乙・″．く

匹、

お茶の木はもともと︑中国の南

一 部︑雲南省のあたりがふるさとだ

わが国のお茶に関して現在残っ

・ といわれています︒
づ

〜 ているもっとも古い記録は奈良時

ご 代までさかのぼるといかれますが︑

ぺ 本格的にお茶を飲む風習が伝わる

匹一 のは鎌倉時代に宋から帰国した僧・

・ 栄西が日本に茶の種を持ち込んで

そのお茶を宇治に伝えたのは︑

ぃ・ からでした︒
一li

．︱．．譲
．り
﹃受
．け
．た京
．都栂尾
−とかのお
栄西か
ら
茶
を
み‑tir＼.ｗ

高山寺の明恵という僧だと伝えら

れています︒萬福寺の山門前には

この歌碑は︑宇治の人々がお茶の

服﹂のもとになりました︒といっ

た︒これは今も続いている﹁茶香

ij≪ ｆＣＪかげ．．︲．．．−−−．−．
駒の蹄影の歌碑が建つていますが︑

種のまき方を知らずに困っていた

江戸時代の中ごろに︑宇治田原

ければならなかったのです︒

当時は大名行列でさえ道を譲らな

したてる様子が良く分かります︒

ためく様子と︑過ぎたあとのはや

ちが︑通り過ぎる行列にあわてふ

歌われています︒沿道に住む人た

と︑茶つぼ道中の様子は童謡にも

抜けたらドンドコシヨ

ン

茶つぼに追われてド︒ピンシャ

ズイ

ズイズイズッコロバシゴマミソ

つぼ道中﹂がありました︒

お茶を宇治から江戸に運ぶ﹁お茶

江戸時代になると︑将軍が飲む

違ったものだったと考えられます︒

茶︶の産地を比べた﹁闘茶﹂とは

み比べるものですから︑碩茶︵抹

ても﹁茶香服﹂は玉露や煎茶を飲

Ｉｊ

ところ︑明恵が畑に馬で乗り入れ︑

︱
−■ ｊＩｄｊＳ ｌＩ Ｊ
﹁馬︵諭があとに種をまけばよい︶

と教えたという言い伝えによるも
のです︒

こうして栂尾から︑宇治に伝え

られたお茶はやがて宇治茶として︑

全国に広く知られていきます︒

室町時代︑将軍足利義満は後に

﹁宇治七名園﹂と呼ばれるすぐれた

茶園を宇治の地に作りました︒こ

れらは﹁森︑祝井︑宇文字︑川下︑

奥ノ山︑朝日に続く琵琶とこそ知

れ﹂と和歌にも詠まれるほどでし

たが︑今では宇治善法の﹁奥ノ山

茶園﹂︵宇治市の名木百選の一つ︶

を除き︑ほとんどがなくなってし
まいました︒

南北朝から室町時代にかけ︑お

茶を飲みあてて︑その成績を競う

﹁闘茶﹂というゲームが流行しまし

の湯屋谷の永谷宗円という人が宇

治茶に変革をもたらしました︒こ

れまでは︑茶の芽を釜で炒って︑

ムシロの上で手足でもみ︑日光で

乾燥させていましたが︑宗円は二

の製法を改良をし︑火力で乾燥さ

せながら手でもむ製茶法を考えた

のです︒

新しい製法の煎茶は色や香り︑

味が良く江戸や各地で非常に評判

が高く︑大いにもてはやされまし

た︒この新しい茶の製造方法は

﹁手もみ製法﹂とよばれ︑日本の緑

茶技術の基礎となっています︒

△製茶場の様子

もっと知りたい
お茶のこと

宇治といえば﹁お茶﹂︒
宇治を中心とする山城地方
は︑茶の生育に恵まれた気
候風土によって昔から茶作
りが盛んです︒ここで作ら
れるお茶は﹁宇治茶﹂と呼
ばれ︑全国的にその名を知
られています︒市では︑宇
治市の代名詞になっている
﹁お茶﹂が︑伝統産業とし
てますます発展し︑また︑
お茶の木が市民の皆さんに
よって守り育てられること
を願い︑昭和五十六年三月
に﹁ちゃの木﹂を市の宝木
に制定しました︒
今回︑私たちの暮らしに
身近な﹁宇治茶﹂の話題を
様々な角度から取り上げ特

