
 

 

 

 

 

 

☆中級お手前テストのご報告☆ 

                  

            2013-3-20             2013-4-10             2013-4-24     

            岡山支部             本部 270期        本部 255期 

     小松 昌子 さん          倉橋 由利子さん     原田多佳子 さん 

 

☆初級お手前テストのご報告☆ 

                                  
              2013-3-28           2013-4-1              2013-4-10 

本部 268期 鶴岡 真理さん  石山茶心6期 菅井里美さん 282期 檀崎 真由美さん 
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☆初級お手前テストのご報告☆ 

 

                              

              2013-4-24         2013-4-24          2013-4-24 

  本部 268期 反町 奈緒子さん 282期 大沼 恵美子さん 279期 倉床 裕美子さん 

 

 

                              
               2013-4-24         2013-4-24         2013-4-24 

   本部 283期 伊藤 麻由美さん  283期 多藝 享美さん  279期 岩沢さゆりさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

☆春休み特別レッスンのご報告☆ 

 

3月 19日、20日と 2日間にわたり、「親子茶芸体験」と「親子バブルティ体験」

のレッスンが開催され 6組の親子が参加されました。 

 

親子茶芸では、お子様は慣れないお道具を一生懸命使って蒙頂黄芽（黄茶）を

とても上手に淹れてくれました。お母様の淹れた台湾烏龍茶も「美味しい！お

家でも淹れてほしい。」とお子様にも大好評でした。 

 

バブルティ体験では、お茶をベースにいろいろなフルーツやジャムをシェーカ

ーに入れてシャカシャカ振って頂きオリジナルの美味しいドリンクが出来て、

とても楽しく体験していただけました。 

 

 

     

                 

 



☆４月親睦会のご報告☆ 

 

4月 25日に 4月の親睦会として紐結びを李先生に教えて頂きました。 

インストラクター、理事のほか生徒さんも参加され、全 13名で行われました。 

        
最後に仕上げたバターナイフを先生に並べて頂き更に素敵になりました。 

 

   

 

 

木製のバターナイフに、カラフルな紐とビーズを使って紐結びを作りました 。 

ビーズに紐を通す細かい作業に苦戦しつつも、皆さん其々思い思いのデザイン

を考えられ、どれも個性ある素敵な飾りに仕上がりました。 

               

          

    

 

 



 

 

  ☆東日本支部・中国茶 Ｓｔｙｌｅ留香 活動報告☆ 

 

 

3月 21日、桜咲く東京都千代田区如水会館にて、一橋大学Ｏ

Ｂの 9 名の皆様と中国茶のひと時を楽しみました。2 名の方に、

台湾・四季春と安渓・本山烏龍茶を実際にお点前体験して頂きま

した。日本茶道をたしなんでいらっしゃるということで、所作が

綺麗で美味しいお茶を煎れて下さいました。皆様、本物の烏龍茶

の味と香りに興味をもたれ、質問がたくさん飛び交う会となりま

した。素敵なご縁に厚く御礼申し上げます。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103期 徳本佳苗 

 

 

 

 



 

☆ 無我茶会開催のご案内 ☆  

 

 新緑のみぎり、皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

留香茶芸Tea Salon Chaxinは、昨年秋開室５周年を迎えました。日本に帰国後、多

くの皆さまのご支援を賜り、本当にたくさんの、また素晴らしい「茶縁」に恵まれ

ましたことを感謝しております。 

日頃の感謝の気持ちをこめて、また新たな気持ちで精進すべく「無我茶会」を開催

いたします。 

昨年秋、急遽延期しご心配をおかけいたしましたが、季節も移り清々しい緑の

景色を眺めながらお茶を飲み、皆さまとの楽しい交流の機会となれば幸いです。ど

うぞご参加くださいますようお願い申し上げます。 

留香茶芸 Tea Salon Chaxin 開室５周年記念 

 

 五福臨門 無我茶会 
日時： 2013年 6月 3日（月） 11：00～12：30 

場所：  拾翠亭（旧九條家茶室）京都御苑内（烏丸丸太町） 

テーマ：  五福臨門            参加人数：30名 

座席形式：  長方形配列、床に着席 

お茶の種類： 規定なし（中国茶、日本茶、どんなお茶でも結構です。） 

お点前：  五杯、二煎          点心： 主催者が準備 

規則：  四杯を左隣四人へ、一杯を自分に 

     二煎目は茶海（または有流茶碗）で左隣四人へ 

取合せ：  五福（長寿、富貴、健寧、好徳、善終）にちなみ 

      各自の趣向で「福」を表現すること 

賞味後行事： 書と投入花の鑑賞（予定） 

 

