
発行者：お茶の京都DMO（一般社団法人京都山城地域振興社）

お茶の京都DMO News 

2020.12.22 発行

Kyoto Tea Country

お茶の京都 観光周遊バスが運行しました！
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「フォロー」や「いいね！」をお願いします。
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Kyoto Tea Countryお茶の京都DMO 

法人組織活動の状況

ＪＲ奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺前～岩船寺～浄瑠
璃寺前～ＪＲ加茂駅西口～岡﨑（海住山寺最寄）

②周遊特典
・車内で宇治茶ティーバッグ（試供品）プレゼント

・社内で宇治市営茶室対鳳庵・植物公園・源氏物語ミュージアムの共通入場
割引券プレゼント

・宗円交遊庵やんたんで抹茶スイーツプレゼント、宗円生家までのガイド
サービス、宗円生家でハート形ティーバッグプレゼント
・ＪＡ農産物直売所・宇治茶の郷で緑茶一煎パックプレゼント、1,000円以上
お買い上げで抹茶ソフトプレゼント。

（２）お茶の京都ＤＭＯ事務所移転
10月26日（月）から新事務所に移転しました。
新事務所：宇治市宇治乙方7-13 京阪宇治ビル1階
（電話・ＦＡＸ変更なし）

ナイトツーリズム促進へ
（観光庁実証事業 京都府委託事業）

インバウンド向け商品造成支援

9月9日 京都おぶぶ茶苑現地意見交換会、
農家民宿TeafariHauseと連携協議

10月5日 モニターツアー

英国人、フランス人インターン研修生による英語ガイド、２時間コース及
びランチメニュー（農家民宿Blodge Lodge提供）について、磨き上げの
意見交換及びモニターツアーを実施。

ランチメニュー試作品は、農家民宿
Blidge Lodge提供の茶そば、和束茶と

とろろ豆腐のおぼろ蒸し（おぼろ蒸し
は、昨年度農泊事業での和束町食の
コンテスト優秀賞作品を採用）

Ｆun Ｊapan台湾向けファムトリップの実施

令和３年７月～４年４月
イギリス・フランス向け商品として成約

２０名×２４組＝４８０名募集

ＪＴＢ ＧＭＴによる欧州向けファムトリップの実施

ＪＴＢバス 女将おすすめの冬いとおかし号
ＤＭＯが協力し、旅行商品となりました。

宇治やんたんライナー
＜京都京阪バス＞

木津川古寺巡礼バス
＜奈良交通＞

期間：10月17日（土）から12月13日（日）までの土日祝日

お茶の京都ＤＭＯでは宇治市と宇治田原町を結ぶ「宇治やんたんライナー」と木津川の古寺を結ぶ「木津川古寺巡礼バス」を京都府観
光ループバス事業費を活用して運行しました。コロナ禍での運行ではありましたが、多くの観光客に利用していただきました。

＜事業概要＞

八幡市の観光資源の中核である石清
水八幡宮の付加価値向上のため境内
や鎮守の森のライトアップ、祈りのオブ
ジェの展示をいます。
①男山・鎮守の森と回廊のライトアップ
②祈りのオブジェ
③神楽舞など

他にも、各事業者・各団体とナイトツー
リズム促進事業に取り組んでいます。

京都老舗旅館の女将さんと「お茶の京都」エリアの隠れた名所を巡るこだ
わりのバスツアーがＪＴＢバスより発売。ＤＭＯにて企画協力させていただ
きました。

令和２年１２月４日～１８日の月・金曜日、令和３年１月１１日～２月２２日
の月曜日、２０２１年３月１日～１２日の月・金曜日
海住山寺、松本亭（昼食）、笠置寺、d:matchaKyoto（お茶体験）など

