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☆ お手前試験のご報告 ＜初 級＞ ☆

193 期 天辰早帆さん

266 期 笹井貴子さん

239 期 韩璐璐さん
韩璐璐さん

262 期 川崎 啓子さん

265 期 陈珉慧さん
珉慧さん

265 期 蔡颖娴さん

☆ お手前試験のご報告 ＜中 級＞ ☆

236 期 三田村三千子さん

239 期 韩璐璐さん
韩璐璐さん

☆ お手前試験のご報告 ＜上 級＞ ☆

223 期 竹内智子
竹内智子さん
智子さん

235 期 川端里美
川端里美さん
里美さん

288 期 川畑愛海さん
川畑愛海さん

☆ 中級インストラクターお点前ゲームの
中級インストラクターお点前ゲームのご報告
お点前ゲームのご報告 ☆

前田祐美 先生

上村洋子 先生

三田村友香 先生

8 月 8 日に、インストラクターのお点前ゲームが行われました。その場のクジで決まる、お茶とお点
前のテーマに従って、即興でディスプレイをし、お茶を点てます。ゲームは、なごやかに、ほどよい緊
張感も漂うなかで進行され、テーブルには、それぞれの個性が光るディスプレイが並びました。もちろ
ん、点てられたお茶は、どれも美味しく、留香茶芸の魅力を再実感したひとときできた。

★日本人会 中秋節フェスティバル お手伝い募集しております！★
お手伝い募集しております！★
National Day も終わり、街でも月餅を見かけるようになりましたね。今年も、留香茶芸
では日本人会主催の中秋節フェスティバルに参加致します！
9 月 22 日（土）14:30
日本人会ボールルームにて、ランタン表彰の後に、琵琶等の演奏、
日（土）14:30 より日本人会ボールルーム
日本人会ボールルーム
月餅作りやお点前の披露などが予定されています。
つきましては、当日お手伝い頂ける方を大募集！しております。ご都合のつく方はどうぞ
担当インストラクターか、三田村（9648-1321）までご連絡くださいませ。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

☆晩晴園イベント WAN QING CULTURE FEST 2012 でのデモンストレーションの報告☆

８月 14 日、21 日の二週に渡り、晩晴園(孫中文南洋記念館)にて、デモンストレーションを行いました。
14 日は”お茶の淹れ方”、21 日は”お茶の養生”について李宗師から講義があり、その後、各日二人の方に
お点前を披露して頂きました。両日とも多くの来場者があり、質問の多さからも、お茶と健康の関係などに関
心が高いことが分かりました。
（お点前披露：228 期 川畑愛海さん,

236 期 村田三千子さん,

239 期 韓璐璐さん,

お手伝い：266 期 笹井貴子さん
♪皆様ありがとうございました♪）

両日、いらして下さっ
た方も！

観光・社会科⾒学に
も良さそうな場所
でした♪

☆バブルティー＆親子茶芸体験のご報告☆
2012 年 8 月 2 日、日本人会にて毎年恒例の、バブルティー＆親子茶芸の体験教室を開催しました。皆さまに大
変好評だったようで、後日談では「シェーカーを購入し、お家でバブルティーをやりました～」という嬉しい
お話しも☆

☆☆ インストラクター竹岡芳美さんの送別会のご報告 ☆☆

8 月１日に、竹岡芳美さんの送別会が、四川豆花飯荘（Park Royal on Beach Road 店）にて
行われました。竹岡さんには、シンガポール教室でのご指導に、日本との窓口業務など、さまざま
な場面で大変お世話になりました。ありがとうございました。お帰りになってしまうのは寂しいですが、
更なるご活躍をお祈り申し上げております。またシンガポールにも遊びにいらして下さいね！

