
 

 

 

 

 

 

  

☆お手前試験のご報告☆ 

 

2011年 8月 6日 

     ＜初級＞  228 期 川畑 愛美さん          228期 戸高 有梨さん 

           

 

             230 期 乗行 美樹さん               230 期 Brian Teo Weliang さん 

                                          

 

＜中級＞  219期 ＩＶＹさん 
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2011年 8月 6日 

＜中級＞   212 期 廣戸 多加子さん      ＜上級＞  202 期 山本 葉子さん 

            

 

 

       2011 年 8月 26 日  

      ＜初級＞   231 期 浮島 京子さん                     231 期 神部 真紀子さん 

             

 

                   235 期 川端 里美さん              235期 北川 顕子さん 

             

 

 

 

 

 



 

☆各教室からの活動報告 ☆ 

 

★Liu Xiang Tea Salon 石上由紀さんからのご報告 

 

Xiao Wei & Liu Xiang Tea Salon Collaboration Lesson 

                                        August 2011 

                                         

                                          中国家庭料理教室を主催されているシャウウェイ先生 

と、Liu Xiang Tea Salon とのコラボレーションレッスン 

を２日間にわたって行いました。 

シャウウェイ先生の茶葉を使った絶品茶葉料理を堪能 

させていただきました。 

Liu Xiang Tea Salon からは、みなさん初めてだったとい 

うバブルティーを各自で作って楽しんでいただき、 

白牡丹や文山密香紅茶などの中国茶を楽しんでいただ 

きました。 

詳細はブログでご覧くださいませ。 

                     121 期 石上由紀 

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

 

 

 

★石山教室、堀井美香さんからのご報告 

 

石山教室、堀井美香さんのお教室名が変更になりました。 

新しい教室名は、＜Singapore 留香茶芸 - Tea Salon Chaxin＞です。 

 

 

★岡山教室、小西美和さん来星のご報告 

 

 

                               

 

９月３日、来星された小西美和さんを囲んで食事会を行いま

した。 

岡山では、ご友人が経営されているという茶芸館で、 

留香茶芸のお教室を開かれているお話などをお聞きしたり、

小西美和さんのふんわりした雰囲気に癒されながら、楽しい

時間となりました。 

またの来星を、楽しみにしいます！ 

 



    

★取手教室 西村眞由美さんからのご報告 

 

   フリーペーパー『Coutown 守谷･取手 Vol.010』に西村さんのお教室の様子が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 



 

             9 月 親睦会のお知らせ         

     

                

 

☆ 日時  ： 9 月 21 日（水）10 時 30 分～ 

☆ 場所  ： Liang Court 留香の教室 

☆ 会費  ： 会員＄６   非会員＄８ 

☆ 〆切 ： 9 月 15 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。 

 

            ＜連絡先： 藤本 90610731  松本 96715253 ＞ 

 

 

☆ プロモーション (10 月末まで) ☆ 

    

 

 

 

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 

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 

 

★四川省のお茶３種ｓｅｔ （緑茶・黄茶・花茶） ＄１３８ 

今回は日本のお月見をテーマに、李先生に煎茶のお手前を披露していただき

ながら、皆さんでお団子を楽しみましょう。 

 

 

mailto: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。 

もしカードをお持ちでない場合、口頭でも割引可能です。 

・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)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/  

 ♦中国茶 style留香 徳本佳苗さん(103期)  

東京都江戸川区西葛西  

Tel: 080-2152-7216  
E-mail kana@estate.ocn.ne.jp 

 ♦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  

♦留香バンコク 連絡先 牛山文子さん（91期）  

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 
 

 

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     副代表：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 

まだお持ちでない方は、 

教室までお問い合わせを！ 


