
京都府

京都かぐや姫観光

「竹の里・乙訓」と「もうひとつ(海・森・お茶)の京都」
を結ぶ大物産展

京都府産の逸品が「乙訓」に集結！

特別ゲスト： 乙訓地域キャンペーンガール吉本新喜劇座長 すち子
※出演は都合により変更になる場合もあります。

「辛い！」だけじゃない 「旨い！」だけでは物足りない！ 

日　　時 9月23日(土・祝) 9：30～16：00
場　　所 京都向日町競輪場 （向日市寺戸町西ノ段5）

阪急東向日駅、JR向日町駅から無料シャトルバス運行  P 約1000台

【問】　山城広域振興局 乙訓調整監付　TEL:075-921-0182  FAX:075-932-4570 ※商品写真はイメージです

+KARA-1グランプリ2017+KARA-1グランプリ2017
京都向日市激辛商店街

相楽東部の新たな動き相楽東部の新たな動き

【問】　■南山城村総務課　TEL : 0743-93-0101
　　　■株式会社キタモリ（運行状況や忘れ物に関すること）　TEL : 0595-38-1524

地域内外の交流・地域の活性化を目指し、ＪＲ関西本線の加茂駅（木津川市）から月ヶ瀬口
駅（南山城村）間の各集落を結び週４日（月・水・金・土）運行。ダイヤなどくわしくは問まで
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加茂駅(西口)

木屋

南山城村役場前

月ヶ瀬口駅
産業振興会館
（笠置駅）

道の駅 お茶の京都
みなみやましろ村

道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」営業中

府南部唯一の道の駅として、４月に開業の道
の駅「お茶の京都みなみやましろ村」では村
特産のお茶を活かしたスイーツや、食材が楽
しめる食堂のほか、地元の野菜等が購入でき
ます。ぜひお立ち寄りください。

営業時間　9：00～18：00
トイレ、一部の駐車場は24時間使用可

【問】山城南土木事務所 企画調整担当
TEL  : 0774-72-1151
FAX : 0774-72-0830

国道163号の愛称「京都いづみチャーミングロード」！

皆様から約800件のご応募をいただき、愛称を決定しました。
現在道路上に愛称を電光掲示しているほか、京都いづみチャーミングロードを
巡って楽しむイベントを年内開催予定。皆様のご参加をお待ちしています！

【問】農林商工部 商工労働観光室　TEL  : 0774-21-2103　FAX : 0774-22-8865

やましろのタカラ フェスティバルやましろのタカラ フェスティバル

やましろサイエンス フェスティバルやましろサイエンス フェスティバル

文化フェスティバル
次代の文化を担う子どもたちの合唱や演奏。”あこがれの先輩”京都聖母学
院中・高等学校コーラス部との合同ステージにも注目。

科学＆地域交流フェスティバル
子どもたちが学び、地域を知る”地域はくらん会”を今年は相楽東部地域で開催!!

楽しく学べる科学の実験・工作・体験イベントを開催！（入場無料）
（同日に研究所施設公開）

日　　時 9月18日(月・祝) 13:30～16:30
場　　所 京都府長岡京記念文化会館（長岡京市天神4-1-1）

日　　時 11月26日(日) 10:00～15:00
場　　所 やまなみホール（南山城村文化会館）（南山城村北大河原久保8）

日　　時 10月22日(日) 9：30～15：30
場　　所 関西光科学研究所（木津川市梅見台8-1-7）

内　　容 サイエンスショーやペットボトルロケット発射実験、科学工作体験ブース・
地元NPOなどの活動紹介

【問】　山城広域振興局 企画振興室　TEL：0774-21-2049　FAX：0774-22-8865 

ふるさとミュージアム山城
（山城郷土資料館）10月特別展

「茶どころ南山城～茶園景観と歴史～」

期　　間

10月14日（土）～12月３日（日）
料　　金
入館料一般250円 小中学生70円ほか

【問】　山城郷土資料館
　　　TEL：0774-86-5199
　　　FAX：0774-86-5589

集まれ科学好きの子どもたち！

地元ゆるキャラ
京都応援きゃらくたぁず
『京きゃら』も集まる！
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着々と進む基盤整備、安心安全・活力の山城へ
　４月に新名神高速道路の城陽～八幡京田辺間が開通し、京都府北端の京丹後市から南端の木津川市までが高速道路で結ばれました。
　近畿圏と中部圏をつなぐ新名神の平成 35 年度の全線供用に向け、物流拠点施設の進出や城陽市東部丘陵地におけるアウトレットモールの誘致決定な
ど効果が現れています。今後も新名神アクセス道路の整備や豪雨に備える河川整備など、地域の発展と安全安心を後押しする取組を進めます。　

