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去る 3 月 11 日に東北・関東地方を未曾有の大地震、大津波が襲いました。
多くの被害をもたらし、今でも多くの方が被災しておられます。
心よりお見舞い申し上げます。
留香茶芸にも義援金受付箱を設置しております。 (義援金はシンガポール日本人会、
日本赤十字社を通して被災地へ届けられます。) お教室へお越しの際には、是非ご協力をお願い致し
ます。 被災されている方に、多くの支援が届きます様に願ってやみません。
☆お手前試験のご報告
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☆ 李先生、四川旅行のご報告 ☆
３月２３日～２９日、李先生始め、日本の留香茶友会の方々数名が四川旅行に行かれました。
先生のお土産の、石花茶という四川省の緑茶をお教室で試飲させて頂きました。
このお茶は、お祭りの時に最初に神様にあげるお茶とされているそうです。
詳しくは、別紙の堀井さんレポートをご覧ください！

４月

親睦会のお知らせ

４月吉日

留香茶友会

今回は、李先生の四川旅行の報告会です。
☆

日時 ： ４月 19 日（火）10 時 30 分～

☆

場所 ：

☆

会費 ： 会員＄６

☆

持ち物： 茶杯を 2 つお持ち下さい

☆

〆切

Liang Court 留 香 の 教 室
非会員＄８

： 4 月 1７日(日)正午 12:00 までに、教室に置いてある参加申込書に
お名前をご記入頂くか、下記まで SMS にてお申し込み下さい。
＜連絡先： 上村 9829-1357、

松本 9671-5253＞

＜News＞
☆今年３月、「国際プーアール鑑定委員会」が発足されました。
この団体は、香港政府認定で、会長は香港の中国人民大会の副代表を務めておられる方だそうです。
活動内容は、プーアールの品質・発展、世界のプーアール茶の鑑定を主とする協会です。
この協会のメンバーに李先生が選ばれ、３月に北京で行われた成立大会に参加されました。
おめでとうございます！益々のご活躍を期待しております。
☆お知らせ☆
遅ればせながら、日本人会でチャリティー茶会が開催されることとなりました。
日本大使館サポートの元、留香茶芸教室と裏千家の共同茶会です。
皆様、お友達、ご家族をお誘いあわせのうえ、是非お越し下さい！
（当日は、会場に募金箱を設置致します。ご協力のほど、よろしくお願い致します。）
日程：５月２日（月）
時間：１０～１８時
場所： 日本人会ボールルーム
料金：＄20
＊チケットは、留香教室でお買い求めください。
また、当日券もございます。 お気軽にお問い合わせ下さい。

☆留香関東支部

１０３期

徳本佳苗さん

講演会のご報告☆
３月２９日（火）、
東京八重洲ホールにて
ビジネスマンを対象に中国茶の講演会を行いました。
お仕事でお疲れのところ２３名のお客様にお越し頂き、
中国茶概略のスピーチと
留香鉄観音でおもてなし致しました。

☆石山教室（９１期）

堀井美香さんご来星のご報告☆
３月２２日、チャイナタウンの詠春園にて、
ご来星された堀井さんご家族を囲んで、
食事会を行いました。

梅や桃などの初春の花を白牡丹とブレンドして、
日本からお持ち下さった堀井さん手作りの花茶を
みんなで美味しく頂き、とても楽しい時間を過ごしまた。

堀井さん、ありがとうございました！！

☆

プロモーション

(５月末まで) ☆
★

☆

台湾の急須

…

各＄３８

プロモーション（４月末まで）☆
★

茶杯

…

各＄３０

裏からの絵柄
横からの絵柄

☆

新旧理事交代

☆

3 月末を持って、理事の寺島さん、檜森さん、三田村さんが退任されます。
下さりありがとうございました

＆

1 年間に渡り、留香茶友会を支えて

お疲れ様でした！

4 月からは、池田さん、小笹さん、大橋さん、藤本さんが新しく理事に加わり、理事計６名となります。

宜しくお願い

致します。

☆

お願い

☆

留香茶友会会員更新のお手続き
次年度の会費は＄６です。
（メール配信でお安くなりました！）４月末日までに、インストラクターか、理事まで
お名前をお申し出の上、お支払いください。領収証を発行いたします。また、221 期以降の方々は免除となります。

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。

☆

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
１月より、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:

☆ 耳より情報

☆

liuxiangsayukai@gmail.com

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

まだお持ちでない方は、
教室までお問い合わせを！

☆

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)6732-2889

E-mail

teacraft@singnet.com.sg

www.liuxiangtea.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: 077－575-8145

♦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 liuxiang_tea@yahoo.co.jp

E-mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp

ブログ

ブログ

http://ameblo.jp/meixiang0531

♦留香取手教室

西村眞由美さん(103 期)

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

♦留香木更津教室

出村善江さん（124 期）

茨城県取手市青柳

千葉県木更津市大久保

Tel: 0297-72-8921

Tel: 0438-40-4970

E-mail mnisimura103@yahoo.co.jp

ブログ

♦留香岡山教室

小西美和さん（100 期）

E-mail

yiu17596@nifty.com

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang

♦留香ベトナム教室

唐沢恵さん（105 期）

岡山県岡山市

ベトナム文化教室

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）

ブログ

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

http://ameblo.jp/liuxiang/

♦留香バンコク

連絡先 牛山文子さん（91 期） ♦留香台湾

（＋66）2713－5964

台湾

E-mail ushifumi@js-direct.com

連絡先

台北市士林区

（OverLand Club 36

黄

BisHuynh

嘉慧さん（171 期）

（日本語可）

E-mail chiafuikazuo@yahoo.co.jp
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