
 

 

 

 

 

☆ お手前試験のご報告 ☆ 

＜初 級＞ １月 18日、29日、31日 

         

   245 期 高澤 菜穂さん            245 期 千代田 順子さん       

 

           

   245期 西原 幸子さん             251 期 早川 麻子さん 

 

                    

                   253期 姜 译淇さん               
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    249期 赤根 千代香さん                     249期 小熊 美佐枝さん 

 

       

    249期 長谷川 宗子さん                     249期 星野 美穂さん 

 

 

                       ☆ 敬老新年会 お点前披露のご報告 ☆ 

 

1月 29 日に Macphersion C.C. にて留香茶芸から、251 期 早川麻子さん、253 期 姜译淇さん、 

190期 上村洋子さん、114期 前田祐見 の 4名が丸盆・初級濃茶・中級薄茶のお点前を披露 

しました。ロータリークラブ主催で、当日は約 400 名の参加者の方たちに紅包やベジタリアンの 

食事、魚生が振る舞われ、有名な書道家が新年を対联を書いたり、指絵披露もあり、国会 

議員の方も来られとても賑やかな新年会でした。 

 

   

 



 

    ☆ 新年快釆!! ☆  

 

◇李 自強先生に新年のご挨拶 

 チャイニーズニューイヤー明けの 1 月 25 日にインストラクターと新旧理事より李自強先生に新年のご

挨拶をいたしました。 

マンダリンオレンジを 2個お渡ししてご挨拶です。 

その後、魚生で”ローヘイ”してみんなで今年の幸せを願い、中国菓子などをいただきました。 

最後に李自強先生のお点前を拝見し、おいしいお茶を堪能いたしました。 

 

     

     

               

 

 

 

☆ 留香 木更津教室 出村さん(124 期)からのご報告 ☆ 

 

木更津教室 新年茶会 

『旧正月を楽しみましょう！』 

日時：  １／１９（木） １０：００～１１：３０  

場所：  浪岡公民館 ２階 第３学習室 

お茶：  信陽毛尖、大葉黒  

点心：  魚生、緑豆のお菓子、花びら餅、イチゴ  

薄茶点前での茶芸披露の後、魚生などで春節の雰囲気をお楽しみいただきました。 

詳しくは、ブログをご覧下さいませ。 ＜124期 出村善江＞ http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/  以上 

おいしそうな子豚ちゃん、なんと

あんことお持ちでできています！ 

李先生、今年もどうぞよろしくお願いいたします！ 

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/�


 
 

☆ Liu Xiang Tea Salon 石上さん(121期)からのご報告 ☆ 

 1月号留香便りでもお知らせしてありました通り、この度 NHKの生放送に石上由紀さんをはじめ西村さ

ん、出村さん、徳本さんがご出演されました。 

今後のご活躍も楽しみです！ 

 
NHK「こんにちはいっと６けん」 
～中国茶の楽しみ方～出演のご報告 

 
2012 年 1 月 25 日(水)AM11:05～11:54、NHK「こんにちはいっと６けん」の「中国茶の楽しみ方」に

ゲスト出演させて頂きました。生出演に慣れない私を、結城アナウンサーと西村レポーターが上手にリー

ドして下さり、なんとか収録を終えることができました。内容は初めての方にでも分かりやすいような構

成にして下さっていて、これを見て少しでも中国茶に興味を持って下さる方が増えればと思います。 
前列左より結城さとみアナウンサー、石上由紀 

                      後列左より西村眞由美さん、西村美月レポーター、 
出村善江さん、徳本佳苗さん 

 
西村レポーターには、今回の企画、VTR 撮影、生放送当日

の進行など、本当にお世話になりました。 
 
 
 
 

出村善江さんには春節のテーブルコーディネートで 
お茶を淹れていただきました。品の良い“赤”を基調と 
したテーブルに縁起の良いパイナップルやきんかんも 
飾って、春節らしさを演出していただきました。 

西村眞由美さんと徳本佳苗さんが飾って下さった「福」。 
生放送では逆さに飾る由来も説明いたしました。お二人は陰ながら色々と支えて下さりました。 
 
                    今回の出演で、人に伝えることの難しさや大切さを教わりま

した。そして、支えて下さった皆様に、心より感謝申し上げま

す。たまたま番組をご覧になっていた知人よりご連絡をいただ

き、中国茶を初めてみたいとのこと。 
                   こうしたご縁で、中国茶の輪が少しずつ広がってゆくことを願

って。 
                    ブログでもご紹介しております。ご覧くださいませ。 

http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft 
121 期 石上由紀（Liu Xiang Tea Salon） 
 

