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☆

お手前試験のご報告 ＜初 級＞
（３月９日、１１日）

☆

246 期

山澤 裕紀子さん

246 期 小林 真己さん

241 期

于洋さん

241 期 陳良全さん

242 期 王艶 さん

242 期 劉強 さん

243 期 劉偉奇 さん

243 期 彭丹丹 さん

243 期 林鼎瀚さん

242 期 赵乾宇さん

243 期 贾欢 さん

241 期 苟巧 さん

☆

お手前試験のご報告 ＜中 級＞
（３月１８日、２０日）

208 期 笠島 志保さん

☆

233 期 和田 直子さん

（ブキティマにてデモ）

228 期 川端 愛海 さん

（ブキティマにてデモ）

☆

イベントのご報告

☆

２０１２年３月１８日、ブキティマコミュニティーセンターにて「Roadshow cum Flea Market 2012 」が開催
されました。そのイベントの一環として中国茶のデモンストレーションを行い、２０８期 笠島志保さん、２
３３期 和田直子さんのお二人が、それぞれ薄茶点前と濃茶点前を披露してくださいました。

当日は、Ministry of Education（教育省）副部長 MP SIM ANN 沈颖の方が視察に来られており、地元の方々の
手料理と中国茶でおもてなしをし、終始なごやかな雰囲気で過ごされました。

☆

親睦会のご報告

☆

３月８日（木曜日）
、シンガポール国立博物館内のフレンチレストラン「ＮＯＶＵＳ」にて、親睦会を行い
ました。緑のガーデンをのぞむ素敵なレストランで、落ち着いた店内でのお食事は始終和やかなムードでした。
先生の楽しいお話に耳を傾けつつ、目にも鮮やかな前菜、ボリュームたっぷりのメインコースをいただきまし
た。食後のお茶を頂きながら、しばしリラックス。帰り際に一人ずつお土産を頂き、ちょっぴり得した気分で
お店を後にしました。

4 月親睦会のお知らせ
以前、メールでお知らせいたしましたが、今月は「カラーの調和講座」を行います。
日本人イメージトレーナーのカナコマオリさんにお越し頂いて、お話をうかがいます。
親睦会と言えばいつも「中国茶」に関連したものが多いのですが、今回はちょっと
違った雰囲気。
メイクアップとお洋服の色彩調和のお話など、みなさんの今後のおしゃれに役立つ
情報がいっぱいです。
いつものように、お茶とお菓子もご用意していますので、皆さまお誘い合わせのうえ
ご参加ください！茶友会会員以外の方も参加出来ます。
詳細は下記の通りです。
日時 ： 4 月 18 日 （水曜） １０：３０ ～ １２：００ 頃まで
場所 ： リャンコート３F 留香茶芸 お教室
会費 ： 会員＄12 非会員＄15 （お茶＆お菓子つき）
参加希望締め切り ： 4 月 11 日 （水曜） １２：００まで ←まだ間に合います

ベトナムより 3 月のご報告

この度、約 6 年半のベトナム生活に終止符を打ち、３月１日よりバンコクへ転勤になりました。２月６
日に中級のお点前テストを無事終え、２月１７日に全生徒さん対象に初級から上級までのお点前の復習を楽し
く和やかに行いました。その後は皆さんで送別ランチ会を開いて頂き、かねてから噂を聞いていたベトナム人
建築家がオープンしたという昔ながらのベトナム家庭料理のレストラン Cuc Gach Quan へ行ってきました。ホ
ッつと息抜きができるような暖かい感じの隠れ家レストランで、今までの活動を振り返り、より親睦を深める
ことができました。ほか数名の方も日本へ本帰国となりましたが、どこにいても留香ベトナムで一緒に過ごし
た時間を忘れずに、頑張っていきたいと思っています。近いうちに、皆さんにお会いできることを願っており
ます！

（105 期 唐澤 恵 ベトナム教室）

NPO 法人 中国茶文化協会主催
オープンセミナー「中国茶・風雅の裏側のその向こう」のご報告
３月１０日に著名な先生方をお招きして開催
するオープンセミナー。今回の講師は、多数の
お茶関連の著書を執筆されているノンフィク
ション作家・平野久美子先生。全世界を取材で
駆け回っていらっしゃり、欧米各地のお茶屋さ
んや茶館を訪れたときの各国のお茶事情を伺う
ことができ興味深いお話がたくさんありました。
また昨年の東日本大震災の際に台湾から支援