進行中の主なプロジェクト
・ＪＲ奈良線の高速化・複線化第二期事業
 平成 34 年度完成予定
・新名神高速道路の全面供用
 平成 35 年度完成予定
・北陸新幹線延伸（京都～松井山手～新大阪）

新名神城陽 JCT・IC　NEXCO 西日本提供

至八幡
国道 24 号

京都郵便局（建設中）

至大津
至木津

宇治木屋線（犬打峠）の新規着工・
宇治田原山手線事業 
　宇治田原町と和束町にまたがる犬打
峠のトンネル、国道 307 号のバイパス
道路となる宇治田原山手線等整備によ
り、宇治田原 IC（仮称）に最短距離で
安全にアクセスでき、物流促進による
地域産業の振興や、他地域からの観光
客の呼び込み等が可能に。 

　平成２４年８月豪雨と同規模の雨でも
床上浸水が解消できるよう、城陽市寺田
地内で平成２６年度から川幅を広げる改
修を進めています。

古川の改修工事進む  

安心・安全の確保
　山手幹線は、八幡市と木津川市とを結
ぶ関西文化学術研究都市の骨格をなす路
線です。京田辺市宮津～精華町下狛地内
の未供用区間で今年度内の供用開始を目
指し工事を進めています。同区間の完成
で八幡市～京田辺市～精華町間がつなが
ります。

都市計画道路 山手幹線 工事進む

【問】山城北土木事務所 企画調整室　TEL：0774-62-0547  FAX：0774-65-2649　　山城南土木事務所 企画調整担当　TEL：0774-72-1151  FAX：0774-72-0830

平成 29年（2017年）9月（1）

山城広域振興局ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/

京都府山城広域振興局企画総務部企画振興室　〒 611-0021 宇治市宇治若森 7-6　TEL 0774-21-2049　FAX 0774-22-8865　

（4）



 お 茶 の 京 都 を 満 喫 し よ う !
～八幡市市制施行 40 周年記念イベント～「Chazz in 石清水八幡宮」 宇治茶博＠文化

宇治茶 世界文化遺産シンポジウム King of 茶ムリエ大会お茶の歴史や文化を味わう「お茶の京都」バスツアー お茶の京都記念・マチナカ鍋フェスタ

カブキモノ茶宴

お茶の京都・食の祭典
～ＪＯＹＯフードフェスティバル～

茶畑ビューイング 2017

宇治茶博＠産業・国際交流

日　　時 　10月9日（月・祝）10：30～　（入場無料／雨天決行）
場　　所 　石清水八幡宮境内（八幡市八幡高坊）

お茶（Cha）とジャズ (Jazz）を融合させた「新たなお茶の楽しみ方」を提案する
イベントです。国宝石清水八幡宮を舞台に、八幡市産のお茶をいただきながら、関
西で活躍するアーティストのジャズ演奏を楽しめます。

問　：八幡市政策推進課　
TEL：075-983-1111（代表）　　FAX：075-982-7988

日　　時 　10月29日（日）10：00～16：00
場　　所 　城陽五里五里の丘

（京都府立木津川運動公園）（城陽市富野北角14－8）

日本茶800年の歴史を担ってきた宇治茶の「味」と地元の「食
文化」の真髄を一人でも多くの人に体験いただく「お茶と
食の祭典」。地元、城陽市のみならず、山城各地の様々な食
が集結する山城地域最大の食の祭典です。

