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☆お手前試験のご報告☆
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☆李先生

台湾出張のご報告☆

9 月末～10 月初旬、李先生が台湾に出張されました。

先生が参加された「亜太烏龍茶文化論檀」（Asia-Pacific Oolong Tea Culture Symposium）は
台湾・中国・シンガポール・マレーシア・香港・日本・韓国・アメリカの 8 つの国と地域から
参加者がありました。

シンガポール代表の李先生。
皆さまの前で お点前披露されました。

烏龍茶について、テーマ別討論会にも
出席されました。

室外でのお点前披露など、3 日間連続で
お点前を披露されました。

☆11 月親睦会のご報告☆
11 月 16 日、リャンコート３階 留香茶芸教室にて、
「大紅袍の審評会」を開催いたしました。
李先生に茶葉６種を用意していただきました。
当日は、参加者の中から６人の亭主が淹れたお茶を
それぞれ審評しました。
同じ茶葉ですが、さすが李先生です！
一般に流通している茶葉だけではなく
試作品なども含まれていたので
それぞれの甘み、渋みなどの味わいが違いや
個性を感じることができました。
審評後は、貴重で高価な大紅袍と
お菓子をいただきながら、
和やかな雰囲気で会はお開きになりました。

12 月親睦会のお知らせ
李先生がお持ちの貴重な「急須の展示・即売会」を開催いたします。
☆ 日時 ： 12 月 8 日（木曜日）10 時 30 分 ～ 12 時
☆ 場所 ： リャンコート 3F 留香茶芸 お教室
☆ 会費 ： ＄３
留香茶友会の会員様対象のみです。
商品は当日、お持ち帰りください。（お取り置きはご遠慮ください）
参加ご希望の方は お名前と期 をお知らせください。
メール： liuxiangsayukai@gmail.com （12 月 6 日

12:00 締め切り）

または電話 (６日以降のご連絡を含む) は
担当 小笹:９６１６－８０１４

梅津:９２９７－７１５７ まで

☆外国紅茶の限定レッスンが始まりました☆
今月から、クリスマスにちなんで全 6 回限定の 外国紅茶のレッスンが始まりました。

１１月 ２日 ①外国紅茶の歴史 （ダージリン・台湾紅茶）
１１月 ９日 ②外国紅茶の文化 （ウバ・雲南紅茶）
１１月１６日 ③世界のお茶と事件の関係

（キーモン・アールグレイ）

１１月２３日 ④お茶の栽培と製造方法（アッサム・正山小種）
１１月３０日 ⑤紅茶の等級と分類
１２月 ７日予定

（ヌワラエリヤ・オレンジペコ）

⑥スリランカとインドの紅茶（ディンブラ・イングリッシュブレックファースト）

☆李先生

日本での活動予定☆

下記の予定で、李先生の講演と茶席が開かれます。
12 月 11 日 講演とお点前披露 「お茶の淹れ方と三大要素」
留香茶芸 岡山支部主催

場所：岡山（テルエクセル岡山）

12 月 13 日 講演とお点前披露 「中国茶を美味しく淹れる茶席の理論」
留香茶芸 宝塚教室主催

場所：宝塚(green space SANGA)

12 月 15 日 「大紅袍の審評会」留香茶芸
12 月 16 日

取手教室主催

お点前披露

Liu Xiang Tea Salon 主催

場所：Liu

Xiang Tea Salon

12 月 17～18 日 【地球にやさしい中国茶交流会】

にて 講演とお点前披露

「中国茶を美味しく淹れる茶席の理論」と
留香茶友会東日本主催

☆ 留香茶芸
留香茶芸

場所：留香茶芸 取手教室

岡山支部

留香茶芸の茶席

場所：東京 産業貿易センター浜松町館

各教室の活動報告☆

より報告がありました

中国茶セミナーin 岡山開催のお知らせ
Dａｔｅ：20１1 年１2 月 11 日（日）午後２時～4 時
Ｐｌａｃｅ:ホテルエクセル岡山 B1Ｆ「中華ダイニング 餃子屋台」

岡山市北区石関町 5-1
Ｐｒｏｇｒａｍ： 宗師 李 先生によるお点前

講座：お茶の淹れ方と三大要素
お茶と点心をいただきながらティータイム♪
二胡＆ピアノウェルカムコンサート♪
好評につき会場満員 30 名の申し込みをいただき
李先生のお越しをお待ちしています
楽しいひと時になるよう精一杯頑張ります
留香茶芸岡山支部 小西

Liu Xiang Tea Salon より 報告がありました

「地球にやさしい中国茶交流会」のお知らせ
日本最大の中国茶のイベント、
「地球にやさしい中国茶交流会」が
12 月 17(土)より２日間にわたって開催されます。
12 月 17 日（土）
10:30～12:00（満席となり予約受付終了しました）
13:00～14:30（追加開催/予約受付中）
シンガポールより李自強宗師をお招きしてセミナー
「中国茶を美味しく淹れる茶席の理論」を開催いたし
ます。
12 月 18 日（土）13:00～13:45 14:00～14:45
15:00～15:45 16:00～16:45
テーマ茶席「和愛謙静」と題して、
日本の留香茶芸のメンバーによる「冬」をテーマに
した様々なテーブルコーディネートと点前で、
選りすぐりのお茶をお楽しみいただきます。
＊どちらも予約受付が始まっております。
＊李自強宗師のセミナーと留香茶芸の茶席に両方ご参加の方には茶葉のプレゼントもあります！
日本のお知り合いの方に、ぜひご紹介いただけましたら嬉しく思います。
詳細は「地球にやさしい中国茶交流会」ホームページ

