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☆

お手前試験のご報告☆
＜初 級＞４月１１日

２３６期 村田 三千子さん
＜中

岡山 教室

級＞４月１５日

232 期長嶋由美子さん

＜上

級＞４月２３日

１８９期アレックスさん

小松 昌子さん

＜留香茶芸リャンコートイベント２０１２年＞
２０１２年４月１４～１５日、リャンコート１階で、留香茶芸を多くの皆様に知っていただきたいと
いうコンセプトの元、２日間に亘り、留香茶芸の紹介イベントを行いました。
当日は、通常のレッスンをイベント会場で行い、それに加え茶葉の販売や、お点前体験、子供茶芸披
露など、日常のお教室の風景をより多くの皆様に知っていただける良い機会となりました。
大勢のお客さんが見守る中、緊張し
ながらも最後まで上手にお点前をし
てくれ、濃茶点前で美味しいお茶を
淹れてくれました！

☆吉川るかちゃん☆

☆東日本支部・春の親睦会のご報告☆
４月２１日（土）、神楽坂ワインバー、コントワールアッシュ http://comptoirh.jimdo.com/にて留
香東日本のメンバー１２名で親睦会を行いました。ソムリエでもいらっしゃる素敵なマダムと共に、
美味しいワインとお料理に舌づつみ、デザートと留香の金宣烏龍茶と文山蜜香紅茶で、今後の留香茶
芸繁栄を願いながら楽しい時間を過ごしました。最後になりましたが、今回お店をご紹介下さいまし
た川岸佳美さんへ心より感謝申し上げます。当日の模様を Liu Xiang Tea Salon 石上さんブログに
てご紹介頂いております。是非ご覧下さいませ。

東日本支部１０３期

徳本佳苗

４月の活動報告

（91 期・堀井美香）

「清明のテーブルと緑茶・紅茶 in Kyoto」
６回シリーズで開催中の NPO
法人中国茶文化協会認定講座、
第 3 回目を 3 月 31 日（土）に開
催いたしました。清明の頃の
清々しい茶畑をテーマに、会場
の設えと茶席を整え、圓盆茶娘
式の点前を披露しました。また
講義では、緑茶と紅茶について
概要や簡単な淹れ方を学んでい
ただきました。

「Wedding Tea Party」
４月 17 日（火）197 期・大丸真佐子さんのご結婚をお祝いする Tea Party を開催いたしました。
ご結婚後、7 月に上海への赴任が決まっており、上海支部としてのご活躍を期待しています。

木更津教室

４月の茶会

『春を楽しみましょう！』
日時：4／19（木） 10：00～11：30
場所：浪岡公民館 ２階 第３学習室
お茶：緑茶王、 凍頂烏龍茶（老欉）
点心：菜の花、蓬のシフォンケーキ、
桜ゼリー春の息吹を感じていた
だけるような趣向に致しました。

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/

１０５期

唐澤

恵

ベトナム総領事館と商工会より、昨年の日本の震災に際して協力いただいたベトナム在住の方への
１年後の復興状況の報告とお礼のセレモニー（於３月２８日・レジェンドホテル）の招待状を、中国
茶教室をやらせて頂いていたオーバーランドさんを通して受け取りました。私はすでにタイへ移動し
ていた為、留香ベトナムを代表して神さんと吉崎さんに参加して頂きました。日本総領事と商工会代
表の挨拶の後、和やかに会食が行われたそうです。震災の後、私達にもできることはないかと皆で案
を練り、急きょ決まったチャリティー茶会でしたが、国籍が様々な、沢山のゲストにお茶を飲んで頂
いた事、今でもはっきりと覚えています。都合をつけて賛同してくれた茶友や義援金を頂いたゲスト
の皆様に改めて感謝の意を表します！

4 月親睦会のご報告
4 月は日本人イメージトレーナーのカナコマオリさん
による「カラーの調和講座」を開催いたしました。親睦会と言え
ば「中国茶」に関連したものが多いいのですが、今回は趣向を変
えてメイクアップとファッションの色の調和のレクチャーを受け
ました。おしゃれに役立つ情報がいっぱいで、色を選ぶ際には、
顔色、目の色、髪の色との調和のとれた色調を選ぶポイントをご
伝授いただきました。四季に分けてパーソナルカラーを選んでい
ただき、普段は選ばない様な色を提案されて、参加者の方は戸惑
いながらも、意外性に感動されてました。もっと詳しくパーソナ
ルカラーを知りたいという方が多く、個人カウンセリング申し込まれるほどに大盛況でした。

５月の親睦会のご案内
今月は「三道茶」を一緒に味わいませんか？
三道茶は、中国雲南省大理の少数民族白俗に伝わる
伝統的なお茶のおもてなしです。
”一苦二甜三回味”と言われ、出される三杯のお茶に
人生が集約されているという奥の深いお茶です。

日時 ： ５月 ２２日 （火曜） 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 ： ＄８
参加希望締め切り ： ５月１５日 （火曜） １２：００まで
参加希望の方は教室に置いてある、「親睦会申込書」にお名前を記載していただくか、
liuxiangsayukai@gail.com

までお申し込みください。皆様のご参加おまちしております。

☆プロモーション

(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
・太鼓型茶杯 台湾製 ＄2２

・四季春

(2012 年６月末まで) ☆

子供達が遊んでいる様子を手書きで絵付けした茶杯

手摘み（台湾）

２５ｇ

＄ ９．５０

５０ｇ

＄１８．５０

１００ｇ

＄３５．００

*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

♦ Liu

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

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

Tel: 0438-40-4970

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

出村善江さん（124期）

E-mail yiu17596@nifty.com

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

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
♦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

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: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

日本総代表：尾崎 一郎 様
副代表: 恵島 京子 様

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 : 050-5837-5753
副代表: 出村 善江 様

Tel : 0438-40-4970

西日本代表: 堀井 美香 様
副代表: 小西 美和 様

副代表:徳本佳苗

Tel: 077－575-8145

E-mail

miwa_spore@yahoo.co.jp

Tel: 080-2152-7216