ＪＴＢ ＧＭＴ（欧州向け）に
よる商品化に向けたファム
トリップを実施。炭山陶芸
村、農家民宿えぬとえぬを
視察。

Ｆｕｎ Ｊａｐａｎ（台湾向け）ファムトリップを実施。

d:matacha Kyoto CAFE&KITCHEN、和束茶カフェ、

茶農家民宿えぬとえぬ、宗円交遊庵やんたん、
永谷宗円生家の５件を視察。

（１）第３回取締役会の実施
日 時：11月６日（金）午前10時～正午
会 場：宇治茶会館
審議事項：第１号議案 令和２年度予算の補正について
報告・協議事項：事業の進捗状況（４月～10月）について

お茶の京都ＤＭＯでは、エリア内の観
光資源を活用し、ナイトコンテンツを
磨き上げ、大勢時間を延ばし、観光
消費額拡大につながる商品造成に取
り組んでいます。

10月20日（火）

八幡市では、石清水八幡宮でライト
アップ事業をスタート。
９月24日（木）第１回全体会議を実施。

10月29日（木）・30日（金）

①利用状況
期間中、約８００人の利用（速報値）

期間中、地元の宇治市、宇治田原町などと連携し、来ていただいた方に楽
しんでもらおうと地元でのおもてなし企画が実施されました。

奈良エリアも含まれることから、お茶の京都周遊パスが奈良エリア
で適用されなかったため、独自の一日周遊パスを発行。利用者の
利便性を図りました。

＜開催日時＞

令和３年２月１０日（水）～１４日（日）
１７時～２０時

農家民宿えぬとえぬ炭山陶芸村

京阪宇治駅～黄檗公園[萬福寺前]～平等院～郷之口[宇治茶
の郷前]～維中前～宇治田原郵便局前～湯屋谷[やんたん前]

駅から観光地を結ぶ期間限定のバスが誕生

秘宝・秘仏特別公開・門扉スケジュールと合わせ
て周遊バスを運行しました！

木津川市：海住山寺

※上記写真はイメージです。

①利用状況
期間中、約１,３５０人の利用（速報値）

期間中、奈良からの誘客を目指し、
木津川市、木津川市観光協会と連携
して、運行期間中に実施される特別
拝観の情報を掲載したことが非常に
好評でした。
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10月17日（土）

日本旅行Ｔis大阪支店、京なびにてお茶の京都エリ
アＰＲ展を実施。
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京田辺まるごと体験ツアー（京田辺農福観地域づく
り協議会委託事業）