宇治茶の歩み

△明治時代の茶摘み風景
(大日本物産図会から。右下も同じ)

‑･ニr.^iΞ^Mi‑皿建r^m&皿う号こ三三こ

ゝ、
へ

Ｙ
匹，

お茶特集号
⑩

‑i,'H'i^‑￡i^

阿
平成７年
1995

集しました︒知っているよ
うで意外と知らないことも
あるのではないでしょうか︒

口口

7iSぞS晟:S7S‑
.:''S‑^Ti:'j'X

si∃f・!￡s^哨
7Ξ7smsr≫.s^jSiK

さあ︑お茶でも飲みながら
気軽にお読みください︒

宇治公民館・版画サークル
大西利春さんの作一
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｀

申

培されている木はそれぞ

たものですが︑実際に栽

は同じ茶の木から作られ

す︒これらは植物分類上

類︵下図参照︶がありま

お茶にはいろいろな種

どがあります︒遠目には

向き︑玉露向きのものな

用の品種の中にも︑煎茶

用いられています︒緑茶

さく︑寒さに強い種類が

緑茶には身の丈と葉が小

と二つのグループがあり︑

茶の木は大きく分ける

﹁あさひ﹂﹁さみどり﹂は︑

原いたもの︶が得られる

噪︵抹茶はこれを臼で

ンの量が減り︑うまみの

苦みのもとになるタンニ

葉檀
を紅
蒸色
さで
ず香
完り
全か
に高
醗い
酵︒
しイ
てン
乾ド
燥︑
しス
たリ
茶ラ
︒ン
濃
﹇い
茶⁝
カが主な産地

｀
緑茶と紅茶の中間に位置する香り高い茶︒
ウーロン茶⁝﹇中国 台湾か主な産地

｀
中国で作られ︑わずかに醗酵させた釜炒り
包 種 茶 ・・﹇茶・普通花の香りを付ける

番茶を強火で炒り︑香ばしい香りを出した
１ １ ４Ｊ／ Γもの
製
四︱釜炒製王緑茶⁝ 釜で炒ってから揉みながら乾燥させたもの

一番茶摘み取り後の硬くなった芽や茎を︑
蒸して乾燥させたもの

最も良く飲まれている茶︒新芽を蒸し︑揉
んで乾燥させたもの︒上級品ほどうまみと
香りがある
゛゛゛゛
煎茶の揉む工程を省略して曲玉状にした茶

よしずなで茶園覆い直射光避け
エレ﹂﹂﹂ｔ︸︒﹇てうまみを増やし︑苦みを押さえた高級茶

﹁﹂レ﹂は宇治で主に作られている茶
︒︒︒︒．ＭＩ圈 玉露と同様に栽培し︑蒸した葉を揉まない
四ト八入
て Ｉ＝﹁で乾燥させたもの︒礦いたものか抹茶
ぐ

れのお茶向きに品種改良

どれも同じように見える

上

が重ねられたものです︒

茶園ですが︑近付いて見

ねて育てあげた︑代表的

宇治の茶農家が改良を重

緑茶も紅茶も同じ茶の木

お茶ができるまで
日本で作られているお茶にはいろい
ろな種類があります︒宇治で作られて
いるのはてん茶︑玉露︑煎茶が大部分
で︑生産量では合わせて七十トン︵六
年度︶と全国から見ると極々少ないも
の︒しかし︑これらはいずれも品質の
高さが売り物です︒それでは優良茶の
代名詞﹁宇治茶﹂はどうやって栽培さ
れ︑製品となるのでしょうか︑ご紹介
します︒

