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「お茶の京都」山城地域の「食」が大集結！ 近鉄京都線「寺田駅」からシャトルバス運行
JR奈良線「長池駅」北出口から徒歩約10分

※駐車場はございません。公共交通機関でご来場ください。

ごちそうエリア

宇治茶エリア

やましろ特産品

一坪茶室ｃａｆé 特別企画

宇治茶や京野菜など、おいしい地元食材を使った料理やスイーツ、
特産品が大集結！

たけのこいなり寿司 メロンパン抹茶サンド

★「鍋-１グランプリ」＆「ＫＡＲA-１グランプリ」入賞店が激突！
　（全国ご当地鍋フェスタ）　（激辛グルメ日本一決定戦）
★「日本料理アカデミー」会員（京の有名料亭）が出店！
   （平等院表参道「竹林」、京・宇治抹茶料理「辰巳屋」）
★「えびいも・こえびちゃんレシピコンテスト」入賞作品の試食も！

京都府立
木津川運動公園

（開場 9:30）

城陽五里五里の丘

九条ねぎ売れてます！　 「やましろえびいも王国」
プロジェクト始動ラーメンなどの業務用やカットねぎ

の家庭需要で、生産が追いつかな
いほど人気の九条ねぎ。京都府で
は、九条ねぎのビニールハウスや
カットセンターの整備など、元気な
やましろ農家を応援しています。
やましろ自慢の九条ねぎを是非ご
堪能ください。

京都のお正月料理には欠かせない
「えびいも」は、実は府内での生産量
が少なく非常に希少な食材です。
このため、京都府では「京都のえびい
も」の生産量を増やし、新たな「ブラ
ンド京野菜」に育てる取り組みを進
めています。

京やましろ新鮮野菜を販売！その場でも味わえる！ 京たけのこや花菜などの
新鮮京野菜、旬の苺を販売！

【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

★宇治茶のふるまい
★おいしい宇治茶の淹れ方教室
　（宇治茶ムリエ講座）
★宇治抹茶アート体験
★宇治茶BAR（お茶菓子付き）
★キッズ・ジュニア茶ムリエ
　マスターも登場！

★斬新なデザインの茶室で
　宇治茶（お茶菓子付き）を飲める
　カフェが限定オープン！
★12市町村全ての茶室のクイズ
　に正解すると山城の特産品が
　当たる「一坪茶室クイズラリー」
　も開催！

総勢
100ブースが
出店予定 !

濃茶大福

きじ釡飯

向日市で
一番売れてる
燻製カレー

黒毛和牛スジ肉
カレーうどん
（九条ねぎ入り） 宇治の蒸し寿司 宇治の茶飯重和牛かっぱ鍋

苺ソーダ

京た鍋 たけのこバーガー

相楽東部の新たな動き相楽東部の新たな動き

３月23日 ９時30分～16時

相楽東部地域で開催!
大自然満喫・地元ならではのグルメを楽しみませんか？
マウンテンバイク、ボルダリング、カヌーなどの「アクティビティ」を、
インストラクターの指導のもと、初めての方でも、おひとりでもご家族でも
お楽しみいただけます。スタンドアップ・パドルボード、Ｅボート、
ウオーターボール、ドローン操縦といった新体験や、抹茶アート、
お茶の淹れ方教室、ガイド付き茶畑ツアー、高山ダム堤内探険
も開催！地元ならではのグルメのブースも出店 !
※一部事前申込が必要なものがあります。

笠置町
木津川

高山ダム

和束町
南山城村

京都きづ川

土

ホームページは
こちら

和束森林公園の湯船森林公園MTB LAND（和束町湯船）
世界最大級のスポーツ祭「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」
の会場ともなる本格コース。
・Facebook（ゆぶね MTB Project）
※3/23 は和束運動公園（和束町白栖）の特設会場で開催

笠置ボルダリングエリア（笠置大橋上流）
ここにしかない天然の巨石群を
全国からクライマーが訪れます。

カヌー（木津川上流域）
知る人ぞ知る日本カヌー発祥の地でカヌー体験。
・フジタカヌー　TEL：0743-95-2507

kyoto-activityfesta.com

［木津川上流域］

当 日 は フ ォ ト ラ リ ー 開 催 ！

複数の会場で、アクテ
ィビティやフードコー

ナー等の写真を

ご撮影いただくと、以
下のお得な割引券をま

とめてプレゼント !

