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Kyoto Tea Countryお茶の京都DMO 

日本旅行 Tis大阪でお茶の京都コーナーを設置

第 ２４号

＜関連事業＞宇治茶文化体験ファムトリップ＆座談会
11月10日（水）実施
山城地域における「お茶」を軸とした誘客につなげるため、
旅行会社と市町村担当者との意見交換等を開催。今後の
商品開発につながる機会となりました。
日本旅行さま、JR東海ツアーズさま、JTBさま、近畿日本
ツーリストさま、クラブツーリズムさまなど参加

＜関連事業＞「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都
みなみやましろ」より～南山城とパリを結ぶ～オンライン
茶会 11月6日（土）実施

DMO主催「市立枚方宿鍵屋資料館と源氏物語ミュー
ジアム、プレミアム大茶会日帰りツアー」

地方銀行フードセレクション２０２１出展に協力

日本遺産サミットin小松に出展

中信ビジネスフェア＠京都パルスプラザへの出展 京都パープルサンガホームタウンデー

お寺キャンプフェス2021 in西本願寺に協力

伏見港みなとオアシス登録記念イベント
みなとマルシェへ出展

京都産業大学中野ゼミフィールドワーク

伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会の開催

事前予約で360席が完売しました。DMO主催ツアー、

旅行会社との連携ツアーを実施して府外・関東方面
へもPR。生産者様、地域事業者様とお客様とのプレミ

アムな（宇治茶の文化体験の）接点・機会づくりを目指
しました！
お茶淹れ体験（匠の館）にも29名の方にご参加いただ
きました。

11月21日（日）実施

枚方公園駅→ 枚方宿鍵屋資料館→ 久御山町「旬菜の
里」→ 萬福寺(プレミアム大茶会）→ 源氏物語ミュージア
ム→樟葉駅、枚方市駅

サテライト会場の「茶づな」屋外エントランス広場では、
「お茶の京都12市町村めぐり」と題したブース出展や、萬

福寺会場お茶席のパブリックビューイング等を開催しま
した！当日はなんと約900人の方に来ていただきました。

プレミアム大茶会の同日、宗円交遊庵やんたんでは
「宇治茶の基礎知識、宇治田原の魅力について」講演
と、「宇治茶の美味しい淹れ方講座」、「宇治田原茶で
茶香服」が開催されました。

南山城村とパリを結ぶオンライン茶会を開催しました。公募
したパリの皆様にお茶セットを購入いただき、WEBを通じて

お茶の歴史や効能などの他、美味しいお茶の淹れ方、楽し
み方を体験してもらいました。

また、村長のウェルカムメッセージや、座談会ではお茶の
京都の地元ならではの話題で楽しんでいただきました。

観光庁「地域の観光の磨き上げを通じた地域連携促進に向けた実証事業」の採択を受けて黄檗山萬福寺でプレミアム大茶
会を実施。またプレミアム大茶会に向けて、関連事業も複数実施しました。