期 間：１０月９日（金）～１１月３０日（日）
場 所：日本旅行Ｔis大阪支店内

（ＪＲ大阪駅構内 ＪＲ大阪駅中央改札口前）

京田辺市の歴史、農業、食材などを体験、経験していただき、改め
て地元京田辺の魅力を知っていいただく日帰りツアーを実施しまし
た。

笠置山パワースポット巡り （相楽東部「ひと・企業」
誘致促進協議会委託事業） 11月１日、８日、15日、22日、29日

令和元年度及び８月９日に実施した「笠置山パワースポット巡りガ
イド講習会」修了者の１２人が有料ガイドとしてデビューしました。

【復刻の旅】三十三ヶ所南山城巡礼
南山城観音霊場巡りツアー（京都府委託事業）

海住山寺、観音寺、壽宝
寺、大御堂観音寺、地蔵
禅院、泉橋寺に現存する
観音霊場を巡るツアーを
実施。１７人の方に参加
いただきました。

復刻記念「御朱印帳」、
地元ガイドさんの定点ガ
イド、地元食材を使った
昼食付き。

京田辺～祈りをつなぐプロジェクト～竹灯篭に願いを
込めて～ライトアップ・夜間拝観（京都府委託事業）

11月20日（金）～11月29日（日）

実施場所：大御堂観音寺、新田辺駅周辺、
ＢＲＡＮＣＨ松井山手

期 間：９月25日（金）～10月28日（水）
場 所：京なび（京都総合観光案内所
営業時間：午前８時30分~午後７時
来 訪 者：約５万人

日本遺産フェスティバルへの出展

１１月２８日（土）

＜Ｇo to トラベル対象商品＞

・活動期間：９月～１１月末
・活動内容：１ヶ月あたり４店舗以上の地域のグルメについて、
グルメの内容・店舗に関する記事を、ライターのＩｎｓｔａｇｒａｍ等で投稿。
・実績：６８店舗紹介、 ２０万人に発信
・ライターの概要
３０代女性 会社員 八幡市在住
３０代女性 会社員 会社員・フリーライター 大阪在住
３０代女性 モデル 奈良県在住
４０代女性 講師業 京田辺市在住
４０代女性 講師業 宇治市在住

愛媛県今治市 テクスポート今治にて実施された日本遺産フェスティバルに参加
しました。お茶の京都及び日本茶８００年の歴史散歩ＰＲ、各種茶葉に触れてい
ただきました。71団体参加。
来場者数：１０日（土）３,０００人、１１日（日）３,５００人 合計６,５００人

１０月１０日（土）・１１日（日）

観光周遊カーシェアリング ＪＲ松井山手駅でサービス開始！

地方銀行フードセレクション２０２０ 出展中

毎年開催されるフード大商談会が今年度は、新型コロナウイルス国内感
染拡大により『データベース商談会』で開催。

商談期間１０月１日（木）～１２月３１日（木）
出展社：２社

京都府教育委員会主催の研修会
において、観光と教育の観点から、
ＤＭＯの活動について脇社長が
講演しました。

高校教諭４人、中学校教諭４人、
小学校教諭４人の計１２人にご参
加いただきました。

ＤＭＯによる講演会出講 京の教育「ふるさと」講座Ⅰ
－山城郷土資料館で学ぶ―

第４回、第５回、第６回、第７回 観光力向上講座

「お茶の京都インターナショナル大作戦」
開催日: 11月18日（水）18:00～19:30
場 所: 木津川市役所
講 師: 和の宿ホテル祖谷温泉代表取締役社長

大歩危・祖谷いってみる会 会長 植田佳宏氏
参加者: １１人、オンライン11人

「地域を活かす商品、観光客の消費動向」
開催日： 10月21日（水）15:30～20:30
場 所： 文化パルク城陽
講 師： まちづくり観光研究所 富本一幸氏

（トラベルニュース編集長）
参加者： １４人、オンライン４人

「キャッシュレス決裁の基礎知識とこれから」
開催日: 11月18日（水）15:30～17:00
場 所: 木津川市役所
講 師: 京都中央信用金庫
参加者: １１人、オンライン11人

また、酬恩庵一休寺（京田辺市）、八幡市立松花堂庭園・美術館（八
幡市）、ロゴスランド（城陽市）、まちの駅クロスピアくみやま（久御山
町）がドライブチェックイン対象観光地に追加され、ますます便利に。

エリア内の観光・周遊の取組を推進するため、昨年度から観光周遊
カーシェアリング事業を進めているところです。
この度、JR松井山手駅が新たにカーシェアリング対象ステーションとなり
ました！

10月20日（火）

＜Go to トラベルキャンペーン対象商品＞

京田辺市観光協会が主催する観音寺の夜間拝観の取組に協力。参道を灯
す「竹灯籠」に参加者が願い事を書いて奉納し、その竹灯籠を灯す光のＬＥ
Ｄ化・ライトアップを実施しました。

