 )に FAXか郵送で下記問いあわせ先まで
　　　　　　　　※  「宇治茶ムリエ養成講座」を事前に修了された方を対象に参加者を募集します。

日　時
場　所 定　員
申 込 ・募集期間

　自由に乗り降りできる巡回バスに乗って、地域の魅力いっぱいの
コンテンツ、特産品の食事やお買い物を楽しもう。京都やましろ観
光大使横山由依さん（AKB48総監督）のラッピングバスも走ります。
　日本遺産認定の地などアクセスが容易でないところにもバス
が巡回し、また当日は地域のガイドによる案内（★）でより深く
体験いただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

木津川市 JA京都やましろ農産物直売所木津店「花野果市」（木津八色）／お彼岸フェ
ア／恒例　はつか市／やましろ産ごちそうさんの日

9/17（土）~22(木・祝）
9/20（火）/10/3（月）9：30～16：30

和束町
中尾園茶舗（園大塚）2000円以上お買い上げで煎茶パック（1回分）プレゼント 9/12（月）~10/10（月・祝）7：30～18：00

和束茶カフェ（白栖大狭間）／茶源郷マルシェ 10/9（日）10：00~14:00

精華町
JA京都やましろ農産物直売所山田荘店「愛菜館」（乾谷金堀）／お彼岸フェア 9/17（土）~9/25（日）9：30～16：30
JA京都やましろ農産物直売所精華店「グリーンマーケット精華」（祝園西）
／お彼岸フェア 9/17（土）~9/25（日）9：30～16：30

南山城村 南山城村農林産物直売所（北大河原久保）／新米まつり 10/1(土)10：00~14：00

市町村 直売所とお楽しみイベント 日　時

城陽市

たまご村直売所1号店（寺田奥山）／カンボジアまつり in たまご村2016 9/24（土）・25（日）10：00～17：00
城陽旬菜市直売所（寺田島垣内）／寺田いもフェア 9/24（土）ＡＭ
JA京都やましろ農産物直売所城陽店「五里五里市」（富野北垣内）／お彼岸フェア 9/17（土）~9/22（木・祝）9:30～16：00

八幡市 JA京都やましろ農産物直売所八幡店「四季彩館」（上津屋里垣内）／お彼岸フェア 9/17（土）~9/25（日）
9：30～16：30

京田辺市 JA京都やましろ農産物直売所京田辺店「にこにこ市」（三山木柳ヶ町）／お彼岸フェア 9/17(土）~9/25（日）9:30～16：00

　山城広域振興局では、昨年度から日本茶インストラクターの指導による宇治茶のおい
しい淹れ方や歴史等を学ぶ講座を実施しており、今回は個人でお申込みいただけます。

「ゆいはん号」で楽しむお祭り、食事、お買い物

●たくさんの「ちーたび」をホームページに掲載
●旅の申込は、ホームページに記載の各主催者までお問い合わせください。

　お茶に関するものを中心に山城各地の秋冬のイベントを一冊に
まとめた「UJI-CHA Fair」ナビを山城の主要駅や各市町村役場で
配付中。
　ナビには抹茶アート体験イベント・ご当地スイーツプレゼント
（人数限定）・お茶のふるまいの情報も掲載しています。

《紹介している主なイベント》▲

10月16日（日）第２８回城陽茶まつり　 場所：荒見神社（城陽市富野）
宇治田原ふるさとまつり 場所：宇治田原町総合文化センター▲

11月5日（土）～６日（日）
茶源郷まつり2016　　　   場所：和束運動公園▲

11月12日（土）「宇治茶まつり」消費イベント　場所：府立宇治公園「塔の島・橘島」▲

11月20日（日）せいか祭り2016　場所：けいはんな記念公園・けいはんなプラザ

各回定員20名・所要時間1時間

「UJI-CHA Fair」ナビ

けいはんなプラザ外観

画像はイメージです

　旬の野菜や果物、地元産による郷土料理、ジャムなどの加工品が揃っています。初秋の直売所イベントにお出
掛けください。山城地域の直売所情報は「京都やましろ彩菜ネット」で検索！

　地域を巡って住民の方と交流し、その土地ならではの体験ができる「やましろちーたび」の
参加者を募集中！あなたの心を動かす旅がきっと見つかります。

里山の歴史と抹茶を愉しむ

　　　　　　10月 22日（土）
　　　　　　9：00　JR玉水駅 集合
　　　　　　3,000円（小学生以下2,000円）
　　　　　　10月 11日（火）までに井手町教育委員会
　　　　　　社会教育課　TEL：0774-82-5700