ると葉の色や形などにそ

な品種です︒

現在では大量のお茶を

もとであるアミノ酸の量

た荒茶はその後精製加工

いわれています︒作られ

の茶づくりに生かされてい

によって受け継がれ︑現在

製造工程

てん茶

・玉露

冷却機茶の葉を散らせ水分を取り除きながら冷やす

もみながら熱風で乾かす

優れた品質の玉露やてん

効率良く作るため︑お茶

こうして摘まれた茶葉

され︑商品として全国に

ら多量の熱風で

茶の葉に熱と

茶園を覆い手で摘む

摘みも製茶も機械化が進

一方︑煎茶を摘む木に

が多くなるのです︒

心︑まず荒茶を作る工程

ます︒

乾かす

二

んでいます︒

は覆いはせず︑太陽の光

れ︑今では手づくりに劣ら

に送られます︒荒茶とは︑

出回ります︵下図参照︶︒

ぬ努力により︑市内で作ら

茶葉をもみなが

示
姉

圧力を加え、

お茶摘みは全国的には
年に二︑三回機械で葉を

タンニンの量は多くなり
ますが︑適度な苦み渋み

を十分に受けて育ちます︒

がもたらすさわやかさが

摘むのが多いようです︒

られるお茶の大部分を占

これに対して︑宇治で作

めるてん茶や玉露用の木

特徴といえるでしょう︒

ない良いお茶が生産されて

います︒一方︑伝統的な手

｀選加工される前の第一

製茶の工程は︑明治の

れた宇治茶は毎年︑全国や

もみでの茶づくりの技術も

に加工の工程で作られる

中ごろまではすべて手作

関西の茶品評会の上位に入

﹁宇治茶製法技術保存協会﹂

心茶のこと︒荒茶づくり

業でした︒しかしその後︑

賞しているのです︒

丹精込めた製茶法

は︑新芽が伸びる時期に
よしずやわらなどで茶園
に覆いをして育て︑新芽
を年に一回︑ていねいに
人の手で摘むのが特徴で
す︒覆いをして直射日光
を避けることで︑茶葉の
中に蓄禧百れÅ晟分の内︑

心高級品を作るための基

すべての工程が機械化さ

製茶機械の発達によって

こうした関係者のたゆま

礎的で大切な工程で︑生

乾かす。ここまでが荒茶製造工程

4●

゛粗揉m

−
む

精揉機

中揉機

らに向上するよう調整

金網上に茶の葉を均−に散らせ、熱風で

きや葉脈を分離させる

茶の葉を蒸す

匹。。皆

皿

4●

形を整える

を取り除き、形を整えると共に

切断された荒茶からく

もの

覆いをする

覆いをしないもの
(露天園)
→

煎
茶

蒸機

総合仕上機

茶葉を蒸す

風選機

にそろえる

4●

●・

４

切断する

蒸機

石臼に合った大きさ

ヴ
￢

m.

需日

ｆ

ふるい分け機

r ７こrl
C二二二コ

尽

茶の葉を細かく

図

切断機

照

→

。
圧者の腕の見せどころと

：▼

４

乾燥機

紅

四哩'

の分類
‑

茶

れぞれ個性があるのです︒

▲摘みたての茶葉
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ｊＬ丿;:』,ゾトI山卜1に「丿

おいしいお茶の入れ方
家族みんなで過ごす時間。おいしいお茶を入れましょう

煎茶
①お茶の葉を急須に入れます。一人当たり小さじ１杯（約
２グラム）で人数分を。大人数で飲むときは少なめに、小
人数のときは多めに入れればちょうどよい加減に。
②お湯は５分間ほど沸騰させたものを使います。急須や湯
のみなど使用する茶器にお湯を入れて冷ますと茶器も温ま
ります。一度お湯を移すと温度が約10°C下がります。ちな
みにポットのお湯は約90=Cです。煎茶を入れる時は70°Cく
らいのお湯を一人当たり50cc程度注ぎ、約２分待ちましょ
う。
③湯のみに少しずつ順番に入れていきましょう。お茶は急
須に残った最後の一滴まで注ぎ切るのが大切です。