時間の割り当て 11：00 受付、くじ引き 

11：30 席入り、茶道具の拝見と交流 

11：50 無我茶会開始 

12：10 賞味後行事 

12：30 茶道具片づけ、無我茶会終了 

12：45 親睦会（昼食） 
   

参加費：  無料 

     ＊茶会後の親睦会にご参加の方は、お弁当代（\3500程度） 

        が必要となります。 

  

  

 



参加お申込： 必ずご予約ください （５月 20日締切） 

     e-mail: liuxiang_tea@yahoo.co.jp / Tel: 077-575-8145  

     ＊お点前をしない「観客」でのご参加も歓迎いたします（要予約） 

     ＊お点前にてご参加の方には記念品をさしあげます 

    ＊「無我茶会」についての詳細はお問い合わせください 

 

 

 

mailto:liuxiang_tea@yahoo.co.jp


特定非営利活動法人中国茶文化協会 

中国茶フォーラム 2013春 
○第１部 講演の部 「お茶はくすり？薬としての茶の歴史」 講師：岩間眞知子先生 

「茶の医薬史-中国と日本」の著書である岩間眞知子先生をお招きし、薬としてのお

茶の歴史について講演いただきました。お茶は薬としても長く飲まれてきましたが、昔

からどのような効能を認められていたのかを、文献や資料を基に分かりやすく解説し

ていただき、これまで我々が学んできたことの裏付けが分かりやすくされている内容で

あり、とても興味深くお話を伺うことができました。 

 

○第 2部 茶会の部 茶藝披露～春～ 

茶藝披露では「春」のイメージを、４つの茶席にて表現いたしました。協会の認定講師である中国茶コーディ 

＜第一部＞        ネーターがそれぞれ違った茶藝にてお茶を淹れ、お客さまに味わっていただきました。 

亭主：高橋可奈子               亭主：山本由美子 

茶席：野の春  茶葉：文山包種      茶席：春游  茶葉：台湾佛手         解説：十文字由佳 

                

 

 

 

 

 

 

 

＜第二部＞            茶席：春霞  茶葉：武夷八仙         茶席：春の風に誘われて 茶葉：茶王鉄観音 

解説：西村眞由美     亭主：石上由紀                 亭主：出村善江 

     

 

 

 

 

 

 

 

                          第一部と第二部の間の休憩時間には、和室コーナーにて徳本佳苗さんと兼松聖子

さんがお茶を淹れて、お客様をおもてなし下さいました。お茶は「黄梔香単欉」と湖北

省の紅茶「宜紅」。点心は春を感じるお菓子２種を用意し、和やかな雰囲気での休憩

時間が、第二部の茶席の時間 

                    につながったようです。アンケートでは「一連 

                    の動作がとてもきれいでした。」「美しい所作 

を堪能させていただきました。」などの嬉しい 

お声をいただきました。 

お客様には留香茶友会の 100期小西美和さん、107期藤澤尚美さん、 

137期脇本純子さんもいらして下さり、お手伝いもいただきました。 

無事に茶会を終えることができましたこと、皆様のお力添えのおかげと心より感謝申し上げます。                                  

２０１３年４月６日      特定非営利活動法人中国茶文化協会理事  石上由紀 



*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（2013年 5月末まで）☆ 

           

                                                

                                                  ピューター ： ＄９８  

 

  

 

☆ 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 

入会時以降、メールアドレスを変更された方、その他ご意見あれば、理

事広報までご連絡下さい。Email:liuxiangsayukai@gmail.com 

 

 

 

 

冬ダージリン： 

２５ｇ:$２０,  ５０g：$３８ 

(冬に採れたとても珍しい紅茶です) 
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日本総代表：尾崎 一郎 様   Tel : 0797-84-6003 

日本副代表: 恵島 京子 様    Tel : 090-1964-2253     日本副代表：西村 眞由美 様  Tel : 0297-72-8921 

東日本代表: 石上 由紀 様    Tel : 050-5837-5753 

東日本副代表: 出村 善江 様  Tel : 0438-40-4970      東日本副代表:徳本 佳苗 様  Tel : 080-2152-7216 

西日本代表: 堀井 美香 様    Tel : 077－575-8145     

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

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）  

滋賀県大津市石山寺 Tel: 077－575-8145  

E-mail liuxiang_tea@yahoo.co.jp  

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  

E-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 

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp  

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  

E-mail liuxiangteasalon@yahoo.co.jp  

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  

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp  

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 

E-mail yiu17596@nifty.com  

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 

E-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  

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

♦留香茶芸 大阪       内山麻衣子さん（145期）  

E-mail liuxiang_kagoshima@yahoo.co.jp  

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 

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

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

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp  

♦留香茶芸 バンコク          唐沢恵さん（105期）  

E-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）  

E-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 

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

 

mailto:teacraft@singnet.com.sg
http://www.liuxiangtea.sg/
http://www.facebook.com/liuxiangteacraft