 

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


*プロモーション商品の割引率：初級 30%、中級 35%、上級 40%、研究科 45%、理事 50% 

 

☆ 留香 石山教室 堀井さん(91期)からのご報告 ☆ 

 

関西茶友会 「春節親睦会」のご報告               

 １月 24日（火）春節をお祝いする恒例の親睦会を、リッツカールトン大阪「香桃 Xiang Tao」にて 

開催いたしました。「香桃」は関西では２店しかないミシュラン☆獲得の中華レストランのひとつです。 

茶芸師セレクトのお茶とお料理を楽しむことができる、チャイニーズ・ティー・ランチを春節バージョン

で楽しみました。                     堀井美香（91期）            

  

 
参加者：前列左から 本多登美子、井上久子、藤田道代 

         後列左から 大丸真佐子、堀井美香、石川美香（敬省略） 

    

☆ プロモーション (2012 年 3月末まで) ☆ 

＜台湾製 白磁茶杯＞ 各$28 一杯づつ模様が違います。似たような色・模様で揃えられますが、数に

限りがございますので、先着順となります。ご了承くださいませ。 

         

       写真では分かりにくいですが、裏側にも釉薬紋あり。白磁がキラキラとして美しいです！ 

 

＜秋香黄金桂＞ 50ｇ:＄18 100ｇ:＄35  安渓 烏龍茶 

 

 



 

☆ プロモーション (2012 年 2月末まで) ☆ 

＜台湾製、茶杯＞ 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 

 

 

          ３月 留香茶友会親睦会のお知らせ 

          

☆ 日時  ： ３月上旬の予定。 

       決定いたしましたらＥメールにて、 

☆ 場所  ： 近日中にお知らせいたします♪ 

 

 

 

 

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 

mailto:liuxiangsayukai@gmail.com�


 ☆ 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 

堀井美香さん（91期）  

滋賀県大津市石山寺 Tel: 077－575-8145  

E-mail 

ブログ 

liuxiang_tea@yahoo.co.jp  

♦ Liu Xiang Tea Salon  石上由紀さん(121期）  

http://ameblo.jp/meixiang0531 

東京都杉並区高井戸Tel: 03-3247-8335 

携帯:080-4201-0121  

E-mail 

ブログ

liuxiangteasalon@yahoo.co.jp  

♦留香茶芸 取手教室 西村眞由美さん(103期)  

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

茨城県取手市青柳  

Tel: 0297-72-8921  

E-mail 

♦留香茶芸 木更津教室 出村善江さん（124期）  

mnisimura103@yahoo.co.jp  

千葉県木更津市大久保  

Tel: 0438-40-4970 E-mail 

ブログ 

yiu17596@nifty.com  

♦留香茶芸 岡山支部 小西美和さん（100期）  

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang  

岡山県岡山市北区  

E-mail 

ブログ 

miwa_spore@yahoo.co.jp  

 ♦中国茶 Style留香 徳本佳苗さん(103期)  

http://ameblo.jp/liuxiang/  

東京都江戸川区西葛西  

Tel: 080-2152-7216  

E-mail 

♦留香茶芸 宝塚教室 恵島京子さん（52期） 

kana@estate.ocn.ne.jp 

兵庫県宝塚市清荒神  Tel：0797-81-7109 

E-mail 

♦留香茶芸 鹿児島 内山 麻衣子さん（145期）  

ejimaks@yahoo.co.jp 

E-mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp

ブログ 

  

♦－茶游－Chinese tea 留香 

http://blog.goo.ne.jp/12maimai11 

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 

♦留香茶芸 ベトナム教室 唐沢恵さん（105期）  

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

ベトナム文化教室 （OverLand Club 36 BisHuynh  

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）  

E-mail 

♦留香茶芸バンコク 牛山文子さん（91期）  

linlin2005621@yahoo.co.jp 

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 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 

 86-193-080-777-63   QQ133-0660-138 

 

♦留香茶艺宁波工作室  董伟波女士（240 期） 
宁波市中山西路念九巷 12 号 206 室  

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  
 

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 
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