
セミナー名称 主催者名 11/7 11/8 11/9 11/10 会場 セミナー開催時間 定員 受講料 紹介文 事前申し込み・問合せ先

1
茶師の古文書を読む
－上林三入家文書　番外編－

沢村　信一 ● 901 12：30～13：30 30人 1,500円

宇治の茶師の古文書、特に三入家古文書は大名からの書
状が多く残されており、貴重な資料である。
これまで多くの報告があるが、今回はそれ以外のものにつ
いて検討する。

2 茶の粉砕の歴史 沢村　信一 ● 902 11：00～12：00 30人 1,500円
古来から現代に至るまで、茶は粉砕して飲用されてきた。
その歴史の変遷や、茶の形態・粉砕道具・粉砕粒度・食感等
について解説する。

3 織田信長の茶会 茶学の会 ● 910 13：30～16：00 100人 2,000円
織田信長の茶会のついては、あまり知られていない。
今回、信長の茶会とその政治的意味合いなどについて講演
し、また茶会を再現してみる。

沢村　信一
awaji@gem.bekkoame.ne.jp
当日受付

4 「日本茶カフェ」対象セミナー 株式会社製茶問屋 山梨商店 ● ● ● ● 902 13：00～14：00 30人 2,000円
多種多様な日本茶の仕様や淹れ方などについて、お茶カ
フェを経営する皆様対象の講習会です。

株式会社製茶問屋山梨商店
山梨　宏之
054-252-0503
yamacha@quartz.ocn.ne.jp

5
熟成を愉しむ　晩茶の未来を考える
（セミナー講師：松下智氏）

お茶ガイド、日本黒茶協会 ● 903

セミナー
13：00～14：30
先生を囲む茶話会
15：00～15：45

30人
セミナー　3,000円
先生を囲む茶話会　1,000円

○セミナー講師に半世紀以上に渡りアジア諸国の喫茶風俗
や茶の産地を調査し続け茶に関して多数の著者を書いてい
る松下智先生、ナビゲーターに大森正司名誉教授を迎え、
先生が現在最も力を注いでいる晩茶に関することをフリー
トークしていただきます。
○セミナー後、松下智先生を囲む茶話会では、毎年先生の
元に送られてくる特別な広東省石古坪烏龍を飲みながら、
茶の原産地を訪ねる旅の話などをお聞きします。

6
熟成を愉しむ　究極の熟成茶、プーアル茶とは
（セミナー講師：坂田完三氏）

お茶ガイド、日本黒茶協会 ● 903

晩茶・番茶を味わう茶会
11：00～11：50
セミナー
13：00～14：30
先生を囲む茶話会
15：00～15：45

茶会20人
セミナー・茶
話会：30人

晩茶・番茶を味わう茶会　1,000円
セミナー　3,000円
先生を囲む茶会　1,000円

○セミナー講師に京都大学名誉教授坂田完三農学博士、ナ
ビゲーターに大森正司名誉教授を迎え、お茶の熟成につい
てお話いただきます。
○セミナー後、坂田完三先生を囲む茶話会では、特別なお
茶をいただきながら、先生との交流を楽しんでいただきたい
と思います。

7
熟成を愉しむ　評茶師が伝授する後熟の魅力
（セミナー講師：林聖泰氏）

お茶ガイド、日本黒茶協会 ● 903

晩茶・番茶を味わう茶会
11：00～11：50
セミナー
13：00～14：30
先生を囲む茶話会
15：00～15：45

茶会20人
セミナー・茶
話会：30人

晩茶・番茶を味わう茶会　1,000円
セミナー　3,000円
先生を囲む茶会　1,000円

○セミナー講師に林華泰茶行・華泰茶荘五代目林聖泰先
生、ナビゲーターに大森正司名誉教授を迎え、台湾や中国
で人気の烏龍茶と黒茶の「後熟」について、原材料・製造方
法・保管方法、保管場所、後熟時間など、入手困難な20年熟
成したお茶を飲み比べながら、熟成の理論と魅力を体験して
いただきます。
○セミナー後、林聖泰先生を囲む茶話会で、セミナーで飲み
きれなかったとっておきのお茶を味わっていただきます。