ラジオ大阪「平田信也の耳からトラベル」でのPR

10月6日（水）、7日（木）に開

催された中信ビジネスフェア
にブース出展し、出展企業・
団体や来場者にお茶の京都
エリアをPRしました！
出展企業：約300社
来場者数：約5,000人

10月10日（日）サンガスタジ

アム北側広場にてブース出
展、スタジアム内大型ビジョ
ンでお茶の京都PR動画の放
映を行い、お茶の京都をPR
しました！
入場者数：約6,000人

11月13日（土）、14日（日）に石川

県小松市で開催された日本遺産
サミットにて、お茶の京都及び日
本茶800年の歴史散歩をPRしまし

た！来場者へお茶の試飲、淹れ
方体験を実施しました！
来場者数：約8400名

令和３年11月5日（金）～12月19日（日）
→12月29日（水）まで延長！

JR大阪駅中央改札前の日本旅行Tis大阪

支店内にポスター・パンフレット設置しお
茶の京都をPRしました！契約者には抹茶

入りかぶせ茶ティーバック（木津川市提
供）を配布しました！

ラジオでお茶の京都エリアをPR！
第１回 9月18日（土）、第２回11月13日
（土）
2022年１月より、毎月お茶の京都コー

ナーがスタート！お茶の京都エリアにつ
いてＰＲしますのでお楽しみに！

令和３年11月13日（土）新たな旅の形「キャ

ンプツーリズム」を通した観光資源の磨き上
げを目指してお寺キャンプフェスが西本願寺
にて開催されました。

お茶の京都からは福寿園様、インセンスキッ
チン様に体験ブース出展をしていただきまし
た！京都府文化観光大使の平田進也さんに
よるお茶の京都エリアのPRタイムも！

2021年4月伏見は全国で唯一の「川の

港」としてみなとオアシスに登録。これ
を機に伏見みなと公園広場で開催され
たイベントで、お茶の京都のＰＲを実施
しました！
11月13日： 約2,300人、11月14日： 約
1,600人

リアル商談会（東京ビックサイト）
11月4日（木）、5日（金）（紅々葉、RE-SOCIAL）
来場者数：3,121人
データベース商談会 10月1日～1月末

（辻富、堀井七茗園、林屋久太郎商店、紅々葉、
京都巽庵、RE-SOCIAL）

宇治田原町内のフィールドワー
クや、やんたん里づくりの会・地
域おこし協力隊の皆様との意
見交換を通して地域理解を深
めていただきました！

令和３年11月6日（土）京都産業大学（中野ゼミ）フィールドワーク
に参加しました。

日本郵便（株）と連携し、教育年賀事業を実施

山城地域の子どもたちに、自分たちの地域が「お
茶の京都」であることをもっとよく知ってもらうため、
教育年賀事業を実施します！
地域内の公立小学校77校の児童のうち、約8000
人の児童が当DMOが寄贈したお茶の京都年賀

状を使用し、はがきの書き方の授業の中でお茶
の京都のことを学んでいただきます。

脇 博一
鈴木 貴典
寺井 豊
青木 真也
福森 浩幸
湯本 光
立石 麻優美
辰馬 佳司
二宮 彬
村田 收
小中 由季
前田 隆男
鈴木 美帆

社 長
副社長
総合企画局長（事務局長）
監理部長
統括事業部長
事業部長
事業部長
文化担当事業部長
地域づくり担当課長
企画総務課長
総務係長
広報専門員
事務員

アンケートでは91％の方大変満足・満足していただき、その多くが
また来たいおすすめしたいとの回答をいただきました！

萬福寺会場

サテライト会場

＜関連事業＞宇治茶ワークショップin宇治田原町 11月
21日実施（自主事業）

南山城村:三国林道からの初日の出

宗円交遊庵やんたんで手もみ体験を行いました！

全国の有力バイヤーに向けた販路拡大を目指す方のための商談会
が開催。お茶の京都エリアから出展者の募集・支援しました。

大阪発着プレミアム大茶会と黄檗山萬福寺を満喫していただ
ける特別なツアーを実施しました。当日は20名（定員）の方に
来ていただきました。

「茶づな」初の屋
外エントランスで
のイベント!!

現地参加者18名
オンライン参加者26名

※旅行会社との連携ツアー
クラブツーリズム企画バスツアー 参加者35名
JR東海ツアーズ企画ツアー 参加者14名
日本旅行企画ツアー 参加者8名

mailto:dmo@ochanokyoto.jp
http://ochanokyoto.jp/
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木津川古寺巡礼バスの運行

お茶の京都エリアガイド育成講座【中級編】

DMOが旅行商品等の企画に協力（協賛）しました！

お茶の京都セレクトショップ商品が追加されました。
https://dmo-shop.com/

11月23日（火・祝）～28日（日）実施

▲明朝体のルーツを映像で表現 ▲「鉄眼版一切経版木」（重要文化財）▲非公開の萬福寺法堂を特別会場に

常設展示 ～Exhibition～
■展示内容
・版木や黄檗文化の解説パネル

・ディレクターによる映像や説明
パネルの展示

文化庁「ウィズコロナに対応した文化資源の高付加価値化促進事業」の採択を受け、黄檗山萬福寺と塔頭宝蔵院を２大会場として
特別展と見学ツアーで文化財に親しむ文化観光イベントを実施しました。