抹茶アート（茶席書房うてな） 京都やましろ産　鹿バーガー、猪カレー 石釡ピザ

平成 29年4月から府・地元町村の職員が協働し、相楽東部地域の振興や
交流・定住人口の拡大に向け、地域の核として取り組んでいます。

【問】　相楽東部未来づくりセンター
　　　TEL：0743-95-2155
　　　山城広域振興局　企画総務部　企画振興室
　　　TEL：0774-21-2049 　FAX：0774-22-8865

相楽東部への移住相談は
こちら !

12市町村PRブースでも宇治茶や
地域特産品などを販売！

相楽地域の「食・遊・泊」
コンテンツがいっぱい

●地域の新たなスポーツ観光の促進
●ホテル・工場などの誘致促進
●教育体験旅行の受入れ支援
●子育て支援交流会等の開催 他

相楽東部未来づくりセンターの活動

抹茶を自分で点てて、お薄のうえに
絵を描く体験。茶筅で点て直せば
再チャレンジでき、初めてでも安心。

相楽東部産鹿肉を最もおいしい割合で豚肉と配合し、トマトベースにワインと
ブルーベリーのソースをトッピングした鹿バーガー。猪肉を活かしスパイスを
効かせたキーマカレー。玉ねぎの甘さと卵黄でまろやかな風味。いずれもイベ
ント時等にキッチンカーで出店。詳細は各SNS（フンドシキッチン）まで。

石窯は蓄熱による遠赤外線効
果により、おいしくピザが焼
き上がります。

フンドシキッチン
TEL：080 -1529-0252

茶席書房うてな
TEL：090 -7881- 4602

南山城村自然の家
TEL：0743-94-0100

しい玉焼き
甘辛く煮込んだ椎茸を、たこ焼き風
の生地に包み焼き上げました。
食べるとジューシーな椎茸の出汁と
生地が口の中で溶け合い絶品です。
南山城村農林産物直売所
TEL：0743-93-1000

フード・体験

笠置町会場［天然わかさぎ温泉笠置いこいの館
　笠置ボルダリングエリア］

「いこいの館」では、
初心者が楽しめる室内
ボルダリングウオールが
近日オープン！

乞うご期待！

和束町会場 ［和束運動公園］

SUP（スタンドアップ・パドルボード）という新しい楽しみ方も。
・アオキカヌーワークス  TEL：072-840-3320

南山城村会場［南山城村自然の家、高山ダム］

【問】京都きづ川アクティビティフェスタ事務局
（株）島津アドコム
TEL：075-823-1109（平日 9：00～17：00）

申込：３月15日（金）まで事前申込

☆笠置 BBQ Compa
ny M５引換券（ソフト

ドリンク１杯追加無料
券）

☆和束茶カフェ引換券
（和束茶ペットボトル

を１本進呈）

☆天然わかさぎ温泉笠置
いこいの館入浴割引券（

通常800円を 500円
に）

☆道の駅お茶の駅みなみ
やましろ村引換券（南山

城村のお茶を１杯分進呈
）

山城広域振興局　農林商工部
地域づくり推進室
TEL：0774-21-2186

宇治茶漬け～真鯛のあぶり漬け醤油～

★サントリー「伊右衛門」を先着500名様にプレゼント !
★「宇治茶世界文化遺産登録推進活動×森永乳業」
　コラボ新製品宇治抹茶味アイス＆プリン計1,500 個を
　プレゼント !
★JA京都やましろ「京都山城産カット
　九条ねぎ」を1,500名様に
　プレゼント !

笠置町会場

特
別
出
店

九条ねぎ焼き



安全安心に向け水位計とポンプ車配備
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３月30日 4月7日

家康伊賀越えの道ウォーキング
伊賀越えの道とは、本能寺の変が起こり、堺に滞在していた徳川家康が三河国へ帰還する際に通ったと言われるルートです。
京都府内で諸説あるルートの１つとして、京田辺市、井手町、宇治田原町を順に歩くモニターツアーを３回シリーズで実施します。

【日時】
京 田 辺 編：４月 13日（土）
井 手 編：５月11日（土）
宇治田原編：５月25日（土）

背割堤さくらまつりの
詳しい情報はこちら

【問】　背割堤 さくらまつり実行委員会　TEL：075-633-5120  FAX:075-950-2953
（シャトルバス運行）山城広域振興局 乙訓調整監付　TEL:075-921-0182  FAX:075-932-4570 

