
 
 
 

 

 

☆お点前試験のご報告 

                       

                           

＜初級＞  223期 岸 佳那恵さん               223 期 竹内 智子 さん 

                      

            

      <中級＞  217 期 服部 紀子 さん       <上級>  198期 朝比奈 美香さん 

       

☆お点前ゲームのご報告☆ 
 

４月 12 日に、インストラクター３名による、お点前ゲームが行われました。くじ引きで、初級（第１～８講）、 

中級（薄茶・濃茶・緑茶）のお点前を数回行い、お点前試験を思わせる緊張感の中、李先生にご指導頂きました。 

 

      

前田祐見さん            三田村友香さん           上村洋子さん 
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☆ 親睦会の報告 ☆ 

 

   4月 19日（火）親睦会「李先生の四川旅行の報告会」を開催しました。 先生が作られた 

蒙頂黄芽（黄茶）とお土産の石花茶（緑茶）をインストラクターの竹岡さん、三田村さんに 

四川風お点前で入れて頂きました。 また、李先生の四川旅行の報告を沢山の写真と共に 

うかがい、寒い四川旅行を疑似体験しました。 その後、蒙頂黄芽ともう一つのお土産の 

緑茶・甘露茶を飲み比べ、楽しいひと時を過ごしました。  

        

      三田村さん(左)・竹岡さん(右)の四川風お点前       どちらがお好き？ 

                                 蒙頂黄芽？ 甘露？ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 親睦会のお知らせ       ５月吉日 留香茶友会 

 

今回は、李先生に紐結びを習います。                              

 

☆ 日時  ： ５月２７日（金）10時 30分～ 

☆ 場所  ： Liang Court 留香の教室 

☆ 会費  ： 会員＄６   非会員＄８ 

☆ 〆切  ： ５月 19日(木) 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。 

定員 12名で〆切させて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。 

 

     ＜連絡先： 池田 9642-7794、 小笹 9616-8014＞ 

 

 



 

＜News＞ 

☆旧理事お疲れ様でした！ 李先生とパチリ☆                

         

    旧理事の 98 期・寺島 芳枝さん    旧理事の 186 期・三田村 友香さん     

 

☆留香ベトナム教室 105 期 唐沢さんのご報告☆             

 

４月は、東日本大震災のチャリティー茶会＆バザーを行いました。急なスケジュールでしたが、 

留香ベトナムのメンバーといつもお世話になっている Overland Club様のご協力により、４日間で 

１００名を超えるいろいろな国のお客様にお茶をもてなし、バザーの売上と茶席代 

（合計：約 2500USドル）は全て、義援金として在ホーチミン日本国領事館にお渡しすることが 

できました。 お客様からは、日本に暖かい励ましの言葉やお心遣いを頂き、

又留香ベトナムにとっては、初めての日頃の練習の成果が発揮できる実りある

茶会となりました。 

                                                                                                 

           

場 所 ：Overland Club 

日 時 ：①3/30(13:30-16:00)②3/31 (9:30-12:00) ③4/2( 9:30-16:00) ④4/3 (9:30-12:00) 

お 茶 :メンバーによる持ち寄り 

お菓子 :メンバーの手作りや持ち寄りで東北のゆべし、わらび餅、羊羹などの和菓子や、クッキー、 

ドライフルーツなどを大皿に盛り、お客様に選んでもらいました。） 

バザーの物品  ：メンバーの持ち寄り、そして数店からのご提供品も多数揃いました。 

義援金（茶席代）：一口 5万ドン/人（約 210円）以上、何口でも、とお願いしました。 

    

 

 
 



 
 
☆ プロモーション（６月末まで）☆ 

    
   西湖龍井茶    ＄15 （25ｇ）  ＄29  （50ｇ） 
   獅峰龍井茶    ＄31 （25ｇ）  ＄60  （50ｇ） 
 
☆ プロモーション (５月末まで) ☆ 

     
                                                          

☆ 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！）５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: liuxiangsayukai@gmail.com 

 

☆ 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 

 

 

 

 

 

 

まだお持ちでない方は、 

教室までお問い合わせを！ 

 

★ 台湾の急須 … 各＄３８ 

mailto:liuxiangsayukai@gmail.com�


 

 

☆ 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 

E-mail  liuxiang_tea@yahoo.co.jp 

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 

E-mail  mnisimura103@yahoo.co.jp 

 

♦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-mail miwa_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-mail ushifumi@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 

     

♦留香北京 連絡先 小林 亜希子さん (132 期）      

 E-mail  akikobayashi2003@yahoo.co.jp                                      

  

 

♦留香鹿児島 連絡先 内山 麻衣子さん（145 期） 

E-mail  liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp 

ブログ  http://blog.goo.ne.jp/12maimai11 

 

 

 日本総代表：尾崎 一郎 様   Tel :  0797-84-6003 

副代表: 恵島 京子 様  Tel : 090-1964-2253     西村 眞由美 様    Tel : 0297-72-8921 
 

東日本代表: 石上 由紀 様 Tel : 080-4201-0121 
副代表: 出村 善江 様  Tel : 0438-40-4970     副代表:徳本佳苗 Tel: 080-2152-7216 

 

西日本代表: 堀井 美香 様  Tel: 077－575-8145      

副代表: 小西 美和 様  E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp 
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