日本で広く親しまれている『明朝体』の起源とされているのは、黄檗山萬福寺の塔頭の一つ『宝蔵院』に収蔵されている「鉄眼版一
切経版木」の書体。活字文化の象徴である「明朝体」を、映像と説明パネルによってあたらめて多くの人に認知されることで、黄檗
文化を含む文化資源に高付加価値を与え、文化振興・観光振興・地域の活性化を目指しました。期間中約300人の方に来場いた
だきました。ファムツアーも実施し、今後の商品造成へ繋げました。

明朝体のルーツ -黄檗文化を今に問う-
令和２年度に引き続き、令和３年度も観光庁
の「重点支援DMO」に申請。有識者等の審査
を経て、令和３年9月１３日「継続支援法人」と
して選定されました。

奈良とお茶の京都の木津川市を結び便利に周遊いただける観
光ループバスを運行！

▶木津川古寺巡礼バス
・4月5月の土曜、日曜、祝日
経路：JR奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺～岩船寺～JR
加茂駅西口～岡崎（海住山寺）
乗車実績：4月714人、5月1,370人

・10月31日~11月28日の土曜、日曜、祝日
経路：JR奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺～岩船寺～JR
加茂駅西口～岡崎（海住山寺）
乗車実績：1,876人

4日12名、11日13名の方にご参加
をいただきました！

南山城村特産の原木しいたけの生産者さんとふれあう体験観
光「原木しいたけ旬をまるごと体験ツアー」を実施しました。

南山城村の原木しいたけ栽培場では、どのように栽培し、収穫
されるのか苦労な話などを聞きながら、新鮮で肉厚ぷりぷりの
採りたてのしいたけをその場で焼いて食べていただきました！

また採ったしいたけをトッピングしたピザづくり。自分で調理した
焼き立てピザを食していただきました！

アンケートでは、「ここでしかできない体験がでい、よい思い出
になった」「次回もこのような農業＆観光体験があれば参加した
い」などの感想をいただきました。

フェアフィールド・バイ・マ
リオット京都みなみやまし
ろ・JR月ヶ瀬口駅
↓
しいたけ栽培場
↓
体験プラザ
↓
JR月ヶ瀬駅・道の駅お茶
の京都みなみやましろ村

社寺仏閣などの案内対象の知識を深めるだけでなく、相手に伝
わる（感動させる）話し方、安全快適に案内するため、現場で役
立つスキルを磨き上げる講座を開催しました。
講師は、株式会社らくたびの若村亮さんでした！

11月1日（月）11:00～16:00（室内研修）＠テラス和束
11月7日（日） 9:00～12:30（屋外研修）＠和束町内
11月19日（日）9:00～13:00（屋外研修）＠和束町内