問　：城陽市農政課・商工観光課
TEL：0774-56-4005　FAX：0774-52-3020

日　　時 　10月21日（土）～22日（日）
場　　所 　宇治市内（塔の島、橘島、黄檗山萬福寺、周
辺商店街ほか）
一万人の大茶会、一坪茶室、抹茶アート体験、物販ブー
スなど「お茶の京都」の魅力が盛りだくさんのイベント。
会場にはまゆまろをはじめ「京きゃら」も登場します。
また、周辺商店街とのタイアップ企画も開催します。

問　：企画理事付　
TEL：075-414-4528　　FAX：075-414-4389

日　　時 　11月12日（日）10：00～12：30
場　　所 　同志社大学　京田辺キャンパス（京田辺市多々羅）

「お茶と世界遺産」（仮）をテーマにユネスコ親善大使千玄室大宗匠が講演を行い、茶業
関係者、学識経験者、市民などでディスカッションを行います。宇治茶の文化的景観の
ユネスコ世界文化遺産登録について考えます。

問　：農林水産部農産課
TEL：075-414-4944
FAX：075-414-4974

日　　時 　平成29年12月（予定）
場　　所 　宇治茶会館(宇治市宇治折居)

茶香服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。上位入賞者には優勝杯や記念品も！
※茶香服・・・数種類のお茶を飲み比べ、産地や茶種を当てる「利き茶」の競技です

申込先・問：山城広域振興局 農林商工部企画調整室
TEL：0774-21-2392
FAX：0774-22-8865
※  「宇治茶ムリエ講座」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 　11月18日（土）、25日（土） （予定）
参加申込等の詳細はお茶の京都DMOのHPでお知らせします。
～京都駅発着！お得なモニターツアーを行います～

「日本遺産」に認定された茶畑や文化財のある山城地域をバスでひと巡り。地元いちおし
のグルメやお茶の体験などの温かいおもてなしを楽しみながら、地域の方のご案内で、
地元に“深くわしく“なれるプレミアムなひとときを過ごしてみませんか。

問　：（一社）京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ）
TEL：0774-25-3239
FAX：0774-25-3238

日　　時 　12月3日（日）9：30～15：30
場　　所 　相楽郡笠置町内（天然わかさぎ温泉　笠置いこいの館ほか（笠置町隅田24）

過去７年にわたり開催の『第８回全国ご当地鍋フェスタ「鍋－１グランプリ」』をお茶の
京都博にあわせ、町ナカを会場にして競います。全国のご当地鍋やご当地グルメの出店に、
地元笠置町や山城地域の鍋が挑みます。

問　：笠置町企画観光課
TEL：0743-95-2301
FAX：0743-95-2461

※料理写真はイメージです

日　　時 　11月10日（金）～11日（土）　
場　　所 　メイン会場：文化パルク城陽（城陽市寺田今堀1）
サテライト会場（予定）：福寿園CHA遊学パーク（木津川市相楽台3－1）
宇治茶の国内外での価値を再確認していただくとともに、新たなビジネスへ
のきっかけとする茶産業の振興のためのプログラムです。国内外の茶商や茶文
化を伝承する団体などが集まり、世界のお茶大交流も実施します。
問：農林水産部農産課　TEL：075-414-4944　FAX：075-414-4974

日　　時 　11月3日（金・祝）10：00～16：00
場　　所 　恭仁宮跡（木津川市加茂町例幣）

楽しい企画がもりだくさんの「お茶のテーマパーク」を一日限りで開催！
天下一の茶の湯名人「古田織部」ゆかりの瓶原（みかのはら）で現代風の茶宴を展開。会場では、お
茶の振る舞いはもちろんのこと、漫画「へうげもの」パネル展、お茶猫キャッツ音楽祭、お茶の擬人
化コスプレコンテストのほか、子どもが楽しめるお茶のワークショップエリアを予定。
■  「お茶の擬人化コスプレコンテスト」参加者募集！ 