松井山手駅からの
モデルコースをお
茶の京都ＨＰで公
開しています。

お茶の京都が主催するガ
イド養成講座の受講者か
ら、３人が地元の定点ガイ
ドとしてデビューしました。

来場者数: 計63,300人
竹灯篭展示数: 計260枚

お茶の京都グルメライター （京都府委託事業）
実施時期７月～９月

イイネ数 トップ３

「10年後のお茶の京都を考える」
開催日: 12月9日（水）17:30～20:30
場 所: 京田辺商工会館
講 師: まちづくり観光研究所 富本一幸氏

（トラベルニュース編集長）
参加者: １０人、オンライン３人

計５日間実施し、地元の小学生
など合計８８人が参加し、自然を
満喫しました。

「京都やましろグルメライター」を公募し、応募のあった４３人のうちから、
これまでのグルメに関する情報発信の実績等をもとに、５人を認定。
各ライターが自身のインスタグラムを中心に、当地域のグルメを食べて・撮って
・PR発信。当日は京田辺市在住の方を中心に１８人の方にご参加いただき、

さんさん山城でのお茶体験、普賢寺ふれあいの駅ショッピング、澤
井家住宅見学などを楽しみました。

京都府の「農・観光連携地域コミュニティ連携事業」のモニターツ
アーとして実施。

2020.10.19 ～

講談師 玉田玉秀斎が描く「神君伊賀越えの道」
ガイド付きウォーキングツアー（京都府委託事業）

１２月１２日（土）

これまでから「家康の伊賀越え」をテーマとした広域周遊ルートの
磨き上げのため、地域ガイド団体の皆さんと様々な事業を展開して
きました。今年度新たな企画として、講談師の玉田玉秀斎さんをお
迎えし、ガイド付きウォーキングを実施。１３人の方に参加いただき
ました。

※講談師・玉田玉秀斎さんと各地域のボランティアガイドクラブが
同行

＜Ｇo to トラベル対象商品＞

講談師による講談３編により、
ウォーキングが「伊賀越え」らしくな
りその当時に思いをはせることが
できた、講談とウォーキングの組み
合わせがプレミアム感があると好
評でした。

投稿記事は、お茶の京都ＤＭＯのアカウントで情報拡散していますので
ぜひご覧ください。

営業時間：午前１１時～午後７時
来 客 数：延べ9,900組

お申込みいただいた方には、宇治茶ティー
パックプレゼント。

※講座は来年も引き
続き開催しています。
ぜひご参加ください。



10月17日（土）

日本旅行Ｔis大阪支店、京なびにてお茶の京都エリ
アＰＲ展を実施。
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京田辺まるごと体験ツアー（京田辺農福観地域づく
り協議会委託事業）