～

関西最大級の桜イベント !
背割堤さくらまつりが今年も開催。
約1.4ｋｍにわたる桜のトンネルを楽しめます。
※駐車場はございません。
公共交通機関でご来場ください。
最寄り駅：京阪八幡市駅（徒歩約10分）
展望塔は桜開花期間中（未定）、有料：大人300円　小中学生100円

各イベントの詳細や、やましろの観光情報はこちらから
京都やましろ観光

3月末頃 笠置さくらまつり

男山桜まつり

さくらまつり

宇治川さくらまつり
桜まつり

木津川の流れ橋、
桜づつみ、
浜茶をめぐるウォーク

ひとやすみフェスティバル

緑とふれあいさくらまつり

笠置町キャンプ場内

宇治市京都府立宇治公園
向日市　向日神社

城陽市桜づつみ寺田緑地

京田辺市観音寺ほか

木津川市ふれあいひろば

八幡市石清水八幡宮

井手町　玉川堤

さくらまつり 南山城村やまなみホール

4月6日（土）

3月21日 ( 木 ) ～
4月30日 ( 火）

4月 1日（月）～
     10 日（水）

4月下旬

4月6日（土）～　
　　７日（日）

府内の大学生が山城地域の魅力PR動画を制作！
大学生が、各地を訪れ発見した「山城地域の魅力」について、企画から撮影、編集まで行い、ドラマやドキュメンタリー動画に
しました。 学生からは「来るたびに新しい発見と学びがあって山城が好きになった」などの声も。動画はこちらで配信中！

制作者：京都府立大学映画制作部スタジオサンダル：八幡市動画／京都産業大学：井手町動画
　　　　立命館大学：笠置町動画、和束町動画

【問】　山城広域振興局　農林商工部　商工労働観光室　TEL：0774 -21-2103 　FAX：0774 -22 -8865

京都文教大学プレジデントセミナー　
～地元学生が地元優良企業を学ぶ～

（受講した学生の感想）
「地域にはすごい技術を持った企業が隠れている」という強い印象を受けました。
大学の先輩の仕事内容も具体的に伺えたことで、今までイメージのつかなかった製造業界が身近
になり、自分の進路についても、地元で働くことを選択肢のひとつとして考えるようになりました。

振興局では、学生と地元優良企業のマッチ
ングのため、包括連携協定に基づく連続講
座を開催しています。
学生たちは地元企業経営者の講演・インタ
ビューや、役員への新商品提案プレゼンを
行いました。講師からは、企画の新規性へ
の厳しい「ダメ出し」も含め、地元中小企
業と大企業との棲み分けからビジネスマ
ナーに至る幅広いテーマで、学生たちに本
音のアドバイスが贈られました。

まだまだ元気で働きたいという意欲のある60歳以上の皆さん、あな
たの豊かな知識と経験を地域社会で活かしてみませんか？入会の手
続きについては各シルバー人材センターへお問い合わせください。

京都府シルバー人材センター連合会

① 参加しやすい「貸切バス」併走プラン
② 地元ならではの「昼食」＆「お土産」付き
③ 第１編・第２編・第３編完歩の方に
　 オリジナル完歩記念証

【申込】
各編 3,000円／  各編 40名（先着順）
FAXまたはメールで①～⑥をお茶の京都DMOまで
①参加者氏名 ②年齢 ③電話番号 ④住所 ⑤希望日程
⑥集合場所（近鉄新田辺駅／JR山城多賀駅／JA宇治茶の郷）　
FAX：0774-25-3238　メール：t-travel@kyototeacountry.jp

世界最大のDIYの祭典「Maker Faire」が関西初開催

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
（木津川市・精華町）

前売：大人　 800円　18歳以下 300円
当日：大人 1,000円　18歳以下 500円

【入場料】
12:00～18:00 10:00 ～17:00

2006年に米国で始まり、東京を含む世界
200カ所以上で開催されています。
150組を超える出展者との交流で、作り方や
仕組みを子どもから大人まで楽しく学べます。

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK） とは？

【問】（主催）Maker Faire Kyoto 事務局
（株）オライリー・ジャパン内
TEL：03-3356-5227　FAX：03-3356-5261
ものづくり振興課
TEL：075-414-4849　FAX：075-414-4842