8

「荒茶」と「湯のみ」の間－茶業者の存在意義－
（研修会講師：小島康平氏）

熟成を愉しむ　中国黒茶の今
（セミナー講師：王亜雷氏）

お茶ガイド、日本黒茶協会 ● 903

研修会
10：15～12：15
セミナー
13：00～14：30
先生を囲む茶話会
15：00～15：45

30人
研修会　3,000円
セミナー　3,000円
先生を囲む茶会　1,000円

○研修会講師に株式会社小島康平商店小島康平氏、ナビ
ゲーターに大森正司名誉教授を迎え、日本茶・静岡茶の仕
入れ、火入れについての解説をお茶のテイスティングを交え
ながら行う研修会です。
○セミナー講師に日本中国茶協会王亜雷代表、ナビゲー
ターに大森正司名誉教授を迎え、中国黒茶の現状につてお
話いただきます。
○セミナー後、王亜雷先生を囲む茶話会では、実際に各省
で盛んに作られている中国黒茶を味わっていただきます。

10：30～11：30

13：30～14：30

● 901 15：20～16：00

● 901 11：00～11：40

11
第７回世界お茶まつり実行委員会主催セミナー
喫茶以外の魅力再発見～茶の木人形～

田中　正流 ● ● 901 13：00～14：30 30人 500円

世界各地にお茶の産地はありますが、茶の木を細工して作
る文化は宇治にのみ伝わっています。
お茶は飲む以外にも楽しんでいただけます。その歴史的な
価値について紹介させていただきます。

第7回世界お茶まつり実行委員会
054-202-1488
wof@pref.shizuoka.lg.jp

12
高級評茶師の視点から国産の紅茶と烏龍茶を
楽しむ

中国茶インストラクター協会
(講師：林聖泰、白石秀典、河村圭
位子)

● 905 14：00～15：30 30人 3,500円
中国の国家標準と評茶用語に触れながら、国産の紅茶と烏
龍茶の特徴と中国の紅茶･烏龍茶の違いや楽しみ方を、講
師厳選のお茶を飲みながら楽しんで頂きます。

中国茶インストラクター協会
佐藤　光浩
080-4169-8024
accs7zhe@i.softbank.jp

13
英国の紅茶文化と最新情報
新たに注目される日本茶のイメージとは

ティーアカデミージャパン
スチュワード麻子

● 904
10：30～11：30

13：30～14：30
各回50人 1,500円

「紅茶の国」イギリスの紅茶文化はどのように広まり現在に
至るのか、流通する商品の最新情報とともに、近年ブームと
なっている日本茶のイメージ、何が期待され何故人気がある
のかを、イギリス在住22年、ロンドンの UK Tea Academy で
日本人唯一の講師が紹介。

ティーアカデミージャパン
https://www.facebook.com/teaacademyjap
an/

info@teaacademyjapan.com

14 急須の謎解き100分間 静岡大学「茶の世界」チーム ● 910
10：15～11：55
（受付：10：00～10：15）

70人 2,000円

第一部では、考古学、浮世絵。江戸文学の研究者3氏。第二部
は、常滑急須作家３氏が、急須の歴史と未来について徹底的に語
る。静岡大学「茶の世界｣授業のスピンオフ講座！
パネリスト：小二田誠二（静岡大学教授）・長佐古真也（東京埋蔵
文化財センター）・吉野亜湖（静岡大学非常勤講師）
作家：磯部輝之・秋景・雪堂（コーディネーター：石部健太朗（茶
商））

石部
shizuokanishikien@gmail.com

● 904 13：30～14：30

● 904 13：30～14：30

●
13：00～14：00
14：00～15：00

●

10：30～11：30
11：30～12：30
13：00～14：00
14：00～15：00

17
ホテル・レストランでの和紅茶の特徴を活かす
サービスの仕方

静岡紅茶株式会社 ● 904 10：15～11：45 20人 1,000円
コンサルタント業務としてホテル様の個性を活かしたサービ
ス手法や食事やスイーツとの組み合わせをご提案。その事
例を紅茶とお菓子を楽しみながらお話いたします。

18
集まれ！Tea Lover
世界に認められる、日本の紅茶の美味しさを求め
て

静岡紅茶株式会社 ● 904 12：30～14：00 20人 1,000円
英国の国際品評会「Great Taste Award」にて、6年連続金賞
2つ星、2年連続最高金賞3つ星を受賞。受賞紅茶とお菓子を
楽しみながらの講義です。

19
紅茶産業の活性化は、サプライチェーンで創り出
せ！

静岡紅茶株式会社 ● 904 14：30～16：00 20人 1,000円

農林水産省「国産原材料サプライチェーン構築事業」にて、
日本産紅茶の品質向上・販路開拓・ブランド構築を10 年間
実践。その結果、英国品評会「Great Taste Award」にて6 年
連続金賞2 つ星、2 年連続最高位金賞3 つ星を受賞。茶農
家・加工業者・メーカーの協力の重要性について。

