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和束町地域力推進課
〒619‒1295
京都府相楽郡和束町釡塚生水14‒2
TEL 0774‒78‒3002　
FAX 0774‒78‒2799

■お問い合わせ先

和束町の
マスコットキャラ
茶茶ちゃん

達成者全員に茶源郷和束ならではの賞品をプレゼント！
※和束茶カフェ前の特設テントにてお渡しします。無くなり次第終了。

11月4日（土）以降の土日祝日限定注
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『うつりかわりの茶小屋』

Chabatake Art

 - Artist File -

Rikuji Makabe 眞壁 陸二
1971年 金沢出身
多摩美術大学絵画学科油画専攻卒

〈主な展覧会・プロジェクト〉

2010年 「男木島wallalley」 瀬戸内国際芸術祭（男木島、香川）

2012年 「何度も何度でも」 ベイスギャラリー（東京）

2012年 「イチハナリアートプロジェクト」 うるま市（伊計島、沖縄）

2012年 「SUSTAINABILITY」 Triumph Gallery（モスクワ、ロシア）

2015年 「森からはじまる物語」 金津創作の森（あわら市、福井）

2016年 「咸臨の家」 瀬戸内国際芸術祭2016（丸亀、香川）

2016年 「イチハナリアートプロジェクト」 うるま市（伊計島、沖縄）

2016年 「The forgotten myth」 ギャラリー点（金沢）

2017年 「青い舟小屋」 奥能登国際芸術祭（珠洲市、石川）

茶畑アート作家のご紹介

F
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Kayako Nakashima 中島 伽耶子
1990年 京都出身
東京芸術大学先端芸術表現博士課

程在籍 2015年 東京藝術大学先端芸術表現修
士課程卒業 2013年 京都精華大学洋画コース
卒業

〈主な展覧会歴〉
2017年 「六甲ミーツ・アート芸術

散歩2017」（神戸） 　　　　「Sculpture by the se
a」（Australia, Perth） 2016年 「ゲンビどこでも企画公募
」 広島市現代美術館（広島） 2016年 「瀬戸内国際芸術祭201
6」（香川） 2015年 「越後妻有アートトリエン
ナーレ大地の芸術祭2015」（新潟

） 2014年 「Art Setouchi 2014」（
香川） 2013年 「瀬戸内国際芸術祭201
3」（香川） 2012年 「越後妻有アートトリエン
ナーレ大地の芸術祭2012」（新潟

） 2011年 「中島伽耶子」個展 ギャラ
リーFLEUR（京都） 2011年 「うつそみの」展 けいはん
な記念公園（京都） 2010年 「風景̶中島伽耶子」個展
 ギャラリー7-23（京都）

〈パーマネント作品〉
2016年 「時のふる家」（香川県高

見島） 2013年 「うつりかわりの家」（香川
県高見島）

〈賞〉
2016年 「ゲンビどこでも企画公募

」 沢山遼賞

作品設置場所:

石寺の茶畑 茶農家の倉庫壁面

作品設置場所:

白栖 茶畑の中の小屋 眞壁陸二＋HIPSQUARE

作品タイトル
『Tea color hut / お茶の色の小屋』

茶畑ビューイング2017
Chabatake Viewing 2017

茶源郷 和束茶源郷 和束

開催期間：平成29年10月21日（土）～12月3日（日）
宇治茶の最大の生産地である和束町は、鎌倉時代から受け継がれ、日本遺産第1号「日本茶
800年の歴史散歩」にも認定された山腹に広がる美しい茶畑景観を有しています。この景観は、
山あいの狭小な道を抜けた先いたるところに広がっており、民家と茶畑が織りなすなりわい景観と
して、訪れた多くの人を心から感動させています。この茶畑景観を周遊するとともに、ここで生産さ
れた和束茶を召し上がっていただくことで、「茶源郷 和束」の魅力を五感で味わっていただきます。

01周遊ポイント

茶畑ハウス
美しい茶畑景観を観ながら、和
束茶で一服できる空間をご提供
いたします

■白栖長井茶畑景観
※11月4日オープン

■和束町観光案内所

02周遊ポイント

茶畑アート
茶畑景観をキャンパスに見立て、
その中に咲く一輪の花（＝アート
作品）をご鑑賞下さい

■石寺の山なり茶園
（アーティスト 眞壁陸二氏）

■白栖の茶畑
（アーティスト 中島伽耶子氏）

03周遊ポイント

茶畑景観周遊
日本
遺産
認 定

町内いたるところに広がる茶畑景観を
巡っていただき、マイベストビューポイン
トを見つけて下さい
■スタンプラリー トレッキングで散策
すべてのスタンプを集めて、商品をゲットしましょう
※11月4日以降の土日祝のみ和束茶カフェ－和束高橋（石寺
景観付近）間のピストンバス走行