里親相談会 in 宇治を開催します

新総合計画「府民意見交換会」in 山城を開催
～山城地域の魅力をさらに高めるために～

国道 307号は山城地域の東西軸となる重要な道路です。
その滋賀県境部の奥山田バイパスが開通し、地域内外の
一層の交流活性化、災害への備えとして期待されます。

近年、豪雨の頻発化、激甚化により中小河川の氾濫による住家浸水被害の危険性が増しています。
水位情報をリアルタイムで提供し、住民の皆様の円滑な避難に役立てていただくため、既に山城地域には
従来型水位計を38基設置しておりますが、今年度新たに洪水時にのみ水位観測する危機管理型水位計を
12基設置しました。　

【問】　山城北土木事務所　企画調整室
TEL：0774-62-0547　FAX：0774-65-2649

国道307号（奥山田バイパス）３月24日開通

（ともに未就学児は無料）

Maker Faire Tokyo 2018の様子　

詳しくはイベントHPをご覧ください→
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KICK

小児救急電話相談

相談時間（年中無休）
平日・日曜・祝日  ：午後 7時～翌朝8時
土曜（祝日を除く）：午後3時～翌朝8時

ひとりで悩まないで・・・
子ども虐待に気づいたら・・・

児童相談所
全国共通
ダイヤル 1 8 9

いち はや く

Orange Ribbon

松峠付近
（宇治田原編）

飯岡の茶畑（京田辺編） 小町弁当（井手編）

【問】　お茶の京都DMO　
TEL：0774-25-3239（平日9:00～ 17:00）　　　　

同志社大学
学研都市
キャンパス

祝園駅 新祝園駅

里親申請を希望される方は、お住まいの住所を管轄
している児童相談所あてにお問い合わせください。

日時：

○里親制度について　　　○里親家庭で暮らす子ども達について
○里親になるためには　　○ホームステイ里親について
○里親体験談　など
　　　　　　　　　

３月20日(水) 13：00～ 16：00  
場所：宇治市役所１階ロビー　※事前予約不要

京都府では現在、今年秋頃を目途に、新たな総合計画の策定を進めているところです。
昨年12月15日には、宇治茶会館で「府民意見交換会」を開催し、「お茶を飲みながら
山城の未来づくりを話しましょう」のテーマで、西脇隆俊知事が５人のパネリストを
迎え意見交換を行いました。

現在、振興局においても、「新山城地域振興計画」の検討を進めています。

新総合計画について、
皆様のご意見を
募集しています

計画推進課
TEL：075-414-4347
FAX：075-414-4389

【問】（水 位 計）  砂防課　TEL：075-414-5315  FAX：075-432-6312 
　　　（ポンプ車）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：0774-72-9685  FAX：0774-72-0830

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

里親制度に関心を持つ方に出前講座を行っています。

お申し込みは京都府家庭支援総合センターまで
TEL  075-531-9650　 FAX  075-531-9610

宇治児童相談所 TEL：0774-44-3340
宇治児童相談所京田辺支所 TEL：0774-68-5520　　　

～あなたの支援を待っている子ども達がいます～

里親になりませんか

シルバー人材センター  会員募集のお知らせ

今年もやましろの春を桜が彩ります！

★期間中はシャトルバス運行
区間：阪急西山天王山駅～さくらであい館
片道料金：大人230円　子ども120円

ガイド付き
モニター
ツアー

ロボット、VR
などの新技術

を

駆使した作品
や、自作楽器

、

見たこともな
い不思議な装

置など

に触れられる
体験型イベン

ト!

里親についての出前講座を実施します

＊さくらイベント情報＊　

消費者
ホットライン
悪質商法等による被害、訪問販売・ネットショッピングのトラブル、
製品事故などの消費者トラブルはひとりで悩まずすぐに相談してください。
お近くの京都府や市町村の消費生活相談窓口につながります。

1 8 8
い や や

また、浸水被害や道路冠水な
どに機動的に対応し、被害の
軽減を図るため、今年度、山
城地域で２台目となる排水ポ
ンプ車を山城南土木事務所管
内に配備しました。（１台目は
平成 27年度に山城北土木事務
所管内に配備済みです）

大谷川（八幡市）

※公共交通機関でご来場ください。
※奈良交通バス「祝園駅」→「公園東通り」下車すぐ

京都府が共同研究企業
等の集積を図るオープ
ンイノベーション推進
拠点として平成 27 年 4
月にオープン。
国際的なビジネス交流
等を促進する「京都ス
マートシティエキスポ」
の会場としても活用さ
れています。

各日とも９時頃集合（集合場所により時間は前後します）
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