実 施 日
場　所
参 加 費
申　込

坂道や狭い道も安心の電動自動車で、ご家族、ご友人、
仲間同士とやましろ観光をしてみませんか？

　　　　　10月１日（土）～11月 30日（水）、レンタル時間 ９：00～ 17：00
　　　　　　　　　　　笠置町産業振興会館（JR笠置駅東側）、和束茶カフェ（奈
良交通バス「和束山の家」下車徒歩３分）、南山城村役場（JR大河原駅から徒歩５分）
　　　　　　１時間1,000円（４時間目以降は 900円）
利用日については各ステーションごとに異なりますので、
上記ＨＰで確認してください。

期　　間

レンタルステーション

料　　金

高神社

今後の講座
10/ 5（水）→田辺総合庁舎
10/21（金）→木津総合庁舎
10/13（木）・11/1（火）→宇治総合庁舎
・各回時間：14：00～15：00
・各回定員：20名
・申込締切：希望日の8日前まで

～農産物直売所をもっともっと楽しもう！～

山城地域の風景、食べ物、お土産やお祭りの面白い！・素敵！な写真を投稿してください。優れた投稿には記念品プレゼント！
① Facebook「宇治茶ＬＯＶＥ」へアクセス→ “投稿する ”から投稿
②「京都やましろ観光」または「お茶の京都観光協議会」ホームページへアクセス→応募フォームから投稿

投稿
方法

秋も「UJI-CHA Fair」

宇治茶ムリエ養成講座

井手町の見どころまるごとハイキング！
地元産食材たっぷりのお弁当と、高神社で抹茶を愉しむ（おみやげ付き）

自分探しの一日修行

　　　　　　12月 11日（日）
　　　　　　9：00　笠置寺 集合
　　　　　　10,800円
　　　　　　12月 8日（木）までに
　　　　　　笠置町商工会　TEL：0743-95-2159

実 施 日
場　所
参 加 費
申　込

～修行体験と精進料理と天然温泉の癒やしの旅～

精進料理

料　

金
（
各
日
）

事前
申込

大人 1,500円
（小人1,000円）

当日 大人 2,000円
（小人1,500円）

　　　　　　　　　各日10時から17時頃まで約１時間ごとに巡回運行。ただし 12月 3日（土）は 19時まで
※  料金はバスの乗車運賃のみ。各ツアーへの参加、食事、買い物、施設への入館料等は各自の負
担になりますのでご注意ください。

日　　程
（運行間隔の目安） コース

10月15日（土）
（概ね１時間ごと）

▲

玉露の産地と茶畑を巡る（近鉄新田辺駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・まちづくりセンター椿坂 →百縁商店街、★史跡巡りツアー
・飯岡バス停 →★日本遺産茶畑見学
・普賢寺ふれあいの駅 →食事、買い物
・北稲地区 →★黒大豆枝豆収穫体験ツアー
・けいはんな記念公園 →水景園観月楼　森のカフェながたん

11月３日（木・祝）
（概ね1.5 時間ごと）

▲

府無形民俗文化財と温泉に浸る（JR木津駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・やまなみホール駐車場 →田山花踊り無料送迎バスに連絡
・笠置温泉 →温泉、食事

11月13日（日）
（概ね１時間ごと）

▲

茶畑巡りと「木津川アート」（近鉄新祝園駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・木津川市山城支所（上狛茶問屋街） →木津川アート、★路地裏ツアー
・和束茶カフェ →買い物、★茶畑・碾茶工場見学ツアー

１１月27日（日）
（概ね１時間ごと）

▲

紅葉の庭園と浜茶の郷でお茶を楽しむ（京阪八幡市駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・正法寺前（走上りバス停） →正法寺・善法律寺特別公開見学
・松花堂庭園・美術館 →茶会、ショップでの買い物
・四季彩館 →流れ橋と茶園、直売所での買い物、食事、茶香服
・まちの駅クロスピアくみやま →クロスピア市、直売所での買い物