☆留香茶芸 Tea Salon Chaxin からのお知らせ
からのお知らせ☆
「綺麗になる茶葉料理と中国茶芸を楽しむ七夕節」
2012 年７月４日㈬・９日㈪・13 日㈮・17 日㈫の４日間にわたり、地元滋賀県にあるホテルニューオウミ、中
国料理「桂林」とのコラボ・イベントを開催。七夕節をテーマに、お料理と中国茶のマリアージュをお楽しみい
ただきました。中華調理長が「彦星に会う前日の織姫の気持ち」をコンセプトに茶葉料理のメニューを創作、私
はお料理に合うお茶とテーブル・コーディネートをご提案させていただきました。
会期中、留香茶友のみなさんもご遠方よりご参加いただき、心強い応援に励まされて盛況のうちに無事イベン
トを終えることができましたことを感謝いたします。

★蜜蘭香単欉
蜜蘭香単欉 （工夫点前） ★冷泡・西湖龍井
☆夏のお楽しみ前菜盛り合わせ
☆近江鶏 山芋 蓮の実 白キクラゲの“コラーゲンスープ”
☆龍井茶とプリプリ海老の“かんざし”炒め
☆凍頂烏龍茶薫る“近江豚の小龍包” ★凍頂烏龍茶（清香）
☆近江牛のﾁｬｲﾆｰｽﾞｽﾃｰｷ～カリカリ東方美人パウダー風味～
★東方美人
☆プーアール茶入り近江の恵み“ちまき”★勐海プーアール
☆ﾌﾞﾗｯｸﾀﾋﾟｵｶ入り杏仁紅茶のミルクティー

「七夕のテーブルと福建・広東烏龍茶 in Kyoto」
Kyoto」
季節のテーブルと中国茶
を楽しむお茶会（NOP 中国茶
文化協会認定・入門講座）
シリーズの第５回目を 2012
年７月 28 日㈯に開催いたし
ました。
七夕節の設えと、中国大
陸の烏龍茶についてお話し
ました。お点前は潮州工夫
点前を披露、実習では４種
類の烏龍茶を飲み比べて、
蓋碗の使い方を学んでいた
だきました。
教室生の井上さん、本多さん
に加え、関西茶友・赤木亜子さ
んがお手伝いに来てください
ました。

「第 64 回毎日書道展・入選（宝塚教室・恵島京子さん）」
今年も堂々の入選を果たされた、恵島京子さんとご主人（佳作入賞）の作品を、関西茶友・藤田道代さん、赤木亜子
さんと観に行ってきました。

「留香茶芸入門 10 周年＆教室開室５周年 記念無我茶会」のお知らせ
記念無我茶会」のお知らせ
李自強宗師はじめ多くの皆さまに支えられ、本帰国後始めた教室＆サロンは９月に５周年を迎えることとなりました。
折しもシンガポールで留香茶芸の門を叩いて 10 年という節目とも重なります。未熟ながらたくさんの素晴らしい茶縁
をいただくことができたことに感謝するとともに、これから益々の精進を誓い記念の「無我茶会」を開催したいと思い
ます。近隣に在住の茶友のみなさまにご参加いただければ幸いです。
開催日：11 月 13 日㈫

場所：京都御苑内「拾翠亭」http://www.fng.or.jp/kyoto/info/kyoto_service2.html

＊詳細は追ってご案内いたします。

（91 期・堀井美香）

☆Liu Xiang Tea Salon からのお知らせ☆
＜ダージリンのテイスティング茶会＞
インストラクターの勉強会を兼ねて、
紅茶・ダージリンのテイスティング茶会を開催
しました。
まず同じダージリンで、温度の違いによる
味わいの違いの実験！
湯の温度を計り、違う温度で淹れ比べてみると、
香、味わいの差の違いがはっきりと分かりました。
ダージリンに代表される紅茶と中国紅茶では、求める味わいが違うため、適した温度も少し違
うのかもしれません。皆さんもぜひ淹れ比べてみて下さい。
ダージリンの審評をする前に刺
激の強い紅茶をたくさん飲むと胃
に負担がかかるので和らげるため
に、簡単なイタリアンランチと阿
里山高山茶の冷茶を楽しんでいた
だきました。