■ゴルフカー試走
公道を走れるゴルフカーに乗って茶畑をめぐります
※1台につき、3名までご乗車いただけます

Chabatake  House Chabatake  Art Chabatake  View

※11月4日～12月3日実施

My Best 
Viewing Spot

Walking
ウォーキング

本マップ
茶源郷めぐり和束トレイルマップ
緑泉コースマップ をご活用ください。
※スタンプラリーは11月4日以降の土日祝日のみ実施

マイベストビューイングスポットを見つけて
和束の茶畑景観をお楽しみください！

1
Choice

Bicycle Rental
レンタサイクル

・ 和束茶カフェで貸出　
・ 全日 10時～17時 （日曜 9時～）　
・ ¥1,000円/人
・ 10台限定

2
Choice

Golf Car
ゴルフカート

運転手付きカートに乗って
石寺・白栖景観を周遊（1時間程度）
・ 11月4日～12月3日運行（荒天中止）
・ 和束茶カフェ前で当日申込　
・ 全日 10時～16時　・ 乗車3人まで

3
Choice

Free Shuttle Bus
無料シャトルバス

和束茶カフェと石寺間で
無料シャトルバスを運行します。
運行日：期間中の土日祝日のみ（11月4日、5日除く）
運行時間：10時から16時まで30分間隔で運行
乗り場：①和束茶カフェ　②長井バス停　
 ③和束高橋バス停

4
Choice



下島
Shimojima

石寺
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撰原
Erihara

白栖
Shirasu

茶畑ビューイング2017

観光案内所（茶畑ハウス）
シャトルバス運行ルート

シャトルバス運行ルート

緑
泉
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ー
ス

桜の
せせ
らぎ
小径

緑
泉
コ
ー
ス

シャトルバス乗降場所

スタンプラリーポイント ※土日祝日のみ実施

和束茶カフェから各スタンプラリー
ポイントまでの距離

トイレ

発着地点

和束長井バス停
乗降地点

乗降地点

平成29年4月にオープン。案内所の中からは、お
茶の京都ロゴマークに見立てた障子越しに、日
本遺産に認定された「釡塚の茶畑」景観が楽し
めます。（9時～17時） 
TEL.0774-78-0300

この先、道路が狭くなって
おりますので、観光車両の
通行はお控えください。

和束茶カフェ

地元茶農家さん直送の厳選された茶葉や和束
産のお茶を使ったスイーツなどの特産品が揃い
ます。店の奥には木のぬくもりに包まれたカフェ
スペースもございます。（10時～17時※日曜のみ
9時～） TEL.0774-78-4180

白栖茶畑アート

中島伽耶子・作 『うつりかわりの茶小屋』
太陽の粒が、茶小屋をてらします。
時間とともに変化する光を眺めながら、この地でお茶とともに
生活してきた人々の歴史に想いをはせる、静かな空間になれば
と思います。

茶園に囲まれたポイントに立寄り（白栖大持）

マナーを守って茶畑ビューイングを楽しみましょう
・茶畑は私有地です。無断で入らないでください。
・茶葉には勝手に触らないでください。
・農作業の邪魔になる行為は避けてください。
・民家の近くでは大きな声を出すなどの迷惑行為はご遠慮ください。
・ゴミは持ち帰りましょう。
・交通ルールを守って歩行してください。

和束高橋バス停

ゴルフカート走行ルート

ゴル
フカ
ート
走行
ルー
ト

緑泉コースウォーキングルート
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Chabatake Viewing 2017

平成29年10月21日（土）～12月3日（日）

石寺茶畑アート

眞壁陸二・作 『Tea color hut / お茶の色の小屋』
この土地を開拓した古を偲び、またこの土地の未来を想像し
ながら、お茶にまつわる多様な色彩を織り込んだ作品。断片的
にモノクロームで描いた風景は和束の茶畑の景色や生業であ
るお茶の栽培の様子とこの土地の自然の風景を描いている。

茶畑ハウス

白栖地区の茶畑と集落が織りなす生業景観を眺めながら、日本茶
インストラクターによる和束茶の振る舞いが楽しめます。（有料）
11月4日以降の土日祝日のみ営業（10時～16時）

和束町役場コンビニ

駐車場 安積親王陵墓

天空
カフェ

京都和束荘

弥勒
磨崖仏

撰原茶畑景観
ビューポイント

白栖橋

石寺茶畑景観すぐ横
（土日祝のみ）

石田長栄堂

竹谷酒店

白栖区公民館

①
②
③
④
⑤

白栖茶畑アート
撰原ビューポイント
石寺茶畑アート
長井茶畑ハウス
観 光 案 内 所

0.8km
2.0km
2.8km
1.8km
0.7km

…
…
…
…
…

（徒歩約12分）
（徒歩約26分）
（徒歩約40分）
（徒歩約20分）
（徒歩約10分）

スタンプラリー③ スタンプラリー②

スタンプラリー④

スタンプラリー⑤

スタンプラリー①

この先、道路が狭くなって
おりますので、観光車両の
通行はお控えください。