期 間：１０月９日（金）～１１月３０日（日）
場 所：日本旅行Ｔis大阪支店内

（ＪＲ大阪駅構内 ＪＲ大阪駅中央改札口前）

京田辺市の歴史、農業、食材などを体験、経験していただき、改め
て地元京田辺の魅力を知っていいただく日帰りツアーを実施しまし
た。

笠置山パワースポット巡り （相楽東部「ひと・企業」
誘致促進協議会委託事業） 11月１日、８日、15日、22日、29日

令和元年度及び８月９日に実施した「笠置山パワースポット巡りガ
イド講習会」修了者の１２人が有料ガイドとしてデビューしました。

【復刻の旅】三十三ヶ所南山城巡礼
南山城観音霊場巡りツアー（京都府委託事業）

海住山寺、観音寺、壽宝
寺、大御堂観音寺、地蔵
禅院、泉橋寺に現存する
観音霊場を巡るツアーを
実施。１７人の方に参加
いただきました。

復刻記念「御朱印帳」、
地元ガイドさんの定点ガ
イド、地元食材を使った
昼食付き。

京田辺～祈りをつなぐプロジェクト～竹灯篭に願いを
込めて～ライトアップ・夜間拝観（京都府委託事業）

11月20日（金）～11月29日（日）

実施場所：大御堂観音寺、新田辺駅周辺、
ＢＲＡＮＣＨ松井山手

期 間：９月25日（金）～10月28日（水）
場 所：京なび（京都総合観光案内所
営業時間：午前８時30分~午後７時
来 訪 者：約５万人

日本遺産フェスティバルへの出展

１１月２８日（土）

＜Ｇo to トラベル対象商品＞

・活動期間：９月～１１月末
・活動内容：１ヶ月あたり４店舗以上の地域のグルメについて、
グルメの内容・店舗に関する記事を、ライターのＩｎｓｔａｇｒａｍ等で投稿。
・実績：６８店舗紹介、 ２０万人に発信
・ライターの概要
３０代女性 会社員 八幡市在住
３０代女性 会社員 会社員・フリーライター 大阪在住
３０代女性 モデル 奈良県在住
４０代女性 講師業 京田辺市在住
４０代女性 講師業 宇治市在住

愛媛県今治市 テクスポート今治にて実施された日本遺産フェスティバルに参加
しました。お茶の京都及び日本茶８００年の歴史散歩ＰＲ、各種茶葉に触れてい
ただきました。71団体参加。
来場者数：１０日（土）３,０００人、１１日（日）３,５００人 合計６,５００人

１０月１０日（土）・１１日（日）

観光周遊カーシェアリング ＪＲ松井山手駅でサービス開始！

地方銀行フードセレクション２０２０ 出展中

毎年開催されるフード大商談会が今年度は、新型コロナウイルス国内感
染拡大により『データベース商談会』で開催。

商談期間１０月１日（木）～１２月３１日（木）
出展社：２社

京都府教育委員会主催の研修会
において、観光と教育の観点から、
ＤＭＯの活動について脇社長が
講演しました。

高校教諭４人、中学校教諭４人、
小学校教諭４人の計１２人にご参
加いただきました。

ＤＭＯによる講演会出講 京の教育「ふるさと」講座Ⅰ
－山城郷土資料館で学ぶ―

第４回、第５回、第６回、第７回 観光力向上講座

「お茶の京都インターナショナル大作戦」
開催日: 11月18日（水）18:00～19:30
場 所: 木津川市役所
講 師: 和の宿ホテル祖谷温泉代表取締役社長

大歩危・祖谷いってみる会 会長 植田佳宏氏
参加者: １１人、オンライン11人

「地域を活かす商品、観光客の消費動向」
開催日： 10月21日（水）15:30～20:30
場 所： 文化パルク城陽
講 師： まちづくり観光研究所 富本一幸氏

（トラベルニュース編集長）
参加者： １４人、オンライン４人

「キャッシュレス決裁の基礎知識とこれから」
開催日: 11月18日（水）15:30～17:00
場 所: 木津川市役所
講 師: 京都中央信用金庫
参加者: １１人、オンライン11人

また、酬恩庵一休寺（京田辺市）、八幡市立松花堂庭園・美術館（八
幡市）、ロゴスランド（城陽市）、まちの駅クロスピアくみやま（久御山
町）がドライブチェックイン対象観光地に追加され、ますます便利に。

エリア内の観光・周遊の取組を推進するため、昨年度から観光周遊
カーシェアリング事業を進めているところです。
この度、JR松井山手駅が新たにカーシェアリング対象ステーションとなり
ました！

10月20日（火）

＜Go to トラベルキャンペーン対象商品＞

京田辺市観光協会が主催する観音寺の夜間拝観の取組に協力。参道を灯
す「竹灯籠」に参加者が願い事を書いて奉納し、その竹灯籠を灯す光のＬＥ
Ｄ化・ライトアップを実施しました。

松井山手駅からの
モデルコースをお
茶の京都ＨＰで公
開しています。

お茶の京都が主催するガ
イド養成講座の受講者か
ら、３人が地元の定点ガイ
ドとしてデビューしました。

来場者数: 計63,300人
竹灯篭展示数: 計260枚

お茶の京都グルメライター （京都府委託事業）
実施時期７月～９月

イイネ数 トップ３

「10年後のお茶の京都を考える」
開催日: 12月9日（水）17:30～20:30
場 所: 京田辺商工会館
講 師: まちづくり観光研究所 富本一幸氏

（トラベルニュース編集長）
参加者: １０人、オンライン３人

計５日間実施し、地元の小学生
など合計８８人が参加し、自然を
満喫しました。

「京都やましろグルメライター」を公募し、応募のあった４３人のうちから、
これまでのグルメに関する情報発信の実績等をもとに、５人を認定。
各ライターが自身のインスタグラムを中心に、当地域のグルメを食べて・撮って
・PR発信。当日は京田辺市在住の方を中心に１８人の方にご参加いただき、