2012 年のセカンドフラッシュがだいぶ出揃ってきたので、
今回はダージリンに絞り、審評を行いました。
いくつかのお店の 2012 年のファーストフラッシュとセカンド
フラッシュ、農園別、品種別にいくつかピックアップしたも
のを飲み比べました。
本当に香の良いものもあれば、有名店のものですが香りづけ
がされているものもあったりと、大変おもしろい審評となり
ました。
またお店によって求める味わいや売り方の違いも見えてきたりと、色々と勉強になることがあ
りました。
審評の後は、お茶とお菓子と勉強会。お茶の技術や情報は常に進化しています。
情報を交換することによって、有意義な時間となりました。
（2012 年 7 月 13 日 Liu Xiang Tea Salon 石上由紀）
石上由紀）

Xiao Wei Cooking Salon & Liu Xiang Tea Salon
Collaboration Lesson
Summer 2012

昨年に引き続き今年も中国料理家・シャウウェイ先生とのコラボレッスンを開催いたしました。
シャウウェイ先生の豪華なお料理の数々と、私からは、食前茶にバブルティー、お食事とともに
蓋杯で真珠香片、食後は中国茶芸で福寿山高山茶をもてなしました。
バブルティーは初めてという方がほとんどで、各自
ご自分のバブルティーを作って楽しんでいただきまし
た。
「中国茶からこのようなおしゃれな飲み物が作れるん
ですね～」と驚かれた方も多く、中国茶の新しいスタイ
ルをご体験いただけたかと思います。

食後は茶芸で福寿山高山茶を楽しんで頂きました。
本格的な中国茶の淹れ方を見たことのない方も多く、
中国茶で楽しむ優雅なひと時をご堪能いただきました。
シャウウェイ先生の豪華なお料理やレッスンの様子は、
ブログで詳しくご紹介していますのでご覧下さい。

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

（2012 年９月３０日
３０日 Liu Xiang Tea Salon 石上由紀）
石上由紀）

☆中国茶文化協会からのお知らせ☆
～ NPO 法人 中国茶文化協会 総会・オープンセミナーのご報告 ～

９月１日（土）に、ＮＰＯ法人 中国茶文化協会
の総会が開催されました。今期より新たな役員と
して、理事に西村眞由美さん、監事に出村善江さん
が任命されました。

後列：兼松聖子・徳本佳苗・小西美和・左能典代先生・石上由紀
前列：出村善江・井口佳都子・西村眞由美

オープンセミナーも開催されました。今回は日本に初めて岩茶を紹介され、岩茶坊で岩茶の魅力を伝え続けて
いらっしゃる、左能典代先生をお招きし、「岩茶のいままでとこれから」について、小説「青にまみえる」の
執筆秘話を含めて語って頂きました。留香茶藝からは、中国茶コーディネーターの皆さんが参加し、岩茶を味
わったり、著書へのサイン会などを楽しみました。
夜は浅草の「龍圓」にて、創作中華を堪能しました。岡山
より小西美和さんもご参加いただいたので、久しぶりの再会
に、話に花が咲きました。
また９月１日はティーチャーズデイでしたので、シンガポ
ールの李宗師へ、スカイプで日頃の感謝のご挨拶をいたしま
した。李宗師を囲んで賑やかにお話ができました。

中国茶文化協会では、新たに留香茶芸の講座とのリンクがで
きるようになりました。
留香茶芸の初級修了者には中国茶文化協会のアドバーザー
４級、中級修了者にはアドバイザー３級の資格申請ができま
す。上級修了者は、アドバイザー２級の試験に合格すれば、
同じく資格申請をすることができます。ご興味のある方はお
問い合わせ下さい。
２０１２年９月１日
（NPO 法人中国茶文化協会理事 石上由紀）

