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☆お手前試験のご報告☆
2011 年 7 月 22 日
＜初級＞

229 期

成江 智己さん

＜中級 2011 年 7 月 14 日＞

229 期

221 期

香取

馬杉 可奈子さん

智子さん

☆ 各教室からの活動報告 ☆

7 月の活動報告

＜石山教室＞

91 期

堀井美香さん

～四川省のお茶と夏のテーブル～
四川省のお茶をご紹介する茶会を開催いたしました。
夏向きのテーブルコーディネートと、丸盆のアレンジをお楽しみいただきました。

親睦会

7 月 5 日（火）

☆

関西茶友が集まり、6 月の京都での大茶会の労をねぎらい
ました。
夏向きにアレンジした四川風のお料理と、7 月の茶会のメ
ニューでのおもてなしです。

四川風料理

：

冷製マーボー豆腐・鳥皮とザーサイの煮凝
りトマトの冷たいスープ・坦々冷麺

茶会（蘭の会）☆
Welcome tea
点心

：
＊

7 月 9 日（土）～11 日（月）
水出しの滇紅 （雲南省の紅茶）
梅酒の金平糖（緑寿庵清水

謹製）

留香鉄観音の茶梅

丸盆茶娘式のお点前で ： 明前蒙頂黄芽（蒙頂山の黄茶）
点心

＊

大碗で楽しむ
点心

留香水仙と杏仁豆腐のヴェリーヌ

：

竹葉青（峨眉山の緑茶）
＊

竹の水（京都仙太郎

チベット族のお茶体験
点心

＊

：

謹製）

酥油茶（南路辺茶・四川黒茶）

四川省の松仁核桃 糕

Cashew Sugee Cookies (BENGAWAN SOLO)
リラックスの仕上げに：

梔子の花茶（白牡丹＋梔子花）

☆ブログのレポートもどうぞご覧ください

http://ameblo.jp/meixiang0531

取手教室お茶会のご報告 「吉田山大茶会の報告＆慰労会」
2011.7.31

西村眞由美さん

７月３１日(日)、6／18・19 に行われた吉田山茶会の報告と関東より参加された方の慰労の会
を開きました。

先ず、部屋を茶席風に配置し、本番同様のめくり(恵島さん書)とディスプレイで、西村・南波
留さん・
守永さんの順にお点前を披露しました。1 ヶ月半前を思い出してのお点前に少々緊張しながら
も気心知れたお仲間の前での楽しい披露となりました。

昼食は、暑さを吹き飛ばして頂こうと、カレー料理を用意しましたが、涼しく過ごし易い日で
した。
メインはキーマカレー・サフランライスとナンを添えて。あとは鯛のカルパッチョ・ワインジ
ュレ／
和牛のカルパッチョ・バルサミコ
ソース／そして、守永さん手作り
のバジルペーストとクリームチ
ーズでトマトのカプラーゼ／〆
はヨーグルトフルーツポンチで
した。

午後は、お点前練習。来年の吉田
山茶会に向けての話し合いも少
し出来ました。
最後は、チーズケーキ(これも守永
さんお手製)とコーヒーでお開き
となりました。

参加者は守永博夫さん・南波留充紀さんと友人の尾登さん・徳本佳苗さん・出村善江さん・
菅井久乃さん・南波留拓美さん・西村の８名でした。

今回、初めてお勤めの方も参加出来る様にと日曜日の開催としました。
これからも時折、土日のお茶会も考えたいと思います。

☆関東支部・徳本佳苗さん

お点前ゲームのご報告

7 月 20 日、関東でお教室を持つインストラクター4 名で、中級＆上
級のお点前ゲームを行いました。
日本の地で、また新たなお点前を再確認できた良い日となりました。

当日の模様を、Liu Xiang Tea Salon の石上さん、留香木更津教室
出村さんブログにてご紹介頂きました事を心より御礼申し上げま
す。

☆

プロモーション

(９月末まで) ☆
★留香オリジナル茶缶

各＄３８

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）

♦Liu Xiang Tea Salon 石上由紀さん（121期）

滋賀県大津市石山寺 Tel: 077－575-8145

東京都杉並区高井戸Tel: 03-3247-8335携

E-mail liuxiang_tea@yahoo.co.jp

帯:080-4201-0121

ブログ http://ameblo.jp/meixiang0531

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)

♦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 yiu17596@nifty.com

E-mail mnisimura103@yahoo.co.jp

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

♦留香岡山教室 小西美和さん（100期）

♦中国茶 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 http://ameblo.jp/liuxiang/

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

♦留香ベトナム教室 唐沢恵さん（105期）

♦留香台湾 連絡先 黄 嘉慧さん（171期）

ベトナム文化教室 （OverLand Club 36 BisHuynh

台湾 台北市士林区 （日本語可）

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）

E-mail chiafuikazuo@yahoo.co.jp

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

♦留香北京 連絡先 小林 亜希子さん (132期）

♦留香バンコク 連絡先 牛山文子さん（91期）

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp

Tel:（＋66）2713－5964
E-mail ushifumi@js-direct.com

♦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

☆

