☆お手前試験のご報告☆
＜初 級＞ １２月 ９日、２９日
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☆ 中国正月の先生へのご挨拶 ☆
もうすぐ中国正月ですね。中国正月には李宗師に新年のご挨拶をお願いいたします。
1 月 26 日～2 月 21 日にマンダリンオレンジ 2 個を持って、新年のご挨拶に伺って
ください。とても大切な行事ですので、よろしくお願いいたします。

☆

地球にやさしい中国茶交流会にて

☆

◇セミナー「中国茶を美味しく淹れる茶席の理論」を開催（2011 年 12 月 17 日）
シンガポールより李宗師をお招きして開催したセミナーは、追加開催もするほどの大盛況でした。李宗
師の淹れた秋香鉄観音を飲んで「美味しくて感動しました！」との感想が多く寄せられました。また「李
宗師のお人柄が素敵でした！」などの感想も多数いただき、セミナーを楽しんでいただけたようです。今
回のお客様は、お茶屋さんや何年も中国茶に携わっている方なども多く、留香流を日本で披露する良い機
会になったのではないかと思います。李宗師ありがとうございました。

◇テーマ茶席「和・愛・謙・静」
（2011 年 12 月 17 日）

留香茶芸の茶芸精神「和・愛・謙・静」をテーマにした４つの茶席を設け、
「冬」を表現した様々なテー
ブルコーディネートでお客様をもてなしました。点前披露を楽しんでいただきながら、薄茶と濃茶、シン
ガポールの点心でもてなしました。点前披露をして下さった下記の１４名、そしてお手伝いをして下さっ
た１期 尾崎宏美さん、Tea Salon Chaxin の生徒さん３人・井上さん、本田さん、大丸さん、83 期 守永
博夫さん、尾登さん、皆様のおかげで無事茶会を終えることができました。テーブルコーディネートの詳
細はブログでご紹介しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft
＜石上由紀（121 期）＞

茶席「和」

茶席「愛」

茶席「謙」

茶席「静」

受付や水屋やカメラマンなど、皆様の
お力で無事茶会を終えることができました
留香パワーに感動！！
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☆

バブルティー体験クラスの報告

☆

12 月 8 日、22 日の 2 日間、日本人会館にてバブルティー体験クラスが開催されました。
9 人の子供たちとお母様方が参加され、とても賑やかで楽しい体験となりました。
特に着色料を尐し入れ、お茶の色がオレンジやグリーンに変わった時、「お酒みたい～」と子供たちも興
奮気味で、大満足の様子でした。

☆

旧正月イベントのご案内

☆

旧正月シーズンを迎え、それにちなんだレッスンを開講いたします。初めて迎える方は勿論のこと、こ
れまで何となく過ごしていた方も是非、この機会をお見逃しなく！ご自分のお好きなブレンドで楽しむ八
宝茶もご用意いたします。
▼内容・日程
第一回

※各回完結となっております。

中国民族の新年の物語、伝説

２月２日（木）
第二回

午後１：３０～３：００

シンガポールの中国人の新年の習慣

２月 10 日（金） 午後１：３０～３：００
▼場所： Liang Court 教室
▼料金：各回 38 ドル（税込、講義料・お茶・茶菓
子代含む）
※現茶友会会員様 20％Off、元会員様 10%Off
▼定員：10 名（先着順）
▼申込・問合せ先：希望日の２日前までに、お名前・ご連絡先・ご希望日をご明記
の上、下記までお申し込みください。
Email

lxsmitamurayuka@yahoo.co.jp 又は 電話 6732-2889（担当：三田村）

☆12 月親睦会のご報告☆
12 月 9 日、リャンコート３階 留香茶芸教室にて、「急須の展示・即売会」を開催いたしました。
李宗師がお持ちの貴重な急須を多数展示していただき、希望者に特別価格（３０％割引）で販売してくだ
さいました。当日は、お教室に展示された急須を実際に手に取って鑑賞しつつ、納得のいくまで検討して
購入を決めることができました。一口に急須と言っても、色、形、産地、装飾等の様々な違いがあります。
一度にあれだけ多くの急須を鑑賞出来る事は滅多にありませんので、貴重な経験をさせて頂いたと思いま
す。即売会の後は、お茶とお菓子をいただきながら急須談議に花を咲かせ、和やかな雰囲気でお開きにな
りました。

1 月・２月合同親睦会のお知らせ
「魚生と八宝茶で中国正月をお祝いしよう」を開催いたします。
☆ 日時 ： 2 月上旬の予定。
決定しましたらＥメールにてお知らせいたします。
☆ 場所 ： リャンコート 3F 留香茶芸 お教室
「ローヘイ、ローヘイ」と言いながら箸を高く持ち上げる、あの中国のお正月料理です。
体験したことがありますか？皆さんで楽しく中国正月をお祝いしましょう！