☆出村さんからのお知らせ☆
＊ NPO 法人中国茶文化協会主催 中国茶研究会のご報告 ＊
2012 年 8 月 4 日、中国茶研究会に参加致しました。研究会では、第一部『９種の新茶を味
わう会』
、第二部『中国紅茶と英国紅茶のテイィスティング』の２講座が行われました。 講師
は、同協会コーディネーターの畠中紀代子さん。

留香茶芸からは、西村眞由美さん、徳本佳苗さん、井口佳都子
さん、出村の４名がアシスタントとして携わり、留香流をそこはか
となく漂わせつつ、他２名のアシスタントの方々と共に務めさせて
頂きました。
英国紅茶のンストラクターでもある講師の品茶レクチャーは
とても興味深く、また様々な勉強となる貴重な体験でした。
（124 期 出村善衛）
出村善衛）

☆親睦会のお知らせ☆

「インドネシアとスリランカ紅茶のお話」
日時： 9 月 25 日（火）10：30～
場所： リャンコート 3F 留香茶芸 お教室
非会員＄10
会費： 会員＄8
紅茶の製造方法と、スリランカ紅茶のテイスティングをおこないます。
※申し込み締め切り 9 月 20 日（木）午後 12：
12：00 まで

☆プロモーション (2012 年 10 月末まで)
月末まで) ☆

茶罐

羅岩黄金桂（Luoyan
羅岩黄金桂（Luoyan）
Luoyan）

高さ:11cm 直径：6ｃｍ

25g

＄18.5

50g

＄38.0

100g

＄76.0

＄38.0

*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%

☆ 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
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。
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

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
♦Singapore留香茶芸 Tea Salon Chaxin

www.liuxiangtea.sg

http://www.facebook.com/liuxiangteacraft

堀井美香さん（91期） ♦留香茶芸 取手教室

西村眞由美さん(103期)

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

小西美和さん（100期）

Xiang Tea Salon

石上由紀さん(121期）

岡山市北区津島東 北公民館

東京都杉並区高井戸 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
ブログ

♦留香茶芸 岡山 茶迎館 巍

小西美和さん（100期） ♦留香茶芸 木更津教室

岡山市北区南方

千葉県木更津市大久保

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

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

♦留香茶芸 宝塚教室

恵島京子さん（52期）
Tel：0797-81-7109

E-mail ejimaks@yahoo.co.jp
♦留香茶芸 鹿児島

Tel: 0438-40-4970

E-mail yiu17596@nifty.com

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

兵庫県宝塚市清荒神

出村善江さん（124期）

♦中国茶

徳本佳苗さん(103期)

Style留香

東京都江戸川区西葛西

Tel: 080-2152-7216

E-mail kana@estate.ocn.ne.jp
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 バンコク

牛山文子さん（91期）

Tel:090-7013-7852

唐沢恵さん（105期）

Tel:（＋66）2713－5964
E-mail ushifumi@js-direct.com

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

小林亜希子さん (132期） ♦留香茶艺 (御石花茶品工作室)

♦留香茶芸 北京

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp

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

♦留香茶芸台湾

黄嘉慧さん（171期）

廖中卫女士

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
日本副代表
日本副代表:
副代表: 恵島 京子 様

Tel : 090090-19641964-2253

東日本代表
日本代表:
代表: 石上 由紀 様

Tel : 050050-58375837-5753

東日本副代表
日本副代表:
副代表: 出村 善江 様 Tel : 04380438-4040-4970
西日本代表:
西日本代表: 堀井 美香 様

Tel
Tel : 07970797-8484-6003
日本副代表：
日本副代表：西村
副代表：西村 眞由美 様 Tel : 02970297-7272-8921

東日本副代表
日本副代表:
副代表:徳本 佳苗 様

Tel : 077－
077－575575-8145

西日本副代表
西日本副代表:
副代表: 小西 美和 様 E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

Tel : 080080-21522152-7216