宇治やんたんライナー・やんたんライナーコネクトの
運行

お茶の京都エリアの宇治～宇治田原町を便利に周遊いただけ
る観光ループバスを運行！

周遊バスの運行に向けて
支援しています！

体験 ～Experience～

重点支援DMOの継続が決定しました。

お茶の京都DMO YouTube

①9月6日公開
まちの駅クロスピアくみやま
久御山町農産物直売所旬菜の里
西村農園、義定刃物

②9月13日公開
旧山田家住宅
旧巨椋池排水場協議会

③9月21日公開
玉田神社
フラワー＆グリーンSAHO

原木しいたけ旬をまるごと体感ツアー（相楽東部「ひと・企業」
誘致促進協議会受託事業） 12月4日、12月11日実施

▲まるごと体験プラン:座禅体験 ▲レタリングワークショップ▲宝蔵院収蔵庫見学ツアー

①11月4日公開
宇治やんたんライナー
宗円交遊庵やんたん

②11月12日公開
湯屋谷、永谷宗円生家

③11月22日公開
正寿院

①11月26日公開
黄檗山萬福寺

②１2月2日公開
宇治上神社
宇治茶道場匠の館

③12月8日公開
興聖寺

①12月17日公開

小川武治茶舗、井手町でニホン
ミツバチ養蜂をしている木村さん
のお家に。

西村農園産直野菜の詰
め合わせ、和紅茶紅々葉
オリジナルセットを追加！

正法寺
安積親王陵墓周辺

【企画協力】クラブツーリズムさま

観音の里南山城の十一面観音像を訪
ねて 7月3日（土）

京田辺市、木津川市、笠置町、宇治田
原町にて ※コロナのため催行中止

【企画協力】歴史街道推進協議会さま
小学生お茶づくり体験8月1日（日）
和束町にて

【協賛】JR東海/京都府/京都府観光連盟さま
・歴史文化講座「利休の夢、秀吉の夢」10月6
日（水）よみうりホール（東京都千代田区）にて

・現地散策「宇治・平等院の至宝とお茶を知る
旅」10月30日（土）宇治市にて

【共催】ANAホールディングス（株）
/ANAあきんど（株）さま

ANA地域密着型学習プログラム
「イノ旅」2021 10月19日～21日（木）
和束町にて

【協賛】京都バス（株）さま
プレミアムバスツアー 10月23日（土）、31日（日）
京田辺市、木津川市、和束町にて

久御山町ドライブ紀行編
#お茶の京都 #三代澤康司 #京都

宇治田原町紀行編
＃京都 #宇治田原 #宇治茶バス

宇治市編
#京都 #宇治 #旅

井手町編 NEW!!
#京都 #井手 #夫婦旅

やんたんライナー＆宇治田原町周遊
1dayチケット「木っ符」を販売！

▶やんたんライナーコネクト
11月13日～2022年1月10日の土日祝
維中前を起点に茶屋村、湯屋谷、
猿丸神社へ接続

▶やんたんライナー
10月9月～12月12日の土曜、日曜、祝日

→2022年1月10日まで延長！
JR宇治駅～京阪宇治駅～萬福寺前～平等院～郷之口～
湯屋谷間往復

元朝日放送アナウンサーで現在フリーアナウンサーの三代澤康司さんがお茶の京都ぶらり旅しています！
https://www.youtube.com/channel/UC6rj9P6GqctRmQY5TK0MZpg

▲萬福寺伽藍見学ツアー

ほかにも特典いっぱい！

今後も動画を増やしていき
ます。是非チャンネル登録
をお願いします！
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木津川古寺巡礼バスの運行

お茶の京都エリアガイド育成講座【中級編】

DMOが旅行商品等の企画に協力（協賛）しました！

お茶の京都セレクトショップ商品が追加されました。
https://dmo-shop.com/

11月23日（火・祝）～28日（日）実施

▲明朝体のルーツを映像で表現 ▲「鉄眼版一切経版木」（重要文化財）▲非公開の萬福寺法堂を特別会場に

常設展示 ～Exhibition～
■展示内容
・版木や黄檗文化の解説パネル

・ディレクターによる映像や説明
パネルの展示

文化庁「ウィズコロナに対応した文化資源の高付加価値化促進事業」の採択を受け、黄檗山萬福寺と塔頭宝蔵院を２大会場として
特別展と見学ツアーで文化財に親しむ文化観光イベントを実施しました。

日本で広く親しまれている『明朝体』の起源とされているのは、黄檗山萬福寺の塔頭の一つ『宝蔵院』に収蔵されている「鉄眼版一
切経版木」の書体。活字文化の象徴である「明朝体」を、映像と説明パネルによってあたらめて多くの人に認知されることで、黄檗
文化を含む文化資源に高付加価値を与え、文化振興・観光振興・地域の活性化を目指しました。期間中約300人の方に来場いた
だきました。ファムツアーも実施し、今後の商品造成へ繋げました。

明朝体のルーツ -黄檗文化を今に問う-
令和２年度に引き続き、令和３年度も観光庁
の「重点支援DMO」に申請。有識者等の審査
を経て、令和３年9月１３日「継続支援法人」と
して選定されました。

奈良とお茶の京都の木津川市を結び便利に周遊いただける観
光ループバスを運行！

▶木津川古寺巡礼バス
・4月5月の土曜、日曜、祝日
経路：JR奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺～岩船寺～JR
加茂駅西口～岡崎（海住山寺）
乗車実績：4月714人、5月1,370人