☆中国茶セミナーＩＮ岡山のご報告☆
2011 年 12 月 11 日午後２時より岡山市北区エクセルホテル岡山内の中華ダイニングにて 36 名の参加者で
会場は一杯になりました。
始めに李宗師による工夫茶を両手点前を披露流れるようなお点前で留香鉄観音を淹れて頂きました。
講義は初級の 1 講と４講の内容を詳しくご説明頂き蓋杯の淹れ方のデモでは皆さん奮闘されていましたが
とても楽しかったようで４種のお茶を味わって頂きました。
点心はレストランより、胡麻団子と杏仁のムース、シンガポールのクッキーとタルトでした。
後半はウェルカムコンサート。私も一曲余興で二胡を弾きました。
二胡とピアノの心地よい音色に皆さん癒されたようです。
夕食は会場の円卓を有志と囲み楽しい交流が出来ました。
皆さん李宗師の温かい人柄に親しみを覚えたようです。
これからも岡山の地で留香の輪が広がってくよう頑張っていこうと思いますので、茶友の皆様これからも
ご支援ご指導の程よろしくお願いいたします。
＜小西美和（１００期）＞

☆日本茶友会関西

＜李宗師セミナー in 宝塚＞

のご報告☆

12 月 13 日（火）李宗師を関西にお招きしてのセミナーを開催いたしました。
兵庫県宝塚市での留香茶芸日本茶友会の活動は、初めてでしたが、恵島京子さん（52 期・宝塚教室）のご
尽力が実り、定員を超える 26 名のお客様にご参加いただき、賑やかにセミナーを終えることができまし
た。会場には、恵島さんの茶席（テーマ「聖夜」）もディスプレーし、クリスマスの設えでお客様をお迎
えしました。着席されたお客様から順に、蓋碗の使い方を説明し、ご自身で蓋碗を扱ってお茶をお楽しみ
いただきました。李宗師のセミナーは、東京と同じく「中国茶を美味しく淹れる、茶席の理論」について
レクチャーとお点前。宝塚のお客様は、ほとんどが中国茶に馴染みの無い方でしたので、宗師のわかりや
すく楽しいお話に、かなり盛り上がってくださいました！見どころの宗師のお点前は、「水晶灰」を使っ
た、サンドアートのようなテーブル・ディスプレーを、お客様の目の前でつくっていくところから始まり
ました。宗師いわく、
「オーロラをイメージした。」という、黒い布の上に描く水晶灰のアートは素敵でし
た。お客様には、ディスプレーは勿論、太極工夫点前で淹れていただいた「秋香鉄観音」がとても好評で
した。お土産に、留香鉄観音をクリスマス・オーナメントに見立てたラッピングでお渡しいたしました。
会場の「SANGA」オーナー様にも大変お世話になりました。
主催：恵島京子、堀井美香
お手伝いくださった茶友：丸末慎子、石川美香、本多登美子、井上久子、大丸真佐子
＜堀井美香（91 期）＞

（敬称略）

☆取手支部

ミニ講座＜大紅袍審評会＞

のご報告☆

12 月 15 日、李宗師をお迎えして、取手教室に
おいてミニ講座を開催いたしました。12 月でもあり、
ツリーとクリスマスのディスプレイで皆さまをお迎
えいたしました。中国の世界文化遺産とされている茶
の王様大紅袍について、Singapore よりテキストと貴
重な茶葉 6 種をお持ち頂き、講義と審評のご指導をい
ただきました。
先ず午前は講義、茶葉の起源・栽培環境・製造工程・
効能・価値等テキストに沿ってお話しいただきました。
昼食をはさみ午後は審評、お持ち頂いた茶葉、2010 年
比賽茶(品評会出品茶)2 種・茶公司の茶 2 種・有機栽
培茶・焙煎の強い茶、それぞれを蓋杯で淹れ 2 種づつ
品茶いたしました。
蓋杯での審評は初めてでしたが、人数の多い場合は茶
湯の調整がし易いとの事です。
6 種 6 様、甘味・苦味の程度の違い、焙煎の強弱、香の違いなど李先生のお話も伺い１つ１つ納得しなが
らの審評でした。

人工的に着香されたもの有り有名茶の現状も垣間見た思いです。

最後に私手持ちの「留香 2006 年茶王大紅袍」と「岩茶房の去年の大紅袍」を品茶、年を経た香は尐ない
がまろやかで豊かな味わいの茶王と、焙煎がすくなくフルーティーで岩味・刺激性が強いお茶の比較が面
白く、どちらも評価の高い大紅袍を味わいセミナーを終了しました。
参加者は９名、とても充実した楽しい会となりました。
昼食は、皆さんの協力で食卓を整えていただき、魚貝のカルパッチョ・守永さん手作りのハムとサラダ
の盛り合わせ・ビーフシチュウ・ナッツや色々な穀物の入った美味しいパンに新鮮なオリーブ油を添え
て・中華ちまき・白菜のお漬物等々皆さんがお持ち下さったものも加わり盛りだくさんのテーブルとなり
ました。
夜は取手にある、家庭料理風中華レストラン
「ちゃいなはうす」で李先生を囲んでの夕食と
なりました。遅くまでお疲れ様でした。
＜西村眞由美（103 期）＞
石上由紀

