
         
 
 
 

 

☆ お点前試験のご報告 ☆ 

 

＜初級＞  217期 服部 紀子さん     217 期 藤原 香織さん      218 期 小川 純子さん  

213期 竹原 修さん、213期 竹原 千春さん  ☞ 写真は次号に掲載させて頂きます。 

 

 

＜中級＞      211 期 伊藤 美加さん           211 期 小笹 亜希子さん 

 

☆ 日本人会講座 冬休み特別企画、バブルティー＆親子茶芸 のご報告 ☆ 
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12月 23日、日本人会ハンディクラ

フトルームにて、冬休み特別企画と

して、バブルティーと親子茶芸が開

講されました。シェイカーを楽しく

振る様子や、茶器を器用に扱うお子

さんの姿が印象的でした。 

 



☆ 12月の親睦会のご報告 ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 各地の教室からのご報告（順不同） ☆ 

留香ベトナムより                  105 期 唐澤 恵 

① １２月１日に第３回無我茶会を行いました。晴天で爽やかな風が吹く中 

美味しいお茶をリラックスしながら頂くことができました。 

 

テーマ：生徒さんの提案により『草花木果』３煎４杯  参加者：留香ベトナムの茶友１０名 

② １２月１５日に自宅にて上級と中級のお点前試験を兼ねて、クリスマス親睦会を行 

いました。（左より：上級・木崎さん、中級・永井さんと竹内さん） 参加者１１名 

ちょっと緊張？でも皆さん凛としていました！ 

その後、順番にお点前をして持ち寄ったお茶菓子を頂き、プレゼト交換で宴も酣になりました！ 

③ 12月 19日と 20日に OverlandClubにて、1daylessonクリスマス茶会を行いました。 

ゲストはクリスマスのテーマでディスプレイをして、青茶のお点前をして頂きました。 

ちょうせいちょうせ 

左より：麦香紅茶とアッサムで Tea time/Welcome tea(rose 紅茶)/ご夫婦でのご参加!/手作りクッキーの他、トライ

フル(参加者：計７名) 

皆さん、良いお年をお迎え下さい。今年もどうぞ宜しくお願い致します. 

12 月 14 日、リャンコートの教室にて、講師に李枝英さんを

お招きし、ニョニャ菓子教室を行いました。バナナの皮で包

む、椰子糖を入れたタピオカ菓子、AbokAbok Sago と、３種

の餡（蓮・小豆・Jasmine）を入れた Snow Skin 月餅はとて

も美味しくできました。参加者の皆さんは終始真剣な表情な

がら、この土地ならではのお菓子作りを楽しまれたようです。 

☆ 李枝英講師、ありがとうございました！！ ☆ 



12月の活動報告                             91 期 堀井美香 （石山教室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東地区 歓迎会＆忘年会のご報告        2010・12・20  103期 西村眞由美 

2010 年も残り少なくなった 12 月 13 日 12：00～14：00、9 月末に本帰国された 

徳本佳苗さんの歓迎会と、皆の 1 年間の労をねぎらい忘年会を行いました。 

徳本さんには Singapore でお世話になった方も多く、又、李宗師と日本の留香茶友の 

連絡役として大変お骨折りいただきました。そんな感謝の気持ちと、関東のお仲間に 

おむかえする意を込め、Singapore にもお店の有る『四川豆花飯荘』(東京駅前・新丸ビル 

６Ｆ)に参加者 10 名が会しました。 

ワインで乾杯し、茶芸師の方が「長咀壷（チャンチュイフー）」という注ぎ口の長～いやかんで蓋杯に 

お湯を注いでくれる「八宝茶」をいただき、和気あいあいと笑い声の絶えない楽しい会になりました。 

お料理も上品な盛り付けでどれも美味しく、あっと云う間の 2 時間でした。 

此の後１Ｆの『パレドオール』チョコレート専門店の喫茶室で２次会、辺りが暗くなるまで話し込み、 

ラッシュに巻き込まれながらそれぞれに家路につきました。お疲れ様でした。皆さん良いお年を・・・！！  

木更津教室 １２月のお茶会     124期 出村善江 

  『英国スタイルで紅茶を楽しみましょう！』 

日時：  12／16（木）、１7（金） １０：００～１１：３０  

場所：  浪岡公民館 ２階 第３学習室 

参加人数：  11名  会費：  1200円  

お茶：Singapore Breakfast、祁門紅茶 

お土産： フレーバーティー2種（Mango、Black currant）、ジンジャークッキー 

軽食： サンドイッチ（サーモン、きゅうり）、スコーン、チョコレートブラウニーのホイップクリーム&苺添え   

今月は、クリスマスのセッティングでお迎え致しました。103期 徳本佳苗さん、137期 脇本純子さん 

も遠くからお越し下さり、木更津教室の皆さんと交流して頂く事ができました。ありがとうございました！！ 

詳しくは、ブログをご覧下さいませ。 http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/           以上        

12 月 5 日（日） 京都吉田神社にて 

岩茶房さん主催の“唐代陸羽 野点の会”に参加しました。 

参加者は、石川美香さん（124 期）、大丸真佐子（197 期）

さん、本多登美子さん（石山教室）と堀井の 4 人です。 

まず 京都大学構内 ある  

 

