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☆

Liang Court Event ～Food On Parade Chinese Tea House 留香～ のご報告 ☆

5 月 10 日～5 月 14 日までの 5 日間、Liang Court１F ホールにて、
Chinese Tea House 留香を出店いたしました。
Liang Court Food on Parade の一環として開催したもので、
中国茶器、茶葉、菓子各種の販売や
蓋碗を使って中国茶を提供する他、
李先生をはじめ、インストタクターや生徒の皆さんによる
デモンストレーションも行われました。
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☆

取手教室お茶会のご報告

「四川旅行の報告会」

2011.6.6 西村眞由美

当初５月３０日に予定しておりましたが、台風直撃の予報を受け、
一週間後の６月６日に変更して行われました。
四川旅行(3/23～4/1)について写真を見ながら、蒙頂黄芽製茶体験・
黒茶の堆積の様子、又今年は寒さが厳しく蒙頂山では茶樹に雪が
積っていた事・超辛の四川料理にお腹が悲鳴を上げた事・突然の
フライト欠航に遭い帰国が一日延びた事など、ハプニング続きの
旅の話を聞いていただきました。

お茶は、手作り蒙頂黄芽・

蒙頂黄芽

石花茶

四川代表緑茶の石花茶・
チベット民族の酥油茶・
サフランの花茶等を、
石上さんと徳本さんに淹れていただきました。

昼食には、棒々鶏と海月の前菜・激辛の麻婆豆腐／麻婆茄子・豚角煮と筍の炊き合せ・豆苗と茸の
ニンニク炒め・水餃子(薬味に香菜とニンニクをたっぷり添えて)・松の実入りお粥など四川料理を
意識して作ってみました。
点心は、四川で購入した物の他、守永さんが手作りの桜と甘納豆の錦玉と、ヨモギが 7 割も入った
草餅をお持ち下さり美味しくいただきました。
午後は、二週後に控えた吉田山大茶会お手前披露の予行練習、徳本さんの誕生日サプライズケーキ、
そして、皆さんからお持ち頂いた沢山のお菓子や果物をいただきながら尽きぬ談笑で
夕方まで楽しんでいただきました。
参加者は、石上由紀さん・木村みち子さん・小林早苗さん・菅井久乃さん・出村善江さん・
徳本佳苗さん・前田加代子さん・増山初枝さん・守永博夫さん・脇本純子さん・西村の
１１名でした。

大勢の方のご参加を頂きありがとうございました。

京都吉田山大茶会 2011＜茶芸披露＞
～今年の茶席は、「テーマ」と「ディスプレー」を強調し“留香らしさ”を演出しました～
＊ めくりの題字は、恵島さんとご主人さまに書いていただきました
18 日（土）の披露順
①大丸 真佐子 （石山教室）

②本多 登美子（石山教室）

③西村 眞由美（取手教室・主宰）

④井上 久子（石山教室）＊18 日のみ披露参加

⑤守永 博夫（取手教室）

⑥堀井 美香（石山教室・主宰）

⑦恵島 京子 （日本茶友会副代表）

⑧小西 美和（岡山教室・主宰）

⑨南波留 充紀（Style 留香）

今年は初日に雨となったため、室内（幼稚園）に移動しての披露となりました。
2 日目はお天気になりましたが、そのまま室内に残り、留香だけのスペースとなり広々と使うことができました。

初日様子（4 組の出店者とスペースを共有）

今年は、整理券（椅子席 ５名様 ・ 立ち見席 24 名様まで）を発行しましたので、集客はスムーズでした。
これも整理券を、境内で配り、集客してくれた営業部隊のお陰です！

初日の様子

販売スペース 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

文山包種の水出しを、試飲に出して好評でした！

＜18 日 お手伝いのメンバー＞
石川美香さん、尾崎ひろみさん
荒川裕子さん、西村百合華さん（午前）

＜19 日 お手伝いのメンバー＞
石川美香さん、西村百合華さん
南波留さんのお友達

2 日目の様子

水屋にて。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

水屋が近くて便利！（今年はテーブルを準備しました）

☆

６月の親睦会のご報告

☆

6 月 28 日(火)、李先生に中国紐結びのアレンジとして、竹べらに中国紐を巻きつけて
フリンジ飾りをつける方法を教えていただきました。
プーアール茶を削るナイフやバターナイフとして使用できます。
今回はボタニックガーデンで拾ってきた木の実（インド数珠、イエローオレアンダー、サガの実）
などもアレンジに加えてみました。
皆さんビーズの糸通しに苦労しながらも、楽しんで作って頂きました。

真剣にビーズの組み合わせを考え中！
糸通しも苦労しました

今回教えていただいた中国結びのアレンジ
です。みなさん、それぞれに個性的な組み
合わせで素敵ですね♪

７月 親睦会のお知らせ

7 月吉日

留香茶友会

今回は李先生による台湾旅行報告会です。
6 月中旬に行かれた東方美人茶についてご報告頂きます。

☆

日時 ： 7 月１3 日（水）10 時 30 分～

☆

場所 ：

☆

会費 ： 会員＄６

☆

〆切 ： 7 月 1１日(月) 正午 12:00 までに、教室に置いてある参加申込書に

Liang Court 留 香 の 教 室
非会員＄８

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： 松本 96715253

上村 9829-1357＞

☆

プロモーション（８月末まで）☆
◇自製茶 東方美人（李先生オリジナル）
＄25（25ｇ） ＄50（50ｇ）
先日の台湾旅行にて李先生が作ってこられたお茶です！

$100 (100g)

◇ 品茗杯（白磁・青磁ともに・７月末まで）$２２
◇ 台湾製ピャオ

プラスティック
ガラス

＄４０
＄４５

*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%

☆ 留香 茗炉 先行予約販売開始 ☆
いよいよ留香オリジナルデザインの茗炉（やかん）
が発売されます
発売に先立ちまして、先行予約販売をいたします。
8 月 15 日までに予約＆先払いをされる方は５０%OFF!!
(通常＄108→半額の＄54 になります)
受け取りは 9 月中旬以降の予定です。
この機会をお見逃しなく！
☆

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。

☆

お知らせ

☆

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
2010 年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。

☆ 耳より情報

☆

Email:

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

♦Liu

堀井美香さん（91 期）

滋賀県大津市石山寺

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

Tel: 077－575-8145

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

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

♦留香木更津教室

西村眞由美さん(103 期)

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

yiu17596@nifty.com

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang

♦中国茶

小西美和さん（100 期）

E-mail

Style 留香

徳本佳苗さん(103 期)

岡山県岡山市

東京都江戸川区西葛西

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

Tel: 080-2152-7216

ブログ

E-mail kana@estate.ocn.ne.jp

http://ameblo.jp/liuxiang/

♦留香ベトナム教室
ベトナム文化教室

♦留香北京 連絡先 小林

唐沢恵さん（105 期）
（OverLand Club 36

亜希子さん (132 期）

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp

BisHuynh

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）
E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

♦留香バンコク

♦留香台湾

連絡先 牛山文子さん（91 期）

連絡先

嘉慧さん（171 期）

Tel:（＋66）2713－5964

台湾

E-mail ushifumi@js-direct.com

E-mail chiafuikazuo@yahoo.co.jp

♦留香鹿児島

連絡先

内山

台北市士林区

黄

（日本語可）

麻衣子さん（145 期）

E-mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp
ブログ

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