● 902 15：00～16：00

● 901 10：30～11：30

● 902 10：30～11：30

● 12：00～13：30

● 10：30～12：00

22 シングルオリジンの日本茶　海外セミナーの反応 ブレケル･オスカル ● 905 15：00～16：00
ブレケル・オスカル氏が世界各国で行ってきた日本茶セミ
ナーで得た最新情報を皆様と共有します。
オスカルセレクトのシングルオリジンティーの試飲付き

23
Single Estate Sencha and the future of Japanese
tea

Per Oscar Brekell ● 904 11：30～12：30

During this presentation Oscar Brekell, a certified Japanese
tea instructor who has spent a year as a trainee at the Tea
Research Center in Shizuoka, will share his views on the
current state of the Japanese tea industry, and what we
can expect in the future. Samples of rare single estate
Japanese tea will be offered during the presentation.

24
アメリカの日本茶カフェの歴史～明治・大正時代
の海外広告戦略

吉野　亜湖 ● 902 15：00～16：00 30人 2,000円

明治・大正時代に日本茶カフェがアメリカにあったのをご存
知ですか？日本緑茶がどのようにアメリカ人に飲まれていた
のか。歴史のお話しと当時の再現茶の子音も楽しんでくださ
い。

吉野
yoshinoako@gmail.com

産業・文化･学術セミナー　セミナー一覧

沢村　信一
awaji@gem.bekkoame.ne.jp
事前予約受付可

宝迫　典子
090-8024-9931
tea@shinowazuri.com
要事前予約

9 日本茶のビンテージを知る 石部　健太朗 ● 901 各回20人 3,000円

日本茶のヴィンテージが持つ可能性。
現在、流通している商品としての茶は「新茶」そして「当年産
の茶」です。ヴィンテージの日本茶が定着すれば前述の２種
ではない「第３の商品」としての茶となります。
飲んで楽しむ事は勿論ですが、コレクション性や年度といっ
た時系列があるが故のギフトなどともなります。
今回のセミナーでは２００２年産、２００３年産、２００４年産の
シングルオリジンの日本茶を資料茶として使用し、実際に拝
見を織り交ぜて行います。

石部
054-278-6895
shizuoka@nishikien.com

10
第７回世界お茶まつり実行委員会主催セミナー
旅の友　汽車土瓶の世界

畑中　英二 30人 無料
日本の食文化の中核をなす喫茶と弁当が鉄道の旅に持ち
込まれたのが駅弁と汽車土瓶。汽車土瓶の歴史と魅力につ
いてお話しします。

第7回世界お茶まつり実行委員会
054-202-1488
wof@pref.shizuoka.lg.jp

15 台湾茶説明会 台湾沙坑公司　恵美壽 各回30人 無料

台湾特色茶紹介・・・包種茶・東方美人茶・凍頂烏龍茶・高山
茶・紅茶・台東紅烏龍・熟成茶・燻製茶
品評の方法・・・様々な種類のお茶を拝見し、同じジャンルの
お茶をグレードごと評価する

株式会社山一貿易
y-trading@qc.commufa.jp
※事前受付無し

16 無限に広がる茶の世界
青蛾茶房　鈴木朋博
茶壷天堂　井上菜津子

906 各回10人 5,000円

健康に寄与するとして世界的にも注目されている歴史のあ
る黒茶。その全てを楽しく理解していただきたいと思います。
内容　①　普洱餅茶を作る
         ②　様々な形と年代の黒茶を紹介
         ③　様々な黒茶を飲む

鈴木
lingmu0@gmail.com
井上
natch551@gmail.com

静岡紅茶株式会社　白鳥
054-201-2002
info@shizuoka-tea.jp
※要事前予約

20
茶の品種から考える「これまで と これから の日
本茶」

品種茶専門店　心向樹 各回20人 2,300円

茶の品種について、育成された年代や当時の情勢を踏まえ
て品種それぞれの個性や特性を見つめます。
実際に初期の品種から最新の品種茶まで飲み比べをしなが
ら実感し、これからの品種を考えます。

品種茶専門店　心向樹　川口
04-2001-6465
hinshucha@shinkoju.com

21 中国茶の力で美と健康 日中雅交流会 905 各回24人 1,000円
お茶の世界にも陰と陽があり、自分の体質を知って陰陽五
行から体に合う中国茶を知りましょう！

鄭　燕(テイ　エン)
xdxhjh781220@gmail.com

各回20人 5,000円
ブレケル・オスカル(Per Oscar Brekell)
info@brekell.com


