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☆

お手前試験のご報告 ＜初

級＞

☆

247 期

森川

智子さん

247 期 佐藤 美智子さん

247 期 高橋 節子さん

247 期

藤井

未央さん

251 期 森口 由美子さん

岡山教室 岡崎 章江さん

☆

253 期 姜 译淇さん

お手前試験のご報告 ＜中

227 期 山田 恵里さん
(OFS イベントにて)

級＞

☆

237 期 星野 奈央さん
（OFS イベントにて）

☆

☆

お手前試験のご報告 ＜上

205 期

倉谷眞紀さん

212 期

廣戸

親睦会のご報告

☆

多加子さん

級＞

☆

213 期鵜木 lily ゆみこさん

221 期 馬杉 可奈子さん

２月２日、リャンコート教室にて、春節をテーマにした特別イベントを行
いました。この日の副題は“中国民族の新年の物語。”李先生から“年”
の二つの伝説に由来する新年の風俗について講義を聴き、ご自身のお好き
なものをブレンドして作る八宝茶をお菓子と共に楽しみました。茶友のほ
かに一般の方もお越し下さり、見慣れない材料に興味深い様子でした。
八宝茶にご用意した材料
棗 （ な つ め）、 くこ 、 陳皮
麦冬、甘草、薔薇、野菊花
金銀花、カーネーション、
桂花、氷砂糖、緑茶
＊他には、ドライロンガンも
おすすめです。

欲張りすぎると
お湯が入りませ

Overseas Family School でのイベント報告

135 期竹岡

2 月 8 日水曜日、Overseas Family School のお招きにより、イベントを開催いたしました。まず李宗師の「中国茶とその
効能」についての講演の後、留香茶芸の基本お点前である、円盆点前を披露していただきました。続いて 2 名の生徒さん
による蓋杯点前、最後は、お客様にバブルティーを体験していただきました。当日は予定を大幅に超える 100 名強の様々
な国の方々がお集まりくださり、大盛況でした。基本、英語でのやりとりでしたが、皆様終始笑顔で、会話も弾んでいま
した。
お手伝いくださいました 128 期堀さん、184 期松本さん、186 期三田村さん、190 期上村さん、206 期梅津さん、211 期小
笹さん、227 期山田さん、230 期乗行さん、237 期星野さん、どうもありがとうございました。

留香茶芸 Tea Salon Chaxin

１＆２月活動報告

91 期・堀井美香

中国茶と季節のﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを
楽しむお茶会 in Kyoto 第２回
＜春節のテーブルと中国茶の概論＞
１月 28 日(土)、京都で２回目の JCCA
初級講座を、11 名のお客様にご参加い
ただき賑やかに開催いたしました。
春節のﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄと八宝茶を楽
しんでいただきながら、中国茶の概論
（茶道具、いれ方や保存のポイント）
についてお話ししました。茶席では吉
祥如意を願い「岩茶・大紅袍」を茶壺
工夫茶芸でいれました。
春節、概論、大紅袍と盛りだくさん
の内容でお客様にはご満足いただけた
ようです。

＜春節茶会＞ 1 月 31 日・2 月 5 日・6 日
Tea Salon Chaxin にて、恒例の春節茶会を開
催いたしました。３日間で 19 名様にお越しいた
だきました。初日は、留香茶友限定で懐かしい
お顔も見られ、楽しく賑やかに春節をお祝いす
ることができました。DVD にて関東茶友 NHK 出演
の上映会も、わいわいと楽しみましたよ。茶会
のお土産には、ご好評をいただいている手作り
の「柚子香烏龍茶」を。
恭喜発財！

陶芸教室のお仲間の集いに、中国
茶会をご用命いただきました。
美しい春を喜ぶ「寿祥佳春」をテ
ーマに、柔らかくも寿ぎを感じる設
えでお迎えしました。焼き物にご興
寿祥佳春