☆ Liu Xiang Tea Salon にて李宗師の茶芸披露（2011 年 12 月 16 日）☆
翌日に開催の中国茶交流会の打ち合わせを兼ねて、Liu Xiang Tea Salon にて李宗師の茶芸披露を行い
ました。７期の中山京子さんと山本美鑑さんがご参加下さいました。その後昼食をはさみ、出村さん、徳
本さん、西村さん、石上の点前披露でお茶とお菓子を楽しんでいただきました。点前披露をしながら、翌
日の準備そして準備。李宗師にもお手伝いいただきなんとか用意が整いました。

☆ お知らせ ☆
○NHK 出演のお知らせ
＜日時＞2012 年 1 月 25 日（水） AM 11:05～11:54
「NHK いっと６けん」http://www.nhk.or.jp/shutoken/6ken/
Liu Xiang Tea Salon のレッスン風景や、スタジオ生出演で中国茶をご紹介いたします。
徳本さんや出村さんのディスプレイなども見られるかもしれません。
シンガポールでは放送がないかもしれませんが、見られる機会のございます方は、どうぞご覧くださいま
せ。

○中国茶文化協会主催

中国茶研究会にて

「薄茶と濃茶の淹れ方～茶芸披露～」と題して講座を開催します。
＜日時＞ 2012 年 2 月 11 日（土・祝） 14：00 ～ 16：00
＜会場＞渋谷区文化総合センター大和田 区民学習センター
＜費用＞ 2,500 円

学習室７

（※継続教育受講券も利用いただけます）

＜備考＞事前に予約が必要。予約は Web もしくは、はがきにて。
＜詳細・問い合わせ＞ NPO 法人中国茶文化協会
＜石上由紀（121 期）＞

http://cha-tea.org/

☆ 李宗師来日歓迎親睦会 ☆
１２月１８日（日）午後１２時より美々卯・京橋店にて２５～１７７期生の留香東日本、西日本支部の茶
友２５名で李宗師歓迎ランチ会を行いました。李宗氏を囲んで、うどんすきランチと脇本さん誘導による
ジェスチャーゲームで会場は大いに盛り上がりました。懐かしい方々に李宗師も終始満面の笑みで、愉し
いひと時を過ごされました。

＜徳本佳苗（103 期）＞

☆ プロモーション
＜台湾製、茶杯＞

(2012 年 2 月末まで)

☆

各＄48 5 個セット＄210

台湾の有名陶芸家（昨年度品評会入賞者）の作品。黄色・濃い緑・黄緑・紫・桃色の 5 色あり

注：聞香杯はサイズの比較の為のものです。

＜二八佳人＞50ｇ:＄14.50

台湾 烏龍茶

☆ 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

100g：$87

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 Singapore 179030 (+65)6732-2889
E-mail teacraft@singnet.com.sg

www.liuxiangtea.sg

http://www.facebook.com/liuxiangteacraft

♦Singapore留香茶芸 Tea Salon Chaxin

♦ Liu Xiang Tea Salon

堀井美香さん（91期）

東京都杉並区高井戸Tel: 03-3247-8335

滋賀県大津市石山寺 Tel: 077－575-8145

携帯:080-4201-0121

E-mail liuxiang_tea@yahoo.co.jp

E-mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp

ブログ http://ameblo.jp/meixiang0531

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

♦留香茶芸 取手教室 西村眞由美さん(103期)

♦留香茶芸

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

♦留香茶芸 岡山支部 小西美和さん（100期）

♦中国茶

石上由紀さん(121期）

木更津教室 出村善江さん（124期）

Style留香 徳本佳苗さん(103期)

岡山県岡山市北区

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

♦留香茶芸 宝塚教室 恵島京子さん（52期）

♦留香茶芸

兵庫県宝塚市清荒神

E-mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp

Tel：0797-81-7109

鹿児島 内山 麻衣子さん（145期）

E-mail ejimaks@yahoo.co.jp

ブログ http://blog.goo.ne.jp/12maimai11

♦－茶游－Chinese tea 留香

♦留香茶芸

連絡先 井口佳都子さん (137期）

ベトナム文化教室 （OverLand Club 36 BisHuynh

東京都北区滝野川

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）

Tel:090-7013-7852

ベトナム教室 唐沢恵さん（105期）

E-mail tkks.iguchi@zg8.so-net.ne.jp

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

♦留香茶芸バンコク 牛山文子さん（91期）

♦留香茶芸台湾

Tel:（＋66）2713－5964

台湾 台北市士林区 （日本語可）

E-mail ushifumi@js-direct.com

E-mail chiahuikazuo@yahoo.co.jp

♦留香茶艺 (御石花茶品工作室) 廖中卫女士
四川成都市青羊区光华村大地新光华广场光华巷 37 号

♦留香茶艺宁波工作室

86-193-080-777-63

黄 嘉慧さん（171期）

董伟波女士（240 期）

宁波市中山西路念九巷 12 号 206 室

QQ133-0660-138

电话： 13355905815
E-mail doris@mail.nbptt.zj.cn

♦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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Tel : 090-1964-2253

Tel : 0797-84-6003
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

西日本代表: 堀井 美香 様
副代表: 小西 美和 様

E-mail

Tel: 080-2152-7216

Tel: 077－575-8145

miwa_spore@yahoo.co.jp