・10月31日~11月28日の土曜、日曜、祝日
経路：JR奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺～岩船寺～JR
加茂駅西口～岡崎（海住山寺）
乗車実績：1,876人

4日12名、11日13名の方にご参加
をいただきました！

南山城村特産の原木しいたけの生産者さんとふれあう体験観
光「原木しいたけ旬をまるごと体験ツアー」を実施しました。

南山城村の原木しいたけ栽培場では、どのように栽培し、収穫
されるのか苦労な話などを聞きながら、新鮮で肉厚ぷりぷりの
採りたてのしいたけをその場で焼いて食べていただきました！

また採ったしいたけをトッピングしたピザづくり。自分で調理した
焼き立てピザを食していただきました！

アンケートでは、「ここでしかできない体験がでい、よい思い出
になった」「次回もこのような農業＆観光体験があれば参加した
い」などの感想をいただきました。

フェアフィールド・バイ・マ
リオット京都みなみやまし
ろ・JR月ヶ瀬口駅
↓
しいたけ栽培場
↓
体験プラザ
↓
JR月ヶ瀬駅・道の駅お茶
の京都みなみやましろ村

社寺仏閣などの案内対象の知識を深めるだけでなく、相手に伝
わる（感動させる）話し方、安全快適に案内するため、現場で役
立つスキルを磨き上げる講座を開催しました。
講師は、株式会社らくたびの若村亮さんでした！

11月1日（月）11:00～16:00（室内研修）＠テラス和束
11月7日（日） 9:00～12:30（屋外研修）＠和束町内
11月19日（日）9:00～13:00（屋外研修）＠和束町内