応募方法など、詳しくは「木津川市　コスプレ」で検索

※イベントの一部として山田芳裕『へうげもの』の協力は 
ありますが、イベント全体への企画関与はありません。

問　：木津川市観光商工課
TEL：0774-75-1216
FAX：0774-75-2701

日　　時 　10月21日（土）～12月3日（日）（予定）
場　　所 　相楽郡和束町石寺、白栖ほか

山腹まで続く茶畑、辺り一面に広がる茶畑、アート作品と共に楽しむ
茶畑。茶畑を眺めながらの一服など、様々な角度から茶畑景観に浸っ
ていただけます。

問　：和束町地域力推進課
TEL：0774-78-3001　　FAX：0774-78-2799

日　　時 　11月4日（土）10：00～16：00・5日（日）10：00～15：30
場　　所 　久御山町役場周辺（久御山町島田ミスノ38）

世界トップクラスの技術力を結集し、秀吉が利休に命じて作らせた黄金の茶室にイ
ンスピレーションを得て、「久御山流『黄金の茶室』」で「かぶき者」を演出。従来
の茶室とは違った雰囲気で皆さまをおもてなしします。
問　：久御山町産業課
TEL：075-631-9964　　FAX：075-631-6149

くみやま商工会フェスタ同時開催（5日のみ）

山城各地で秋冬に開催される 56 イベントを一冊にまとめた「UJI - CHA Fair」 
ナビを配布中。せひご覧下さい。
配布先：  京都総合案内所「京なび」（京都駅ビル 2 階）　山城地域の JR・近鉄主要駅、

山城地域の各市町村役場・観光協会・商工会議所・商工会等
開催日 イベント名 場所

10月1日（日） 第66回宇治茶まつり 興聖寺、宇治公園橘島
10月7日（土）～8日（日） 観月の夕べ けいはんな記念公園 水景園
10月15日（日） 第29回城陽茶まつり 荒見神社
10月15日（日） 宇治田原ふるさとまつり 宇治田原町総合文化センター
10月29日（日） 八幡市市制施行40周年記念「やわた農業まつり」 八幡市役所　分庁舎前

子どもの頃からお茶に親しんでもらう「キッズ茶ムリエ検定」の参加者を募集します。
時　　間 　時間はいずれも13:00～16:30　 対　　象 　小学３～６年生（応募者多数の場合は抽選）
内　　容 　宇治茶大好き検定（ペーパーテスト）、お茶の飲み分け検定（茶香服）、お茶育演劇、おいし

いお茶の淹れ方教室、茶団子づくり等
参 加 費 　無料。参加者全員にらくやき湯のみキットをプレゼント
申込方法 　URL 参照（http://kominet.net/）または問まで

開催日 会場 申込締切日 定員
9月24日（日） やわた流れ橋交流プラザ四季彩館 9月10日（日） 60名
10月15日（日） 京田辺市立中央公民館 9月24日（日） 80名
11月18日（土） 木津川市山城総合文化センター（アスピアやましろ） 10月29日（日） 80名
12月2日（土） 宇治茶会館 11月12日（日） 80名
平成30年1月20日（土） 城陽市南部コミュニティセンター 12月17日（日） 60名

【問】NPO 法人　山城こみ
ねっと　キッズ「茶ムリエ」
担当
TEL：0774-46-1699　
FAX：075-320-3597
〒 611-0043
宇治市伊勢田町若林 53

UJI - CHA Fair 2017 キッズ茶ムリエ検定

モデル：芥琵桃

当日はコスプレ参加も
大歓迎！

フェイスブックで
情報発信中

「京きゃら」で
検索してね☆

京きゃら 検索

京都応援きゃらくたぁず

「京きゃら」
「京きゃら」は、やましろ各地のご当地キャラたちが結成した京都府応援隊
です。「お茶の京都」応援大使として、お茶の京都博ほかのイベントに駆けつ
け、地元をさらに盛り上げます。

応援
してね!

【問】山城広域振興局　農林商工部　企画調整室　TEL : 0774-21-2392　FAX : 0774-22-8865 【問】山城広域振興局　企画振興室　TEL : 0774-21-2049　FAX : 0774-22-8865

へうげもの茶宴 in みかのはら
たけのこバーガー

数量限定
無料配付

お茶のスイーツやパンの
コーナーもあるよ♪ 木津川お茶猫プロジェクト

茶薫鯖寿司（チャカヲルサバズシ） かぐや姫のおやつ（筍おやき）

黄金の茶室

きじ鍋（笠置町）

（3）（2）

大活躍
!!

大活躍
!!