味のあるお客様ですので、いろいろ

＜ｵｰﾀﾞｰ･ﾒｲﾄﾞ茶会＞

な吉祥模様の宜興茶壺をテーブル

2 月 11 日㈰

に飾って、話題のひとつとしてお楽
しみいただきました。

岡山支部の教室について近況報告

100期

小西

美和

☆2011年より岡山市北区南方☆
茶迎館 巍のオーナーにスペースをお借りして
教室をしています。中国インテリアが整っていて
赤を基調とした店内でゆったりと優雅な雰囲気。
現在は土曜日のみ個人レッスンを３名の方が
受講中です。岡山支部初の留香初級を修了され
た生徒さんをご紹介します！
☆岡山市北区津島東 北公民館にて☆
2010年より主催講座楽しい中国茶を 開講第4土曜
日月一回現在は5名の生徒さんと楽しく会話を楽し
みながらお手前を頑張っています。 ３/２４には小学生以上を対象とした公民館主催講座チャレンジ☆水餃子
☆中国茶にて講師をつとめます

☆

東日本支部・慰労会兼新年会のご報告☆

１０３期

徳本佳苗(留香 Style)

２月１５日、銀座・赤坂璃宮にて関東の茶友１１名で新年会を行いました。昨年１２月に開催された地球にや
さしい中国茶大会に参加したメンバーと共に慰労会も兼ね、留香茶芸の益々の繁栄を祈願しながら、ワインで
乾杯！楽しいひと時を過ごしました。

2012.2.3

取手教室新年茶会のご報告

103 期

西村眞由美

２月３日取手教室でも新年茶会を開催いたしました。
１月２５日 NHK の番組の中で披露された善江さんと、披露すべく準備されていた佳苗さんの春節のテーブルコーディネー
トで皆さんをお迎えいたしました。そして出演された由紀さんにご報告をいただきながら、お二人のお点前披露で「宝島
烏龍茶」
・「秋香鉄観音茶」を淹れていただきました。
それぞれ異なれど香高く美味しいお茶で、お茶会の口開けを華やかに演出してくださいました。
続いて八宝茶

(赤棗・蓮の実・松の実・クコの実・サンザシ・龍眼・甘草・緑レーズン・麦冬・胡桃・白木耳・百合

根・陳皮・菊花・氷砂糖と龍井茶) 材料を揃えたら 16 種となり誰かが

ダブル八宝茶だ…!!

と思い思いに蓋碗に入れ

楽しんで頂きました。
点心には緑豆ぜんざいと金柑の甘煮(守永さん作)で 皆さんの今年の健康を祈りました。
席を変えシンガポール新年恒例の魚生、長～細く切った野菜(大根・人参・紫キャベツ・赤黄パプリカ・きゅうり)クラ
ゲに鯛・鮭の刺身、トッピング(生姜・胡桃・ピーナツ・胡麻・香菜・お金に見立てた春巻きの皮の素揚げ)を加えソース
をかけ、全員でローへイローヘイとお皿から飛び出すほどに勢いよく持ち上げ、笑いと共に末永～い幸せを願いました。
昼食には日本のお正月料理(数の子・田作り・黒豆)や牛のたたき、なめこと鶏の汁物、守永さんが手間暇かけて漬けて
下さった絶品のキムチ、そして丁度節分の当日

皆で今年の恵方(北北西)を向きのり巻を長いまま頬張りました。

食後には NHK の録画を観ながら みなさんが持参した下さった

手作りクッキーやお菓子果物などで談笑、最後は片付

けもすっかりきれいに済ませていただき散会いたしました。
今回も皆さんのお力をお借りしてのお茶会、和やかに無事終了出来ました事感謝申し上げます。
参加者は、守永博夫さん・石上由紀さん・川岸佳美さん・木村みち子さん・小林早苗さん・出村善江さん・徳本佳苗さん・
前田加代子さんと幹太クン・増山初枝さん・西村の 10 名でした。

NPO 法人 中国茶文化協会主催

中国茶研究会

「薄茶と濃茶の淹れ方～茶芸披露～」のご報告
121 期 石上由紀

(Liu Xiang Tea Salon)

2012 年 2 月 11 日（土）、中国茶文化協会主催の中国茶研究会にて、留香茶芸が講座を開講いたしました。前半は「薄茶
と濃茶」の講義を石上が行いました。
お客様は皆さま中国茶を一通り学ばれた方や、長年中国茶に携わっていらっしゃる方でしたので、中国茶はある程度ご
存知ということを前提に、
お話をさせて頂きました。皆さま、普段お茶の
「濃さ」を変えて飲むということをされていな
いということで、薄茶と濃茶の淹れ方など、
興味深く話を聞いて頂けたようです。

