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☆中秋節フェスティバル＠日本人会のご報告☆
去る 9 月 10 日（土）、留香茶芸とシンガポール日本人会による中秋節フェスティバルが
行われました。 中秋節にまつわるお点前は勿論、バブルティーや月餅作りの体験
コーナーもあり、和やかな雰囲気の中、大いに盛り上がりました。

仙人茶道

李自強宗師

琵琶と共演

全員集合！

バブルティー、
お待ちしてま～す♪
onnpuo

バブルティー準備万端

（左より）馬杉さん、山本さん、前田さん

盛況の月餅作り(汗);

（左より）川端さん、寺島さん、梅津さん

色とりどりの月餅
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☆ お点前披露
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☆
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☆お手前試験のご報告☆
＜初級＞
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☆ 親睦会のご報告 ☆
9 月 21 日（水）に日本のお月見を懐かしみながら、李自強宗師に煎茶を入れて頂き
ました。 お教室に茶室が突如出現し、床の間にはすすきもどきの草を飾りました。
お団子を頂きながらしばし和のひと時を過ごすことができました。

李自強宗師

煎茶のお点前

床の間にはススキ？

茶葉は、極上の「東平玉露」

10 月親睦会のお知らせ
久しぶりにベトナム料理のランチはいかがでしょうか？

☆ 日時 ： 10 月 11 日（火）12 時 30 分～
☆ 場所 ： Viet Lang@the Arts House
1 Old Parliament Lane
#01-03 Old Parliament House
(国会議事堂近くの白と黄色の建物)
℡：6337－3379
☆ 会費 ： ＄40 ぐらいを予定
（参加人数、食事内容により変わります。）
☆ 〆切 ： 10 月 6 日(木) 正午 12:00
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： 池田 9642-7794
小笹 9616-8014＞

☆留香茶芸

各教室からの活動報告☆

＜中国茶文化協会コーディネーター認定式のご報告＞
９ 月 １０ ・１ １日 、東 京目 黒 スタ ー研 修セ ンタ ーに て 、李 自強 宗師 が顧 問を さ れて いる 特定 非営 利活動
法人・中国茶文化協会（http://cha-tea.org/）主宰による、中国茶コーディネーター認定式が行われました。
認定された関東・関西支部のインストラクター８名は、２日間の研修を終え、日本で新しい留香茶芸の交流と
活動の場を広げる事になりました。今後も一層精進していく所存です。
写真左上から Singapore 留香茶芸 Tea Salon Chaxin 堀井さん(西日本代表)、留香岡山教室小西さん(西日本副代
表)、関東支部井口さん、兼松さん、留香木更津教室出村さん(東日本副代表)、中国茶 Style 留香徳本(東日本副
代表)、左下より Liu Xiang Tea Salon 石上さん(東日本代表)、理事長・林聖泰先生（華泰茶荘）、留香取手教室西村
さん(日本副代表)。
本年度役員の理事に石上さん、監事に西村さんが任命されました。
日本留香茶友会関東支部１０３期

徳本

佳苗

Xiao Wei & Liu Xiang Tea Salon
The Harvest Moon Collaboration Lesson
September 2011

中国家庭料理教室を主宰されているシャウウェイ先生と Liu Xiang Tea Salon との、
中秋のコラボレーションレッスンを開催いたしました。
鴨の丸焼きなどシャウウェイ先生の豪華なお料理を堪能いたしました。
Liu Xiang Tea Salon からは中秋をイメージしたテーブルコーディネートとリクエストの
バブルティ。中秋にちなんで、普洱の生茶「１９８４年の班章大樹」と熟茶「２０００年雲南七子普洱」を
楽しんでいただきました。
詳細はブログにてご覧下さいませ
http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft
121 期 石上由紀

９月の活動報告

＜Singapore 留香茶芸

～仲秋の名月茶会～

9 月 12 日（月）

Tea Salon Chaxin ～茶心～＞

18 日（日）

91 期

堀井美香

13 日（火）・昼の茶会

9 月 12 日の仲秋節に合わせて、夜の茶会を開催しました。
色々な中国茶を使った「茶料理」と、餅茶や秋摘みの安渓烏龍茶をお楽しみいただきました。
＊ライチ紅茶のカクテル
＊阿里山茶殻の佃煮

＊氷皮月餅

＊龍井盬水蝦

＊玉蘭香枝豆 ＊豚ヒレの普洱茶煮
＊ウズラ皮蛋 ＊ミニトマトの桂花茶漬
＊カラスミ ＊サツマイモの藏紅花茶煮
＊金華ハムと五目ナッツの月餅
＊芙蓉白片 *茉莉壽喜飯

香於九碗芳蘭気
圓似三秋皓月輪
愛惜不嘗唯恐盡
除将供養白頭親

詳しくは、ブログのレポートをご覧ください

http://ameblo.jp/meixiang0531

教室名変更のごあいさつ
滋賀県大津市石山寺で教室を始めて、今年 9 月で早 4 年になります。地元の皆さんに「留香茶芸」の名前
を覚えていただきたいと、「石山教室」とのみ名乗っておりましたが、この度“Tea

Salon Chaxin”

と改めさせていただきました。「茶心」は、一杯のお茶でたくさんの人と心を通わせる、また一煎のお茶
で自分の心と向き合う、そんな思いを日々大切にしたいと使わせていただきました。これからも、どうぞ

Singapore 留香茶芸

よろしくお願いいたします。

☆

プロモーション
★

Tea Salon Chaxin

(10 月末まで) ☆

四川省のお茶３種

【石清芽(緑茶)・御皇芽（黄茶）・花雪蕊（花茶】

＜李宗師の生徒・何さん(中国留香茶芸茶友会全国代表)のお茶です。＞

☆

プロモーション
★

台湾紅茶

主宰：堀井美香

(11 月末まで) ☆

文山蜜香紅茶

25g ＄15
30g

$30

$138

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。

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下さい。

☆

耳より情報

ご意見をお寄せください。

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。
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

♦Singapore留香茶芸 Tea Salon Chaxin
堀井美香さん（91期）

♦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

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
♦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）

♦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

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
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