抹茶

くに山盛り２杯︵約２グラ

①茶わんに抹茶を︑茶しゃ

ム︶入れます︒

②十分に沸騰させたお湯約

70aを静かに注ぎます︒

③初めは茶せんで底の抹茶

を溶かして︑次に茶せんを

やや浮かしてよくかきまぜ

ましょう︒細かい泡が立っ

たら静かに茶せんをあげて︑

出来上がりです︒

玉露

①煎茶の時の要領でお湯を
いが適温︒急須にお茶の葉

冷まします︒50〜60℃くら を一人当たり小さじ山盛り

す︒

１杯︵約３グラム︶入れま

②急須に冷ました湯を一人

半待ちましょう︒この間に

当たり約20a入れ︑約２分

出されます︒

玉露ならではのけみが引き

③少しずつ湯のみにお茶を

注ぎます︒最後の一滴まで

注ぎ切りましょう︒

※これはあくまで目安です︒

抹茶をつかって

いるかい。特に緑茶はビタミンＣがとても豊富。ほかに

蒸しパン

もお茶の渋みや苦みのもとになるタンニンやカフェイン、
ビタミンＥ、緑茶の甘みのもとになるアミノ酸などがあ
るんだよ。これらは下に書いてあるような、体にいい

小麦粉80 g、卵Ｍ寸２個、

働きをたくさんしてくれるんだ。

お茶の効能

ＣＯＯＫＩＮＧ
〈材料・４個分〉

お茶には、いろいろな成分が含まれているのを知って

▲てん茶

玉

富

ノ

植物油大さじ2/2、牛乳大さ
じ1％、抹茶小さじ２、ベー
キングパウダー小さじ１、砂

スを入れて③を流し入

石臼

ホ

ホ

中

論 ぶあ
【!男 .〃5

↓
｢贋Tm
↑

●●

KB

●●●●●●●●

︷

⑤…蒸し器で蒸す。中

て、生地がついてこな
ければ出来上がりです。
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﹄

︱

き味
心香

心付近を竹ぐしでさし

バ｀﹄粉
万さ

れる。

◆タンニンには虫歯予防︑口臭予防や血圧の上昇

をぬり、底にアルミケー

整えます︒最近は︑がんを抑える作用もあるとい

④…カップ型に植物油

を下げる作用があります︒また︑おなかの調子も

まで混ぜ合わす。

われています︒

③･‥②に①を入れ、泡立て器で生地をなめらかになる

れている時に飲むと頭もすっきりします︒利尿作

泡立てる。さらに抹茶を入れて混ぜ合わす。

◆カフェインには覚醒作用があって︑寝不足や疲

にかける。
②…卵、砂糖、牛乳、植物油をミキサーに入れてよく

用もあります︒

〈作り方〉
①…小麦粉とベーキングパウダーを混ぜて２回ふるい

◆ビタミンＣにはシミやソバカスを防ぐ作用があ

ります︒

糖30 g

お茶を飲みすぎた和尚さんの話

茶地獄
ます︒後ろ姿からも︑仏につかえる者の

﹁宇治・山城の民話﹂から

宇治民話の会著

宇治の山里に︑おっさん︑おっさんいう
神々しさが︑ただよってくるほどです︒

こっちにぽつぽつあ盃家を︑四︑五軒まわっ

ところが村道にそうてあっちにぽつぽつ︑

お茶を用意して待っておりましたんや︒

どの家も心掃除をして︑家で作った極上の

いよいよｔ心回りをする日にな町歩した︒

ておいででした︒

けれど︑いつみても匂うほどの若さを匹
四めの衣につつんで︑附鴛ｒの一剛にすわっ

うすをうかがうほどでした︒

心配で︑用もないのに︑山門から中のよ

ろか？﹂

﹁そやけど︑ほんまに居ついてくださるや

よるとさわるとうわさ話です︒

にならはったんやろう﹂

すがやなあ︑どんなわけがあって︑坊さん

﹁京の寺で修行をつんでいたというが︑さ

て村人からたいそうしたわれてぃる和尚さ