12月３日（土）
（概ね１時間ごと）

▲

煎茶の生誕地とイルミネーション（京阪・JR宇治駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・湯屋谷会館 →★日本緑茶発祥の地でおもてなし＆散策ツアー
・JA京都やましろ「宇治茶の郷」 →買い物、★与謝蕪村ゆかりの地と山口城跡散策ツアー
・光のページェントTwinkle joyo2016 →★イルミネーション工作教室＆会場ガイドツアー

運行スケジュール

初開催

【問】農林商工部　企画調整室　TEL:0774-21-2392　FAX:0774-22-8865

「お茶の京都」やましろを楽しむ
　　　　小さな旅、「ちーたび」 

電動自動車レンタルサービス実施
相楽東部の観光を楽しもう！

自由に乗り降りできる巡回バスに乗って、地域の魅力いっぱいの
コンテンツ、特産品の食事やお買い物を楽しもう。京都やましろ観
光大使横山由依さん（AKB48総監督）のラッピングバスも走ります。
　日本遺産認定の地などアクセスが容易でないところにもバス
が巡回し、また当日は地域のガイドによる案内（★）でより深く
体験いただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

「ゆいはん号」で楽しむお祭り、食事、お買い物

●たくさんの「ちーたび」をホームページに掲載
●旅の申込は、ホームページに記載の各主催者までお問い合わせください。

地地地地域域域を域を巡っ巡って住て住住民の民の民の民 方と方と交流流し、し、そのその土地土地ならならな ではでははの体の体の体験が験が験ができでできる「る「やまやましろしろちーちーたびたび」の」の
参加参加者を者を募集募集募 中！！あななたのたのの心を心を心 動か動か動かす旅す旅す がきがきがきっとっと見つ見つ見つかりかりかりますますす。。

里山の歴史と抹茶を愉しむ

10000月 2月 22日日日（土（土））
9：9 00000 JRJJRJJ 玉水玉水水駅駅駅駅 集合集合集集
3,3,333 00000000円00円（小（小学生学生生以下以下2,0000000 0円円））
1010000月 1月 11日1日1 （火（火火火））までまでに井に井手町手町手手町町教育教教育教 委員委員員委 会会

　　　　　　社会社会社 教育教育教 課課 TETET L：：07077474-882-2 575 00000

実 施 日
場　所
参 加 費
申　込

坂道や狭い道も安心の電動自動車で、ご家族、ご友人、
仲間同士とやましろ観光をしてみませんか？

10101010月１月１月 日（日 土）～11月 30日（水）水水 、レンタル時間 ９：９：0000～ 1～ 7：0000
笠置町産業振興会館（JJR笠R 置駅置 東側東側）、）、和束和束茶カ茶カフェフェフ （奈奈

良交良交通バ通バス「ス「和束和束和束束山のの家」下車徒歩３分）、南山南山城村城村役場役場（J（JRR大河原河原駅か駅か駅 ら徒ら徒歩５分）分）
１時１時１時１時間1間 ,000円（４時間目間 以降以降降はは 90900円0円0円））

利用利用日に日についついいてはてはては各ス各ス各 テーションごとに異な異なりまますのすので、で、
上記上記ＨＰＨＰで確で確で確確認し認してくてくださだささいい。

期　 間

レンタルステーション

料　　金

高神高神高神高神高神高神高神高高神高神高神高神高神高神高神高神高神高神高神高神高高高神高神神神高神高神神高神高高神高高高神高神高神高神高高神高神神神神神神高神高神高神神高神高神高高高神高神高高神高神高神高神高神高神高神高神高神高神神神神高神神神神高神高高高高高神神神高神高神高神高神高神高神高神高神神神神神神神神神高神高神高高高神神神高神神神高高神高神高神高神神神高神高神神高神神神神高高高高神高神神高神神神高高神高神高神高神高神高神神神神高神神高神神神神高 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社

山城山城山城山城地域地域地域地 の風の風の風の風景、景、景、食べ食べ食べべ物、物、物、物、お土お土お土お土産や産や産や産やお祭お祭お祭お りのりのりりのりの面白面白白白い！い！い！・素素敵！敵！な写な写真を真を投稿稿投 してくだくださいさい 優。優優優れたたれれれ 投稿投 にははには記念記念念品ププ品品プレゼゼゼンントント！！！！！
①①①① FaFacececeebobbob okokkk「宇「宇宇「宇「 治茶治茶治茶ＬＯＬＯＬＯＬ ＶＥＶＥＥＶＥ」へ」へへアクアクアクセスセスセスセスセス→ “→ “→ 投稿投稿するする ”か” か” から投ら投ら 稿稿
②②②②②「京「京京都や都や都や都やましましましましろ観ろ観ろ観観光」光光」光」またまたまままま は「は「は「は お茶お茶お茶お の京の京の京の京京都観都観光協光協光光協議会議 」ホホホームームムムムムペーペーペ ジへジへジへへへアクアアクセスセスス→応→応応募募フ募フ募 ォーォーーームかムム ら投ら投投投稿稿稿稿稿