宇治やんたんライナー・やんたんライナーコネクトの
運行

お茶の京都エリアの宇治～宇治田原町を便利に周遊いただけ
る観光ループバスを運行！

周遊バスの運行に向けて
支援しています！

体験 ～Experience～

重点支援DMOの継続が決定しました。

お茶の京都DMO YouTube

①9月6日公開
まちの駅クロスピアくみやま
久御山町農産物直売所旬菜の里
西村農園、義定刃物

②9月13日公開
旧山田家住宅
旧巨椋池排水場協議会

③9月21日公開
玉田神社
フラワー＆グリーンSAHO

原木しいたけ旬をまるごと体感ツアー（相楽東部「ひと・企業」
誘致促進協議会受託事業） 12月4日、12月11日実施

▲まるごと体験プラン:座禅体験 ▲レタリングワークショップ▲宝蔵院収蔵庫見学ツアー

①11月4日公開
宇治やんたんライナー
宗円交遊庵やんたん

②11月12日公開
湯屋谷、永谷宗円生家

③11月22日公開
正寿院

①11月26日公開
黄檗山萬福寺

②１2月2日公開
宇治上神社
宇治茶道場匠の館

③12月8日公開
興聖寺

①12月17日公開

小川武治茶舗、井手町でニホン
ミツバチ養蜂をしている木村さん
のお家に。

西村農園産直野菜の詰
め合わせ、和紅茶紅々葉
オリジナルセットを追加！

正法寺
安積親王陵墓周辺

【企画協力】クラブツーリズムさま

観音の里南山城の十一面観音像を訪
ねて 7月3日（土）

京田辺市、木津川市、笠置町、宇治田
原町にて ※コロナのため催行中止

【企画協力】歴史街道推進協議会さま
小学生お茶づくり体験8月1日（日）
和束町にて

【協賛】JR東海/京都府/京都府観光連盟さま
・歴史文化講座「利休の夢、秀吉の夢」10月6
日（水）よみうりホール（東京都千代田区）にて

・現地散策「宇治・平等院の至宝とお茶を知る
旅」10月30日（土）宇治市にて

【共催】ANAホールディングス（株）
/ANAあきんど（株）さま

ANA地域密着型学習プログラム
「イノ旅」2021 10月19日～21日（木）
和束町にて

【協賛】京都バス（株）さま
プレミアムバスツアー 10月23日（土）、31日（日）
京田辺市、木津川市、和束町にて

久御山町ドライブ紀行編
#お茶の京都 #三代澤康司 #京都

宇治田原町紀行編
＃京都 #宇治田原 #宇治茶バス

宇治市編
#京都 #宇治 #旅

井手町編 NEW!!
#京都 #井手 #夫婦旅

やんたんライナー＆宇治田原町周遊
1dayチケット「木っ符」を販売！

▶やんたんライナーコネクト
11月13日～2022年1月10日の土日祝
維中前を起点に茶屋村、湯屋谷、
猿丸神社へ接続

▶やんたんライナー
10月9月～12月12日の土曜、日曜、祝日

→2022年1月10日まで延長！
JR宇治駅～京阪宇治駅～萬福寺前～平等院～郷之口～
湯屋谷間往復

元朝日放送アナウンサーで現在フリーアナウンサーの三代澤康司さんがお茶の京都ぶらり旅しています！
https://www.youtube.com/channel/UC6rj9P6GqctRmQY5TK0MZpg

▲萬福寺伽藍見学ツアー

ほかにも特典いっぱい！

今後も動画を増やしていき
ます。是非チャンネル登録
をお願いします！
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日本旅行 Tis大阪でお茶の京都コーナーを設置
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＜関連事業＞宇治茶文化体験ファムトリップ＆座談会
11月10日（水）実施
山城地域における「お茶」を軸とした誘客につなげるため、
旅行会社と市町村担当者との意見交換等を開催。今後の
商品開発につながる機会となりました。
日本旅行さま、JR東海ツアーズさま、JTBさま、近畿日本
ツーリストさま、クラブツーリズムさまなど参加

＜関連事業＞「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都
みなみやましろ」より～南山城とパリを結ぶ～オンライン
茶会 11月6日（土）実施

DMO主催「市立枚方宿鍵屋資料館と源氏物語ミュー
ジアム、プレミアム大茶会日帰りツアー」

地方銀行フードセレクション２０２１出展に協力

日本遺産サミットin小松に出展

中信ビジネスフェア＠京都パルスプラザへの出展 京都パープルサンガホームタウンデー

お寺キャンプフェス2021 in西本願寺に協力

伏見港みなとオアシス登録記念イベント
みなとマルシェへ出展

京都産業大学中野ゼミフィールドワーク

伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会の開催

事前予約で360席が完売しました。DMO主催ツアー、

旅行会社との連携ツアーを実施して府外・関東方面
へもPR。生産者様、地域事業者様とお客様とのプレミ

アムな（宇治茶の文化体験の）接点・機会づくりを目指
しました！
お茶淹れ体験（匠の館）にも29名の方にご参加いただ
きました。

11月21日（日）実施

枚方公園駅→ 枚方宿鍵屋資料館→ 久御山町「旬菜の
里」→ 萬福寺(プレミアム大茶会）→ 源氏物語ミュージア
ム→樟葉駅、枚方市駅

サテライト会場の「茶づな」屋外エントランス広場では、
「お茶の京都12市町村めぐり」と題したブース出展や、萬

福寺会場お茶席のパブリックビューイング等を開催しま
した！当日はなんと約900人の方に来ていただきました。

プレミアム大茶会の同日、宗円交遊庵やんたんでは
「宇治茶の基礎知識、宇治田原の魅力について」講演
と、「宇治茶の美味しい淹れ方講座」、「宇治田原茶で
茶香服」が開催されました。

南山城村とパリを結ぶオンライン茶会を開催しました。公募
したパリの皆様にお茶セットを購入いただき、WEBを通じて

お茶の歴史や効能などの他、美味しいお茶の淹れ方、楽し
み方を体験してもらいました。

また、村長のウェルカムメッセージや、座談会ではお茶の
京都の地元ならではの話題で楽しんでいただきました。

観光庁「地域の観光の磨き上げを通じた地域連携促進に向けた実証事業」の採択を受けて黄檗山萬福寺でプレミアム大茶
会を実施。またプレミアム大茶会に向けて、関連事業も複数実施しました。

