
 

 

 

 

 

 

☆お点前テストのご報告（初級）☆☆お点前テストのご報告（初級）☆☆お点前テストのご報告（初級）☆☆お点前テストのご報告（初級）☆    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

☆お点前テストのご報告（上級☆お点前テストのご報告（上級☆お点前テストのご報告（上級☆お点前テストのご報告（上級）☆）☆）☆）☆    
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留留留留    香香香香    便便便便    りりりり    

272期期期期    柏谷柏谷柏谷柏谷    京子さん京子さん京子さん京子さん    272期期期期    三橋三橋三橋三橋    真理子さん真理子さん真理子さん真理子さん          ４期４期４期４期    山取誠子様山取誠子様山取誠子様山取誠子様 

                                   Tea Salon Chaxin（石山教室） 

238期期期期    溝口溝口溝口溝口    尚子さん尚子さん尚子さん尚子さん 247期期期期    森川森川森川森川    智子智子智子智子さんさんさんさん 



☆上村さん送別会☆上村さん送別会☆上村さん送別会☆上村さん送別会のご報告☆のご報告☆のご報告☆のご報告☆    

  

☆ １月２１日にアジアグランドレストランにて、インストラクターの上村洋子さんが日本に本帰国され

るということで、送別会が開かれました。李先生はもちろんのこと、茶友会の仲間が大勢集まり、別

れを惜しみつつも楽しいひと時を過ごしました。いつも素敵な笑顔で教室を和ませてくださった上村

さんとお会いできなることはとても寂しいことですが、丁寧に教えていただいた茶芸をこれからも引

き継いで大切にしていきたいと思います。 

         今まで本当にありがとうございました。上村さんのご帰国後のご活躍を心よりお祈りしてります。                                                                

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆☆☆☆ 日本支部・新年会のご報告☆日本支部・新年会のご報告☆日本支部・新年会のご報告☆日本支部・新年会のご報告☆ 

 

１月２５日、恵比寿・台湾料理・京鼎樓にて新年会を開催しました。参加して頂いた皆様は、

取手教室・西村眞由美さん、Liuxiang Tea Salon石上由紀さん、木更津教室・出村善江さん、

茶游・井口佳都子さん、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・兼松聖子さん、竹岡芳美さん、脇本純子さん、150期・根

本智香さん、158 期・高戸かおりさん、166 期・一柳典子さん、林寿恵さん、小沢真紀さん、

小早川浩美さん、徳本の 14 名。近況報告や今年の抱負をお話しながら、とても愉しいひと時

を過ごしました。関東エリアに本帰国後、なかなか再会できなかった茶友の皆様とお食事を共

にできましたことを心より感謝申し上げます。 

                                 103期 徳本佳苗 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

     



        ☆留香茶芸☆留香茶芸☆留香茶芸☆留香茶芸    木更津教室木更津教室木更津教室木更津教室☆☆☆☆            

    

毎月第３木曜日毎月第３木曜日毎月第３木曜日毎月第３木曜日    ＠＠＠＠木更津市木更津市木更津市木更津市波岡波岡波岡波岡公民館公民館公民館公民館        2012201220122012年年年年1111２２２２////２０、２０、２０、２０、2013201320132013年年年年1/1/1/1/１７１７１７１７    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月は、『英国スタイルで紅茶を楽しみましょう！』というテーマで、各種フレーバーティー

と軽食を楽しみました。 

お花売場で見つけた観賞用の『佛手柑』をご覧頂きながら、安渓茶の『佛手』にまつわるお話

を紹介致しました。 

1月は、「魚生」と「八宝茶」で新年をお祝いしました。 

 

    

毎月第毎月第毎月第毎月第3333月曜日月曜日月曜日月曜日    ～中国茶を救おう～中国茶を救おう～中国茶を救おう～中国茶を救おうprojectprojectprojectproject～～～～    ＠ちばコープ＠ちばコープ＠ちばコープ＠ちばコープ集会室集会室集会室集会室    2012201220122012////12121212////１７、１７、１７、１７、2013201320132013////1111////２１２１２１２１    

 

2012年12月より、ちばコープ集会室をお借りして茶会を開いております。旅行や出張のお土産

で頂いて各ご家庭に眠っている中国茶を、普段お使いのお道具で美味しく淹れるお手伝いをし

ます。美味しく淹れられないから、家族や友人に自信を持って勧められない。ともすれば、捨

ててしまったり高山茶を乾茶のまま魚焼きグリルの消臭として使ってしまったり。実際に淹れ

てみると、とても美味しいお茶ばかり。そんな気の毒な中国茶を救おう！ というのが会の目

的です。このような茶葉を、普段お使いのポットでの淹れ方を知ってもらい、家族や友人と気

軽に楽しんで頂きたいと思うのです。 

1回目の参加者は、3名。真珠茉莉、高山茶を蓋碗を使って淹れました。 

2回目は、4名。凍頂烏龍茶、高山茶を、普段お使いのポットで淹れてみました。 

なかなか好評です！また、ご報告させていただきますね。 

 

124期 出村善江 

 

        



Tea Salon Chaxin 1月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告    （（（（91期・堀井美香）期・堀井美香）期・堀井美香）期・堀井美香） 

中国茶体験会とシノワズリーなテーブルフラワー中国茶体験会とシノワズリーなテーブルフラワー中国茶体験会とシノワズリーなテーブルフラワー中国茶体験会とシノワズリーなテーブルフラワー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワーデザイナー・阿部泰子先生のブログ 