後半は留香流の茶芸披露をお楽しみ頂きました。
最初に徳本佳苗さんによる「慶重」をテーマにしたテーブルコーディネート。
「薄茶点前」で黄茶の「蒙頂黄芽」を楽しんで頂きました。黄茶を初めて飲むという
方もいらっしゃり、
「このお茶の味がこれからの基本になります」とのこと！お楽しみ
頂けたようです。

次に出村善江さんによる「やすらぎの青葉」をテーマにした
テーブルコーディネートで「濃茶点前」。香り高い「福寿山」で
身も心もやすらぎを感じて頂きました。聞香杯の飲み方が皆さま
違っていたので、そんな説明も簡単にさせていただきました。
最後に西村眞由美さんによる
「春よ来い！」をテーマにしたテーブルコーディネート。
「工夫点前」で「半天腰」を。あざやかな工夫点前にお客様も食い入るようにご覧に
なっていました。

今回アシスタントと水屋をお手伝い
頂いた兼松聖子さんと井口佳都子さん。すばらしいアシストぶりを発揮
して下さり、お二人のお力添えがあったからこそ、無事に会を終えるこ
とができました。

最後に頂いたアンケートの感想では、皆さまよりご満足いただ
けたという感想をお寄せいただきました。また、講義も茶芸披露も
「留香流」をお伝えできる良い機会になったと思います。今回の講
座を受講してもっと学んでみたいと興味を持って下さった方もい
らっしゃるようです。今後もこのような機会を設けて中国茶の輪を
広げてゆければと思います。テーブルコーディネートなどの詳細は
ブログで紹介しております。ご覧くださいませ。
http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft

☆プロモーション (2012 年４月末まで) ☆
・工夫茶用茶杯（反口） ３種 各＄28
（写真の聞香杯はサイズ比較の為のもので、プロモーションには含まれません）
＊数に限りがございますのでお早めに～！

・六安瓜片（安徽省緑茶）
２５ｇ

＄２９

５０ｇ
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☆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

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

４月の親睦会は後日メールにてお知らせします。

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

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）

♦留香茶芸

滋賀県大津市石山寺

茨城県取手市青柳

Tel: 077－575-8145

取手教室

西村眞由美さん(103期)

E-mail liuxiang_tea@yahoo.co.jp

Tel: 0297-72-8921

ブログ http://ameblo.jp/meixiang0531

E-mail mnisimura103@yahoo.co.jp

♦留香茶芸

♦ Liu Xiang Tea Salon

石上由紀さん(121期）

東京都杉並区高井戸

携帯:080-4201-0121

岡山支部北公民館

岡山市北区津島東

小西美和さん（100期）

北公民館

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

E-mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

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

♦留香茶芸

岡山 茶迎館 巍

小西美和さん（100期）

岡山市北区南方

出村善江さん（124期）
Tel: 0438-40-4970

E-mail yiu17596@nifty.com

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

ブログ http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang

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

木更津教室

千葉県木更津市大久保

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

♦留香茶芸

♦留香茶芸

Style留香

♦中国茶

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

鹿児島 内山

麻衣子さん（145期）

♦－茶游－Chinese tea 留香

井口佳都子さん (137期）

E-mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp

東京都北区滝野川

ブログ http://blog.goo.ne.jp/12maimai11

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

♦留香茶芸バンコク

♦留香茶芸

牛山文子さん（91期）
Tel: 66-2713-5964

Tel:090-7013-7852

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
Khuong Ninh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）

E-mail ushifumi@js-direct.com

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp
♦留香茶芸

北京

小林 亜希子さん (132期）

♦留香茶艺 四川成都 (御石花茶品工作室)

四川成都市青羊区光华村大地新光华广场光华巷 37号

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp

电话： 86-193-080-777-63
♦留香茶芸台湾

黄 嘉慧さん（171期）

QQ133-0660-138

♦留香茶艺宁波工作室

董伟波女士（240 期）

台湾 台北市士林区 （日本語可）

宁波市中山西路念九巷 12 号 206 室

E-mail chiahuikazuo@yahoo.co.jp

电话：

86-133-559-058-15

E-mail doris@mail.nbptt.zj.cn

日本総代表：尾崎 一郎 様
副代表: 恵島 京子 様
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副代表:徳本佳苗

Tel: 077－575-8145

E-mail

廖中卫女士

miwa_spore@yahoo.co.jp

Tel: 080-2152-7216

