
 
＜＜参加者募集＞＞ 

 
毎年恒例の地域密着型茶摘みツアー 

2019年 6月 8日（土曜日）-9日（日曜日） 

 

The tea picking tour will be held on the 8-9th June, 2019. 

 

スケジュール Schedule＜雨天決行 a rain-or-shine event＞ 

（状況によりプログラムを変更する場合があります。Programs may be changed depending on 

circumstances.） 

 

6 月 8 日（土） Saturday 

 

09:15  静岡駅北口送迎車出発 要予約 The shuttle car will pick you up in 

front of the police box at the North Exit of JR Shizuoka station  

 

10:30  ペンション「くさぎ里」集合 受付 If you take your own car, meet at 

the Kusagiri inn  

 

11:00     オリエンテーション (食堂にて) Orientation 

 

受付け・部屋割・荷物移動＠食堂 

開講式＠食堂 

「隠れ茶を守る会」活動紹介 

30 秒自己紹介（お名前、ご職業・参加動機） 

講座スケジュール確認 

質疑応答 

12:15  昼食（ヤマメ蒲焼弁当）lunch (teriyaki fish & rice)・お茶プチ講座 

 

13:30     茶摘み・手揉み・(放棄茶畑再生) tea picking and hand-made tea 

 

17:00     風呂 Bath in Onsen, hot spring 

 

19:00  夕食・交流会 dinner (交流会ではお飲物をお持ち込みできます） 

  



 

 

 

 

 

 

 

茶摘み・手揉み・夕食 

 

6 月 9 日（日）Sunday 

 

7:00 朝食＋朴葉おにぎり作り breakfast + prepare own lunch 

 

8:30 安倍川源流へ出発 leave for Abe River walk 

 

11:30 「天空の茶畑」見学・昼食・振り返り visit the highest tea garden in Japan, 

lunch 

 

15:30 梅ヶ島コンヤの里テニスコート駐車場にて解散・ 静岡駅に向けて送

迎車出発 the shuttle car leaves for JR Shizuoka station   

 

17:00 静岡駅着（道路状況などにより前後することがあります）arrive at 

Shizuoka station  

 

   

 

 

 

 

 

朝食・安倍川源流・天空の茶畑・昼食・プチお茶講座 



募集人数： 20 名 number of applicants: 20 peoples 

 

締め切り： 2019 年 5 月 31 日（定員になり次第に締め切り）apply by May 

31st/or before 20 applicants filled 

 

参加費用： ￥26,000 yen（早割り 3 月 20 日までにお申し込み） ￥30,000

（3 月 21 日以降お申込み＝東京農大にお申込み予定）1 泊 4 食入湯税・旅

行保険含む（現地までの交通費は各自負担） 

 

Fee: ￥26,000（applicant before March 20th)   

￥30,000 (applicant after March 21st) including 2 lunches, breakfast, dinner, hot 

spring tax, insurance (the transportation fee to Shizuoka station /Kusasgiri inn is on 

your account) 

 

宿泊： ペンションくさぎ里（くさぎり）http://kusagiri.com/  

Place to stay is Kusagiri inn, 2 persons x 2 rooms, 4 persons x 3 rooms, 5 persons x 

1 room will share a room 

 

    〒421-2301 静岡市葵区梅ヶ島 4797（tel.054-269-2263） 

 

集合場所/時刻： ペンションくさぎ里 / 6 月 8 日 10:30 または JR 静岡駅

北口駐車場 9:15 

 

交通：  

 

●JRでお越しの方 JR静岡駅北口左手にある交番先の駐車場よりくさぎ里

の送迎車（要予約）が 9:15 に発車 

 

●マイカーでお越しの方  

 

東京用賀 I.C⇒ 御殿場から新東名⇒ 新静岡 I.C. 120 分⇒ ペンションく

さぎ里 50 分 

 

東名高速道路渋滞回避のため、早朝のご出発をお薦めします。早くご到着

の場合は、ご遠慮なく「くさぎ里」内にてご休憩ください。囲炉裏の休憩

所があります。 

 

服装： 長袖シャツ、長ズボン、（虫よけのため）長いソックス、（麦わ

ら）帽子、長靴（または濡れても良い運動靴/トレッキングシューズ）、防

寒着（ヤッケ/ジャンバー） 

 

http://kusagiri.com/


持ち物： 筆記用具、バックパック、水筒（当日民宿にて水の補充可）、

タオル、登山用手袋（軍手）、上下に分かれた雨合羽、傘、日焼け止めク

リーム、洗面具、着替え、保険証 

 

 

申し込み/送迎車予約/問合せ：   

 

アグリ・グリーン エコツアーズ（株） ag.ecotours@gmail.com （齋藤） 

 

 ①お名前 ⓶性別 ③生年月日 ④年齢 ⑤メールアドレス ⑥ご住所 

⑦携帯番号 ⑧交通手段/送迎バスの要不要  を件名：2019 茶摘みツアー

申し込み にてお知らせください 

 

Application/Reservation of a shuttle car/Inquiry: 

 

Apply to AgriGreen EcoTours with the following information: ①name ⓶sex 

③birthday ④age ⑤Email address ⑥residence address ⑦mobile phone 

number ⑧come with JR or own car with subject “Application: 2019 June Tea 

Picking Tour” 

 

mailto:ag.ecotours@gmail.com （Mail to M. Saito）+81-90-4176-2416 

 

Please contact us for any questions and further details on this event. 

 

mailto:ag.ecotours@gmail.com