 コスモフルール http://ameblo.jp/cosmos-87/  

☆ ５月からコスモフルールさまの京都烏丸本校にて 

留香茶芸の初級コースを開講予定です！ 

         

2013 年 1 月 10 日㈭、京都にて中国茶体験会を開催いたしました。 

今回は、京都を中心に活躍されているフラワーデザイナーの阿部泰子先生とのコラボレーションで、茶席とテー

ブルのお花のアレンジは阿部先生にお願いし、門下のインストラクターの皆さんや生徒さん 18 名にご参加いた

だきました。体験会は、蓋碗の点前で「福寿山高山茶」を、またテーブルでは「八宝茶」をお楽しみいただきま

した。阿部先生からは、テーブルフラワーのアレンジのポイントや、磁器についてのお話を伺いました。体験会

の後は、会場の「和のふれんち・たま妓」さんの京野菜を使ったフレンチのランチを参加者のみなさまと一緒に

堪能し、和やかな時間を過ごすことができました。 



*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% 

☆プロモーション☆プロモーション☆プロモーション☆プロモーション    (201(201(201(2013333 年年年年 2222 月末まで月末まで月末まで月末まで))))☆☆☆☆    

    

    

    

    

    

☆プロモーション（☆プロモーション（☆プロモーション（☆プロモーション（2013201320132013 年年年年 3333 月末まで）☆月末まで）☆月末まで）☆月末まで）☆    

    

    

 

    

☆☆☆☆    耳より情報耳より情報耳より情報耳より情報    ☆☆☆☆    

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    

                               

転居の手続き転居の手続き転居の手続き転居の手続き    

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電子メール化について電子メール化について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 

花柄蓋碗（５色）花柄蓋碗（５色）花柄蓋碗（５色）花柄蓋碗（５色）一客一客一客一客＄＄＄＄42424242 

 

武夷茶王大紅袍武夷茶王大紅袍武夷茶王大紅袍武夷茶王大紅袍 

25ｇｇｇｇ $52 、、、、50ｇｇｇｇ$99、、、、100ｇｇｇｇ$187,5 

紫砂急須セット紫砂急須セット紫砂急須セット紫砂急須セット    ＄９８＄９８＄９８＄９８ 
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西日本代表西日本代表西日本代表西日本代表::::    堀井堀井堀井堀井    美香美香美香美香    様様様様                Tel : 077Tel : 077Tel : 077Tel : 077－－－－575575575575----8145    8145    8145    8145        

西日本副代表西日本副代表西日本副代表西日本副代表::::    小西小西小西小西    美和美和美和美和    様様様様        EEEE----mailmailmailmail    miwa_spore@yahoo.co.jpmiwa_spore@yahoo.co.jpmiwa_spore@yahoo.co.jpmiwa_spore@yahoo.co.jp 

留香茶芸シンガポール本部留香茶芸シンガポール本部留香茶芸シンガポール本部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 

EEEE----mail mail mail 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）  

滋賀県大津市石山寺 Tel: 077－575-8145  

EEEE----mail mail mail mail liuxiang_tea@yahoo.co.jp     

ブログブログブログブログ    http://ameblo.jp/meixiang0531 

♦留香茶芸 取手教室          西村眞由美さん(103期)  

茨城県取手市青柳  

Tel: 0297-72-8921  

EEEE----mail mail mail mail mnisimura103@yahoo.co.jp  

♦留香茶芸 岡山支部北公民館   小西美和さん（100期）  

岡山市北区津島東 北公民館 

EEEE----mail mail mail mail miwa_spore@yahoo.co.jp     

ブログブログブログブログ    http://ameblo.jp/liuxiang/  

♦ Liu Xiang Tea Salon  石上由紀さん(121期）  

東京都杉並区高井戸 携帯:050-5837-5753  

EEEE----mail mail mail mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp     

ブログブログブログブログ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  

EEEE----mail mail mail mail miwa_spore@yahoo.co.jp     

ブログブログブログブログ    http://ameblo.jp/liuxiang/  

♦留香茶芸 木更津教室           出村善江さん（124期）  

千葉県木更津市大久保  Tel: 0438-40-4970 

 EEEE----mail mail mail mail yiu17596@nifty.com     

ブログブログブログブログ    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  Tel：0797-81-7109 

EEEE----mail mail mail mail ejimaks@yahoo.co.jp    

 ♦中国茶 Style留香             徳本佳苗さん(103期)  

東京都江戸川区西葛西  Tel: 080-2152-7216  

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

♦留香茶芸 鹿児島       内山麻衣子さん（145期）  

EEEE----mail mail mail mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp        

ブログブログブログブログ http://blog.goo.ne.jp/12maimai11 

♦－茶游－Chinese tea 留香     井口佳都子さん (137期）  

東京都北区滝野川  Tel:090-7013-7852 

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

♦留香茶芸 北京              小林亜希子さん (132期）  

EEEE----mail mail mail mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp  

♦留香茶芸 バンコク          唐沢恵さん（105期）  

    

EEEE----mail mail mail mail linlin2005621@yahoo.co.jp 

 

♦留香茶芸台湾                   黄嘉慧さん（171期）  

台湾 台北市士林区 （日本語可）  

EEEE----mail mail mail mail chiahuikazuo@yahoo.co.jp     

♦留香茶艺 (御石花茶品工作室)        廖中卫女士    

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   QQ133-0660-138 

 ♦♦♦♦留香茶艺宁波工作室           董伟波女士（240 期）    

宁波市中山西路念九巷 12 号 206 室 

电话： 13355905815 

EEEE----mailmailmailmail doris@mail.nbptt.zj.cn    

    