投稿
方法

井手町の見どころまるごとハイキング！
地元産食材たっぷりのお弁当と、高神社で抹茶を愉しむ（おみやげ付き）

自分探しの一日修行

1212月 1月月月 1日1日日日（日（日日）））
9：9：9 000000 笠置笠置笠置置笠置笠 寺 寺 寺 寺寺寺 集合集合集合集合合
110100,88888000000円円円
12212月月月8月 8月 8月 8日（日（（木）木）木）木）まままでま にににに

　 　　　 笠置笠置笠置笠 町商町商商工会会工会会 TTTTELELEE ：0707774343434343-9--9955-5 2121212111559595995

実 施 日
場　所
参 加 費
申　込

～修行体験と精進料理と天然温泉の癒やしの旅～

精進料理

料

金
（
各
日
）

事前
申込

大人 1,500円
（小人1,0000円）

当日 大人 2,000円
（小人1,500円）

各日10時から17時頃まで約で約１時１時間ご間ごとにとに巡回巡回運行運行。た。ただしだし 121 月 3月 日（日（土）土）は 1は 19時9時までまで
※ 料金はバスの乗車運賃のみ。各ツアーへの参の参加、加、食事食 、買い物、施施設へ設への入の入館料館料等は等は各自各自の負負
担になりますのでご注意ください。

日　　程
（運行間隔の目安） コース

10月15日（土）
（概ね１時間ごと）

▲

玉露の産地と茶畑を巡る（近鉄新田辺駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・まちづくりセンター椿坂 →百縁商店街、★史跡巡りツアー
・飯岡バス停 →★日本遺産茶畑見学
・普賢寺ふれあいの駅 →食事、買い物
・北稲地区 →★黒大豆枝豆収穫体験ツアー
・けいはんな記念公園 →水景園観月楼　森のカフェながたん

11月３日（木・祝）
（概ね1.5 時間ごと）

▲

府無形民俗文化財と温泉に浸る（JR木津駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・やまなみホール駐車場 →田山花踊り無料送迎バスに連絡
・笠置温泉 →温泉、食事

11月13日（日）
（概ね１時間ごと）

▲

茶畑巡りと「木津川アート」（近鉄新祝園駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・木津川市山城支所（上狛茶問屋街） →木津川アート、★路地裏ツアー
・和束茶カフェ →買い物、★茶畑・碾茶工場見学ツアー

１１月27日（日）
（概ね１時間ごと）

▲

紅葉の庭園と浜茶の郷でお茶を楽しむ（京阪八幡市駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・正法寺前（走上りバス停） →正法寺・善法律寺特別公開見学
・松花堂庭園・美術館 →茶会、ショップでの買い物
・四季彩館 →流れ橋と茶園、直売所での買い物、食事、茶香服
・まちの駅クロスピアくみやま →クロスピア市、直売所での買い物

12月３日（土）
（概ね１時間ごと）

▲

煎茶の生誕地とイルミネーション（京阪・JR宇治駅発着）
（停車場所） （主なみどころ）

・湯屋谷会館 →★日本緑茶発祥の地でおもてなし＆散策ツアー
・JA京都やましろ「宇治茶の郷」 →買い物、★与謝蕪村ゆかりの地と山口城跡散策ツアー
・光のページェントTwinkle joyo2016 →★イルミネーション工作教室＆会場ガイドツアー

運行スケジュール

申込方法などくわしくはHP「京都やましろ観光」で検索！
【問】農林商工部　商工労働観光室　TEL：0774-21-2103　FAX：0774-22-8865日本遺産を巡るお茶所バス

やましろの素敵な写真を撮って送ろう！「やましろ八十八選」

昨年度入選写真

カンタン投稿
写真コンテスト

来年１月末まで
投稿受付中！

イベント
盛りだくさん！
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