陸羽の著書「茶経」の再現をテーマに開催

された茶会。緊圧茶も無農薬の茶葉を使った

手作りです。 

茶道具も出来る限り集められていました。野

点という形式で、ワイワイ和やかに楽しむこ

とができました。 

石山教室では、事前に「茶経」の勉強会を

していましたので、メンバーからは「良くわ

かった」との感想が聞かれました。 

 

 

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/�


  Liu Xiang Tea Salon 移転のお知らせ（Vol.76掲載予定だったものです）   121 期 石上由紀 

 
 

  
 
 
 

  
 
 

 

 

 

Liu Xiang Tea Salon                     121期 石上由紀 
１２月に「Liu Xiang Tea Salon」と名前を改め、東京都杉並区高井戸へ、自宅サロンをオープンいたしました。 

シンガポールの皆さまも、日本へいらっしゃる折にはお気軽に遊びにいらして下さい。 

１２月はオープンを記念してシンガポールで学ばれた留香会員限定のクリスマス茶会も行いました。 

Seasonal Lesson,初級～上級のクラスなど随時行っております。ブログにて詳細をつづっておりますのでご覧くださいませ。 

 

 
 
 
 
 

 
留香茶友会会員限定クリスマス茶会 

 
 
☆ プロモーション（２月末まで）☆ 

 

 
 
 
 
☆ プロモーション（１月末まで）☆ 

  

 

 

☆ お願い ☆  

 転居の手続き 

  島内引越、離星される際には、お手数ですが、担当インストラクターか教室までご連絡ください。 

★ 小茶船（工夫茶用サイズ）＄３２ 

★ 茶葉 20 周年記念普洱茶 

50g（散茶）…＄３５ 

357g（餅茶）…＄２００ 

※ プロモーション商品の割引率： 

初級 30％・中級 35％・上級 40％ 

研究科 45％・理事 50％ 

 

この度「Liu Xiang Tea Salon」と名前を改め、 

東京都杉並区高井戸へ、 

自宅サロンをオープンすることとなりました。 

シンガポールの皆さまも、 

日本へいらっしゃる折には 

お気軽に遊びにいらして下さい。 

ブログにて詳細をつづっておりますので、 

ご覧くださいませ。 

E-mail : liuxiangteasalon@yahoo.co.jp 

Blog:  http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft 

★ 茶杯（会員限定） 平口杯（左）…（１ｶｯﾌﾟにつき）＄２８ 

反口杯（右）…（１ｶｯﾌﾟにつき）＄３２ 

★ 茶葉 福寿山（台湾）  25g…＄３０ 50g…＄５８ 

mailto:liuxiangteasalon@yahoo.co.jp�


☆ お知らせ ☆ 

留香茶芸創立 20周年記念プロモーション 

 全コース申込時（二胡を除く）、＄20 分の留香商品券を差し上げます。 

 二胡の生徒さん募集 

 二胡の教室も開いています。ご興味のある方は、お問い合わせください。 

 電子メール化について 

 今号より、メール配信を始めました。入会時以降、メールアドレスを変更された方、その他、理事広報までご連絡、  

ご意見をお寄せください。 Email: liuxiangsayukai@gmail.com 

 次回 親睦会 

 １月は李先生のご出張により親睦会はありません。次回は２月、旧正月ならではの八宝茶と擂茶づくりを予定しています。 

 

☆ 耳より情報 ☆ お支払いの際、留香会員カードをご提示いただくと店頭価格（割引含む）より下記割引があります。 

・張さんのお店（Lucky Plaza ４F）５％の割引 

・王三陽茶荘 （#01－61 Hong Lim Complex・ION B4F）５％の割引 

・唐城参茸薬行（漢方のお店 256 South Bridge Road）10％の割引 

 

☆ お教室のご案内 ぜひブログをご覧ください！ ☆ 

～各教室の“ブログ人気ランキングアップ”のために、皆さんのクリックをお願いします～ 

 

♦留香茶芸シンガポール本部 

177 River Valley Road #03-02 Liang Court 

(+65)6333-9401E-mailteacraft@singnet.com.sg 

♦留香石山教室 堀井美香さん（91 期） 

滋賀県大津市石山寺 

Tel: 080-2402－0531 Fax: 077－575-8145 

ブログ  http://ameblo.jp/meixiang0531 

♦Liu Xiang Tea Salon 石上由紀さん（121 期） 

東京都杉並区高井戸 Tel: 03-3247-8335 携帯:080-4201-0121 

E-mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp 

ブログ  http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft 

♦留香取手教室 西村眞由美さん(103 期)  

茨城県取手市青柳 

Tel: 0297-72-8921 

♦留香木更津教室 出村善江さん（124 期） 

千葉県木更津市大久保 

Tel: 0438-40-4970 E-mail  yiu17596@nifty.com 

ブログ  http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang 

♦留香岡山教室 小西美和さん（100 期）  

岡山県岡山市 

E-mailmiwa_spore@yahoo.co.jp 

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/ 

♦留香ベトナム教室 唐沢恵さん（105 期） 

ベトナム文化教室 （OverLand Club 36 BisHuynh 

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam） 

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp 

♦留香バンコク 連絡先 牛山文子さん（91 期）      

（＋66）2713－5964                                         

 E-mailushifumi@js-direct.com 

♦留香台湾 連絡先 黄 嘉慧さん（171 期） 

台湾 台北市士林区 （日本語可）  

E-mail Chiafuikazuo@yahoo.co.jp 

 

まだお持ちでない方は、 

教室までお問い合わせを！ 
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