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☆ お点前試験のご報告 ＜初 級＞ ☆

258 期 梶浦美智子さん

258 期 金田綾子さん

☆中秋のフェスティバル at Japan Club☆
Club☆
9月22日(土)、日本人会で中秋フェスティバルが開催さ
れ、留香茶藝からも8名の生徒さんがお点前を披露しま
した。
生徒さんそれぞれに中秋をイメージしたディスプレー
もとても趣きがあり、テーブルのお客様と一緒に会話や
季節の点心を楽しみました。

また、スノースキンの月餅作り体験も子供達に大好評で、
一人で三つ、四つと作るお子様もおり、用意していった
大量の生地や餡はすっかりなくなってしまいました。
生徒さんのお点前披露後には、各テーブルにてお客様に
お点前の体験をしていただきましたが、こちらも楽しんでいただけたようで、終始和やかなお茶会
となりました。

当日、会場でお手伝いいただいた皆様、前日から月餅作り
の準備をしたいただいた皆様、ご協力誠にありがとうござ
いました。

☆９月の親睦会のご報告☆
９月の親睦会のご報告☆
９月は先生がインドネシアに出張にいかれ、沢山の茶葉を持って帰って下さいましたので、ハイ
ティー式の親睦会を開催致しました。
先生がインドネシアの茶園説明をスライドをみながらしてくださいました。
３種類の紅茶と、白茶、緑茶を沢山のスイーツと一緒にいただき楽しい一時を過ごしました。

「五感で楽しむ中国茶」中国茶セミナー
五感で楽しむ中国茶」中国茶セミナー」
五感で楽しむ中国茶」中国茶セミナー

2012 年 9 月 14 日㈮、滋賀県退職教職員互助会様主催の「会員のつどい」で、中国茶セミナ
ーの講師としてお招きいただきました。セミナーでは、中国茶の分類と淹れ方の概略をご説
明した後、
「闘茶」ゲームを体験していただきました。私が採用している「闘茶」ゲームは、
中国茶の知識の有無に関係なく、どなたでも楽しんでいただけます。今回ご参加の皆さまに
も、かなり盛り上がっていただきました。

≪闘茶の遊び方≫
四種七服式
試一 ＊ 和
試二 ＊ 愛
試三 ＊ 謙
客四 ＊ 静
試飲のある３種を各２服と、試飲しな
い客茶を１服の合計 7 服を同不順に淹
れます。（４種のお茶名は、最後に公表
いたします。）
出された一番目のお茶が、試一のお茶
だと思えば「和」、試二のお茶だと思え
ば「愛」と書いてください。
＜使用の茶葉＞
・試一「和」 観音虎（安渓青茶）
・試二「愛」 四季春（台湾青茶）

☆私が採用している「闘茶」は現在日本茶で普及し

・試三「謙」 貴妃美人（台湾青茶）

ている手法に香道の要素を取り入れたものです。今回
ご紹介した「四種 七服式」以外にも色々なバリエー
ションがあります。お茶の淹れ方や記入の方法など、

・客四「静」 葉如鈴（台湾青茶）

詳しくはお問い合わせください。

＊順番＊和

謙 静 謙 愛 和 愛

「仲秋のテーブルと黒茶・花茶 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６回
目を 2012 年 9 月 29 日㈯に開催い
たしました。
仲秋節の設えと、黒茶・花茶に
ついてお話しました。お点前は方
盆式で雲南省生茶の「沸香餅」を
淹れ、餅茶の扱い方を披露、実習
では花茶、黒茶の淹れ方をそれぞ
れ学んでいただきました。
また花茶を作る過程の「薫香」
も即席の方法をお見せして「桂花
烏龍茶」をお土産にお持ち帰りい
ただきました。

花茶の実習はガラス器を用いた一人飲みの簡単
な淹れ方を、黒茶は方盆でのお点前を体験して
いただきました。皆さまとても楽しそうにお茶
を淹れておられ、お点前にも益々興味を持たれ
たようでした。
今回も教室生の井上さん、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。

留香茶芸 Tea Salon Chaxin（
Chaxin（91 期・堀井美香）

☆木更津教室からのお知らせ☆
『お点前披露 』 ＠コープ交流会

2012年
2012年9月7日

ちばコープ 君津地域サポーター主催の「地域ネット・テーマネット交流会」
にて工夫点前を披露しました。安渓烏龍茶「大黒葉」と月餅を、２０名の方
にお楽しみ頂きました。皆様に留香茶芸のお点前とお茶にふれて頂くことが
でき、大変嬉しく思います。

『中国茶を楽しむ 』 ＠木更津市八幡台公民館 2012年
2012年9月11日
11日

波岡公民館、八幡台公民館共催 家庭教育学級 ９月の
学習として、中国茶講座をさせて頂き、２１名のご参加
がありました。内容は、工夫点前の披露、中国茶葉の分
類・茶道具・八宝茶・蓋碗の使い方についてのお話、八
宝茶の体験です。そして皆様からは、もっと色々なお茶
を飲み比べたい、他のディスプレイも見たい、自分で淹
れることができて楽しかった、心豊かな時間が過ごせた
など、様々な感想をお寄せ頂きました。優雅なお茶の時
間を楽しんでいただけたのなら幸いです。

『マイ急須でお茶を淹れましょう！』 ＠木更津市波岡公民館 2012年
2012年9月20日
20日
月例のお茶会です。皆さんご自分の茶道具や布で、それぞれにディスプレイをして頂き、無我茶会のような形
式でお茶を楽しみました。個性的なディスプレイは、見ていて本当に楽しいですね。

以上３つの記事につきまして、詳しくはブログをご覧下さい。

http://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/
＜留香茶芸 木更津教室 出村善江＞

☆ 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
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