http://cttea.info/teaparty/

をご覧ください。

主催 留香茶友会東日本
担当 Liu Xiang Tea Salon
石上由紀

留香茶芸 Tea Salon Chaxin より報告がありました。

＜闘茶遊び＞
11 月 8・12・13・14 日の４日間にわたり
サロンにて“聞き茶ゲーム”としての「闘茶」
体験を開催いたしました。
四種十服式、または四種七服式の方法で、４種
のお茶について出された順番を当てるという
ゲームです。台湾烏龍茶を中心に、安渓や国産
烏龍茶を組み合わせてみました。
初体験のお客様ばかりでしたが、みなさん真剣
に盛り上がっておられました！

＜季節のテーブル・コーディネートと中国茶を楽しむ
お茶会

in Kyoto＞

第一回

～クリスマスのテーブルと中国茶の歴史～

NPO 法人・中国茶文化協会の認定講座を取り入れた
６回シリーズの茶会＆講座を京都にて開催いたしました。
第一回目は、クリスマスのコーディネートと自作のテキスト
で「中国茶の歴史」についてお話しました。
新規のお客様にもたくさん参加いただき、素晴らしい「茶
縁」を得ることができました。

留香ベトナム教室より

報告がありました。

１１月１６日に第５回秋の無我茶会を行いました。
今回は場所を変えて、日本人学校のある７区のビラ（Water Front）内の敷地で行いました。
無事晴天に恵まれましたが、少々蒸し暑く、虫よけ対策では蚊取り線香持参で、
ベトナムの今の季節を茶と共に堪能しました。
テーマ：生徒さんの提案により＜ベトナム＞

３煎４杯

参加者：留香ベトナムの茶友８名

～ベトナムの蓮。シクロ。ノンラー（笠）。バッチャン焼。竹。ベトナム漆器。水牛の角の茶托。トンボ。籠。
ウォーターパペット。南国、キッチュ、フレンチシックな感じが＜ベトナム＞を感じさせます～

105 期 唐澤 恵

取手教室より「ハロウィン茶会」の報告がありました。

10 月末はハロウィン、久し振り童心に返り楽しんじゃ
おう～と、私としては初体験、部屋中ハロウィンカラ
ーに飾り付けをして皆さんをお迎えいたしました。
皆さんもそれぞれに素敵な(笑)扮装で現われ、歓声やお
喋りで、賑やか中開始され、最後までお腹が痛くなる
程に笑いの尽きないない楽しい集いとなりました。

先ずは、紅茶とパンプキンプディング・守永さん手作りのどんぐりクッ
キーで一息つき、

昼食には、パンプキンビソワーズ・坊っちゃんかぼ

ちゃを器にした茸のリゾット・これも守永さんがスモークして作って下
さった絶品のベーコン緑黄野菜添え・鶏もも肉となすの炒め煮・海老と
セロリの冷菜などでおもてな

しいたしました。

午後はゲームタイム、５種７杯の審評杯による闘茶・カップリングとお茶の種類当てゲーム、脇本さん
のリードで山手線ゲーム、家で眠っている品を持ち寄ってのプレゼント交換など
れてしまうほどでした。

時間の過ぎるのを忘

(写真は食卓風景、守永さんのどんぐりクッキーとベーコン半分、闘茶審評

杯)
参加者は石上由紀さん・木村みち子さん・小林早苗さん・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・西村と主人の計１０名でした。
皆さまお疲れ様でした。
2011.10.28 西村眞由

☆

プロモーション

＜青珊瑚やかん＞＄２２０

☆

（2012 年

1 月末まで）☆

＜秋香鉄観音＞25g：$24 50g：$46

プロモーション

100g：$87

(12 月末まで) ☆

＜台湾製、同心杯＞ 各＄５６

＜文山包種＞25ｇ:＄12

50ｇ:＄23.50

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。

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。
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）
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 ttp://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft

♦留香茶芸 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

♦留香茶芸 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

♦留香茶芸 岡山支部 小西美和さん（100期）
岡山県岡山市北区
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

♦留香茶芸 宝塚教室 恵島京子さん（52期）
兵庫県宝塚市清荒神
Tel：0797-81-7109
E-mail ejimaks@yahoo.co.jp

♦留香茶芸 鹿児島 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

♦－茶游－Chinese tea 留香
連絡先 井口佳都子さん (137期）
東京都北区滝野川
Tel:090-7013-7852
E-mail tkks.iguchi@zg8.so-net.ne.jp

♦留香茶芸 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

♦留香茶芸バンコク 牛山文子さん（91期）
Tel:（＋66）2713－5964
E-mail ushifumi@js-direct.com

♦留香茶芸台湾 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

♦留香茶艺 (御石花茶品工作室)
♦留香茶艺宁波工作室
四川成都市青羊区光华村大地新光华广场光华巷 37 号 波市中山西路念九巷12号206室
86-193-080-777-63 QQ133-0660-138
电话： 13355905815
♦留香茶芸 北京 小林 亜希子さん (132期）
E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp
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