後列：石上由紀(理事)・西村眞由美さん(監事)・

物資として送られてきたお茶にまつわるお話も

井口佳都子さん・徳本佳苗さん・出村善江さん

伺えました。被災者の方たちより暖かいお茶の

前列：岩崎ナオコさん(理事)・平野久美子先生

香りや味に癒されたという声をたくさん頂き、
「お茶にはミラクルパワーがある」と改めて感じ、お茶の魅力を伝えていかなければと強く思われたそうです。
詳細は NPO 法人中国茶文化協会 Web サイトをご覧下さい。http://cha-tea.org/
また協会ではメールマガジン「茶縁 Newsletter」にて各種イベントなどのお知らせをいたしております。登録
を希望される方は Web サイトよりご登録下さい。

NPO 法人 中国茶文化協会主催

中国茶コーディネーター研修会のご報告
３月１１日、中国茶コーディネーターのブラッシュアップのための研修
会が開催されました。講師は中国茶文化協会理事長である華泰茶荘の
林聖泰先生。評茶（テイスティング）の方法の説明や、２級アドバイザー
試験で実施する評茶試験内容を実施しました。留香のコーディネーターから
は西村眞由美さん、徳本佳苗さん、出村善江さん、井口佳都子さん、石上由紀の
５人が参加し、テイスティングを改めて再確認する良い機会となりました。

Liu Xiang Tea Salon での中級お点前試験のご報告
Liu Xiang Tea Salon にて羽鳥杏子さんの中級のお点前試験が
行われました。今回の試験には、試験官として西村眞由美さん
と徳本佳苗さんをお招きし開催いたしました。試験官の前での
お点前は緊張されたと思いますが、お茶当てでは岩茶「半天腰」
を見抜き、滑らかなお点前で見事合格されました。

（121 期 石上 由紀 Liu Xiang Tea Salon）

岡山支部より渉外活動のご報告

岡山市北公民館主催講座
～世界の国からこんにちは～ チャレンジ☆水餃子＆中国茶
１２年３月２４日（土）１３時半～１５時（中国茶）
一ヶ月程前から公民館より講師の依頼があり、お引き受けいたしました。
対象が春休みの小学生２０名定員でしたが実際は親子と一般の方１８名でした。
皆さんお茶よりも餃子目的の方が多かったのですが、中国茶は初めての方も多く、お点前を体験して頂き大変好評で
した。
子供茶芸を教えるのは今回初めてだったのですが安全のためにポット持参していただいたり、小ぶりの急須や茶杯に
大人の男性からは「茶器がおもちゃのようでかわいい～」と声が飛びました。
生徒さんお二人のアシスタントがありとても助かったのはいうまでもありません。
貴重な体験をさせてくださった公民館の職員の皆様に感謝です。

☆プロモーション

（100 期 小西 美和 岡山支部）

(2012 年５月末まで) ☆

急須（台湾） 4 種 各＄６８

① 福(幸せ)・・・濃い茶色、牡丹と蝶
【五福臨門】五種類の福（東・西・南・北・中央）が家に来る
② 禄(お金持ち)・・・黄色、鹿と財神
【加官晋禄】出世してお金持ちになる
③

寿（長寿）・・・黒色、松と鶴
【松鶴遐齢】長生きをする

④ 喜（喜び）・・・赤茶色、梅と喜鹊
【喜上眉梢】いつも幸せな気持ちになる
縁起のいい絵柄と言葉の入った急須です。
台湾烏龍、緑茶、白茶、黄茶、紅茶を淹れるのに適しています。

梨山炭焙煎高山茶
台湾烏龍茶
３０グラム（缶入り） ＄３６
珍しい梨山高山茶で、長時間、伝統の炭で焙煎され
ています。
花と果物の香り。味は熟した果物でまろやか。
回甘が早い。

☆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）

・六安瓜片（安徽省緑茶）
２５ｇ

＄２９

５０ｇ

＄５７．５

１００ｇ

＄１０９．５

*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%

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 Tel: 077－575-8145

茨城県取手市青柳

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 岡山支部北公民館

♦ Liu

岡山市北区津島東

小西美和さん（100期）

北公民館

取手教室

西村眞由美さん(103期)

Xiang Tea Salon

東京都杉並区高井戸

石上由紀さん(121期）

携帯:050-5837-5753

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

♦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

Tel: 0438-40-4970

E-mail yiu17596@nifty.com

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

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

♦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

出村善江さん（124期）

Tel：0797-81-7109

♦中国茶

Style留香

徳本佳苗さん(103期)

東京都江戸川区西葛西

E-mail ejimaks@yahoo.co.jp

Tel: 080-2152-7216

E-mail kana@estate.ocn.ne.jp

♦留香茶芸 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:090-7013-7852

ベトナム教室

唐沢恵さん（105期）

Tel:（＋66）2713－5964

ベトナム文化教室 （OverLand Club 36 BisHuynh

E-mail ushifumi@js-direct.com

KhuongNinh P．DAKAO D1 HCMC．Vietnam）
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 (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

86-193-080-777-63

♦留香茶芸台湾

廖中卫女士

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