ラジオ大阪「平田信也の耳からトラベル」でのPR

10月6日（水）、7日（木）に開

催された中信ビジネスフェア
にブース出展し、出展企業・
団体や来場者にお茶の京都
エリアをPRしました！
出展企業：約300社
来場者数：約5,000人

10月10日（日）サンガスタジ

アム北側広場にてブース出
展、スタジアム内大型ビジョ
ンでお茶の京都PR動画の放
映を行い、お茶の京都をPR
しました！
入場者数：約6,000人

11月13日（土）、14日（日）に石川

県小松市で開催された日本遺産
サミットにて、お茶の京都及び日
本茶800年の歴史散歩をPRしまし

た！来場者へお茶の試飲、淹れ
方体験を実施しました！
来場者数：約8400名

令和３年11月5日（金）～12月19日（日）
→12月29日（水）まで延長！

JR大阪駅中央改札前の日本旅行Tis大阪

支店内にポスター・パンフレット設置しお
茶の京都をPRしました！契約者には抹茶

入りかぶせ茶ティーバック（木津川市提
供）を配布しました！

ラジオでお茶の京都エリアをPR！
第１回 9月18日（土）、第２回11月13日
（土）
2022年１月より、毎月お茶の京都コー

ナーがスタート！お茶の京都エリアにつ
いてＰＲしますのでお楽しみに！

令和３年11月13日（土）新たな旅の形「キャ

ンプツーリズム」を通した観光資源の磨き上
げを目指してお寺キャンプフェスが西本願寺
にて開催されました。

お茶の京都からは福寿園様、インセンスキッ
チン様に体験ブース出展をしていただきまし
た！京都府文化観光大使の平田進也さんに
よるお茶の京都エリアのPRタイムも！

2021年4月伏見は全国で唯一の「川の

港」としてみなとオアシスに登録。これ
を機に伏見みなと公園広場で開催され
たイベントで、お茶の京都のＰＲを実施
しました！
11月13日： 約2,300人、11月14日： 約
1,600人

リアル商談会（東京ビックサイト）
11月4日（木）、5日（金）（紅々葉、RE-SOCIAL）
来場者数：3,121人
データベース商談会 10月1日～1月末

（辻富、堀井七茗園、林屋久太郎商店、紅々葉、
京都巽庵、RE-SOCIAL）

宇治田原町内のフィールドワー
クや、やんたん里づくりの会・地
域おこし協力隊の皆様との意
見交換を通して地域理解を深
めていただきました！

令和３年11月6日（土）京都産業大学（中野ゼミ）フィールドワーク
に参加しました。

日本郵便（株）と連携し、教育年賀事業を実施

山城地域の子どもたちに、自分たちの地域が「お
茶の京都」であることをもっとよく知ってもらうため、
教育年賀事業を実施します！
地域内の公立小学校77校の児童のうち、約8000
人の児童が当DMOが寄贈したお茶の京都年賀

状を使用し、はがきの書き方の授業の中でお茶
の京都のことを学んでいただきます。

脇 博一
鈴木 貴典
寺井 豊
青木 真也
福森 浩幸
湯本 光
立石 麻優美
辰馬 佳司
二宮 彬
村田 收
小中 由季
前田 隆男
鈴木 美帆

社 長
副社長
総合企画局長（事務局長）
監理部長
統括事業部長
事業部長
事業部長
文化担当事業部長
地域づくり担当課長
企画総務課長
総務係長
広報専門員
事務員

アンケートでは91％の方大変満足・満足していただき、その多くが
また来たいおすすめしたいとの回答をいただきました！

萬福寺会場

サテライト会場

＜関連事業＞宇治茶ワークショップin宇治田原町 11月
21日実施（自主事業）

南山城村:三国林道からの初日の出

宗円交遊庵やんたんで手もみ体験を行いました！

全国の有力バイヤーに向けた販路拡大を目指す方のための商談会
が開催。お茶の京都エリアから出展者の募集・支援しました。

大阪発着プレミアム大茶会と黄檗山萬福寺を満喫していただ
ける特別なツアーを実施しました。当日は20名（定員）の方に
来ていただきました。

「茶づな」初の屋
外エントランスで
のイベント!!

現地参加者18名
オンライン参加者26名

※旅行会社との連携ツアー
クラブツーリズム企画バスツアー 参加者35名
JR東海ツアーズ企画ツアー 参加者14名
日本旅行企画ツアー 参加者8名

mailto:dmo@ochanokyoto.jp
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