んかおりました︒この宍尚さん︑どこの家
へ行っ五二蚕三暴雖彩雲﹂
というて︑何杯でもいただかれます︒さす

ところが︑このお茶好きの和尚さんにも

が︑茶どころの和尚さんです︒

こんなことがありました︒三十年も昔にな
りますやろか︒
その匹︑寺は荒れ寺になっておりました
んや︒何かあるたびに遠くから坊さんに来
てもらわにゃならんし︑心細いことでした︒
ほうぽうのお寺にたのんでみましたが︑

﹁こんな荒れ寺に来てくれ言うのが︑無理

なかなかいい返事がもらえません︒

な話やわ﹂
あきらめかけたころ︑行ってもいいとい

Hr

たころ︑和尚さんのようすがおかしゅうな

．〃Ｓ．こ

「宇治・山城の民話」として一冊

一昨年、10年間の活動の成果を

にまとめて出版し、第４回紫式部

市民文化賞を受賞しました。掲載

（文理閣刊）に収録されています。

の「茶地獄」も「宇治･山城の民話」

地域に伝わる民話をご存じの人、

そのお知り合いの人はご連絡を。

とさけぶなり︑その場にへなへなとしゃ

地獄ヤー﹂

﹁オ・チャ オチャにヨッパラッター 茶

苦しい息のしたから

しばらくしてやっと出てきた和尚さん︑

ん︒

すと︑竹やぶに入ったままでてこられませ

おどろいた村役さんが追いかけていきま

りました︒

尚さんは青くなって家を飛び出していかは

お茶でもというだんになったとたん︑和

の香がただようてきました︒

竹やぶの横の家では︑門を入るともう茶

いました︒

消え入るような声で四心のように四えて

﹁もうけっこう︑もうけっこう⁝⁝﹂

村役さんが︑おそるおそる聞きますと︑

﹁きぶんでもおわるいんじや？﹂

らふらしておいでです︒

次の家へ行く道々︑気のせいか足元がふ

はりました︒

と立ち上がりあわてふためいておいとまし

と︑極上のお茶をすすめますと︑ガバッ

﹁まあ︑もう一杯お茶でも﹂

す︒

村役さんも家の者も︑気がもめることで

ておいでです︒

そのあと︑ボーツとしたようすですわっ

したように︑一息で飲みほされました︒

いでです︒家の者がすすめますと︑意を決

たお茶を︑にらみつけるようにして見てお

ました︒ただ茶わんになみなみとそそがれ

かどの家にくると︑よけい無口にならはり

どこの家でもしゃべられませんが︑曲がり

もともと無口だと見えて︑いらんことは︑

つてきました︒

誕生した小倉公民館のサークル。
︵志津川︑武田和清さんの話より︶

がみこみましたんやと︒

お茶の記念碑・塚めぐり

話を掘り起こし、次の時代に語り
旬吻

宇治民話の会…京都府南部の民
‑こ
*･｡
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川 う坊さんがあらわれました︒

｀上
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茶どころ宇治 イラスト
マップ
ここにもある

ｍ あっちこっち壁をふさぐ
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mil川IIUIⅢ

継ぐ橋渡しをしようと昭和58年に

連絡先・代表の金井さん（昔44・
5044）

I−＊＾＾−−−■

市営茶室「対鳳庵」

気軽に本場の1峰竃；を味わえます。

宇治公民館版画サークル︑

倫は鴎500円（・＾菓子付き）

民話の会の皆さんにご協力いただきました︒

宇
治
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