さんさん山城でのお茶体験、普賢寺ふれあいの駅ショッピング、澤
井家住宅見学などを楽しみました。

京都府の「農・観光連携地域コミュニティ連携事業」のモニターツ
アーとして実施。

2020.10.19 ～

講談師 玉田玉秀斎が描く「神君伊賀越えの道」
ガイド付きウォーキングツアー（京都府委託事業）

１２月１２日（土）

これまでから「家康の伊賀越え」をテーマとした広域周遊ルートの
磨き上げのため、地域ガイド団体の皆さんと様々な事業を展開して
きました。今年度新たな企画として、講談師の玉田玉秀斎さんをお
迎えし、ガイド付きウォーキングを実施。１３人の方に参加いただき
ました。

※講談師・玉田玉秀斎さんと各地域のボランティアガイドクラブが
同行

＜Ｇo to トラベル対象商品＞

講談師による講談３編により、
ウォーキングが「伊賀越え」らしくな
りその当時に思いをはせることが
できた、講談とウォーキングの組み
合わせがプレミアム感があると好
評でした。

投稿記事は、お茶の京都ＤＭＯのアカウントで情報拡散していますので
ぜひご覧ください。

営業時間：午前１１時～午後７時
来 客 数：延べ9,900組

お申込みいただいた方には、宇治茶ティー
パックプレゼント。

※講座は来年も引き
続き開催しています。
ぜひご参加ください。
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お茶の京都 観光周遊バスが運行しました！
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「フォロー」や「いいね！」をお願いします。
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Kyoto Tea Countryお茶の京都DMO 

法人組織活動の状況

ＪＲ奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺前～岩船寺～浄瑠
璃寺前～ＪＲ加茂駅西口～岡﨑（海住山寺最寄）

②周遊特典
・車内で宇治茶ティーバッグ（試供品）プレゼント

・社内で宇治市営茶室対鳳庵・植物公園・源氏物語ミュージアムの共通入場
割引券プレゼント

・宗円交遊庵やんたんで抹茶スイーツプレゼント、宗円生家までのガイド
サービス、宗円生家でハート形ティーバッグプレゼント
・ＪＡ農産物直売所・宇治茶の郷で緑茶一煎パックプレゼント、1,000円以上
お買い上げで抹茶ソフトプレゼント。

（２）お茶の京都ＤＭＯ事務所移転
10月26日（月）から新事務所に移転しました。
新事務所：宇治市宇治乙方7-13 京阪宇治ビル1階
（電話・ＦＡＸ変更なし）

ナイトツーリズム促進へ
（観光庁実証事業 京都府委託事業）

インバウンド向け商品造成支援

9月9日 京都おぶぶ茶苑現地意見交換会、
農家民宿TeafariHauseと連携協議

10月5日 モニターツアー

英国人、フランス人インターン研修生による英語ガイド、２時間コース及
びランチメニュー（農家民宿Blodge Lodge提供）について、磨き上げの
意見交換及びモニターツアーを実施。

ランチメニュー試作品は、農家民宿
Blidge Lodge提供の茶そば、和束茶と

とろろ豆腐のおぼろ蒸し（おぼろ蒸し
は、昨年度農泊事業での和束町食の
コンテスト優秀賞作品を採用）

Ｆun Ｊapan台湾向けファムトリップの実施

令和３年７月～４年４月
イギリス・フランス向け商品として成約

２０名×２４組＝４８０名募集

ＪＴＢ ＧＭＴによる欧州向けファムトリップの実施

ＪＴＢバス 女将おすすめの冬いとおかし号
ＤＭＯが協力し、旅行商品となりました。

宇治やんたんライナー
＜京都京阪バス＞

木津川古寺巡礼バス
＜奈良交通＞

期間：10月17日（土）から12月13日（日）までの土日祝日

お茶の京都ＤＭＯでは宇治市と宇治田原町を結ぶ「宇治やんたんライナー」と木津川の古寺を結ぶ「木津川古寺巡礼バス」を京都府観
光ループバス事業費を活用して運行しました。コロナ禍での運行ではありましたが、多くの観光客に利用していただきました。

＜事業概要＞

八幡市の観光資源の中核である石清
水八幡宮の付加価値向上のため境内
や鎮守の森のライトアップ、祈りのオブ
ジェの展示をいます。
①男山・鎮守の森と回廊のライトアップ
②祈りのオブジェ
③神楽舞など

他にも、各事業者・各団体とナイトツー
リズム促進事業に取り組んでいます。

京都老舗旅館の女将さんと「お茶の京都」エリアの隠れた名所を巡るこだ
わりのバスツアーがＪＴＢバスより発売。ＤＭＯにて企画協力させていただ
きました。

令和２年１２月４日～１８日の月・金曜日、令和３年１月１１日～２月２２日
の月曜日、２０２１年３月１日～１２日の月・金曜日
海住山寺、松本亭（昼食）、笠置寺、d:matchaKyoto（お茶体験）など

ＪＴＢ ＧＭＴ（欧州向け）に
よる商品化に向けたファム
トリップを実施。炭山陶芸
村、農家民宿えぬとえぬを
視察。

Ｆｕｎ Ｊａｐａｎ（台湾向け）ファムトリップを実施。

d:matacha Kyoto CAFE&KITCHEN、和束茶カフェ、

茶農家民宿えぬとえぬ、宗円交遊庵やんたん、
永谷宗円生家の５件を視察。

（１）第３回取締役会の実施
日 時：11月６日（金）午前10時～正午
会 場：宇治茶会館
審議事項：第１号議案 令和２年度予算の補正について
報告・協議事項：事業の進捗状況（４月～10月）について

お茶の京都ＤＭＯでは、エリア内の観
光資源を活用し、ナイトコンテンツを
磨き上げ、大勢時間を延ばし、観光
消費額拡大につながる商品造成に取
り組んでいます。

10月20日（火）

八幡市では、石清水八幡宮でライト
アップ事業をスタート。
９月24日（木）第１回全体会議を実施。

10月29日（木）・30日（金）

①利用状況
期間中、約８００人の利用（速報値）

期間中、地元の宇治市、宇治田原町などと連携し、来ていただいた方に楽
しんでもらおうと地元でのおもてなし企画が実施されました。

奈良エリアも含まれることから、お茶の京都周遊パスが奈良エリア
で適用されなかったため、独自の一日周遊パスを発行。利用者の
利便性を図りました。

＜開催日時＞

令和３年２月１０日（水）～１４日（日）
１７時～２０時

農家民宿えぬとえぬ炭山陶芸村

京阪宇治駅～黄檗公園[萬福寺前]～平等院～郷之口[宇治茶
の郷前]～維中前～宇治田原郵便局前～湯屋谷[やんたん前]

駅から観光地を結ぶ期間限定のバスが誕生

秘宝・秘仏特別公開・門扉スケジュールと合わせ
て周遊バスを運行しました！

木津川市：海住山寺

※上記写真はイメージです。

①利用状況
期間中、約１,３５０人の利用（速報値）

期間中、奈良からの誘客を目指し、
木津川市、木津川市観光協会と連携
して、運行期間中に実施される特別
拝観の情報を掲載したことが非常に
好評でした。
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