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★ お点前テストのご報告 ★

バンコク

上級

加藤 尚美

2013 年 10 月 24 日

バンコク

上級

岩崎 康子

2013 年 10 月 24 日

バンコク

上級

荒井 愛

2013 年 10 月 24 日

バンコク

上級

白石 維子

2013 年 10 月 24 日

★ お点前テストのご報告 ★

本部

中級 268 期

平瀬 貴子

本部

2013 年 12 月 11 日

本部

初級 297 期

開發 奈奈

2013 年 12 月 11 日

初級 299 期

三坂

朱夏

2013 年 11 月 27 日

本部

初級 289 期

福江 麻友美

2013 年 12 月 11 日

11 月親睦会のご報告
11 月 11 日に、11 月の親睦会として「茶卵作り」を李先生に教えていただきました。
インストラクターや理事の他、生徒さんと非会員の方も参加され、総勢 19 名での賑やかな会とな
りました。
茶卵のレシピを見ながら、先生に丁寧に作り方をご説明いただきました。
参加者全員で実際に卵に「ヒビ」を入れてみたり、事前に作ってあった茶卵を試食してみたりと楽
しく時間は過ぎました。
また、先生の６０歳のお誕生日を記念して作られた「生普洱茶」をいただきながら、おいしいお菓
子もたくさんいただきました。

Liu Xiang Tea Salon Chaxin

＜台湾

７月の活動報告

（91 期・堀井美香）

文：275 期・横田順子

お茶の旅＞

2013 年 11 月 23 日（土）～26 日（火）
石山教室の堀井美香先生と門下生の計 9 名が
参加し、3 泊 4 日の台湾お茶の旅へ。
シンガポールから李宗師も同行して下さり、
楽しく充実した旅になりました。
前半は台湾中部の南投縣名間郷で全巻青茶
の製茶。茶園を案内していただいた後、萎凋後
の茶葉の撹拌や揉捻などの工程を体験しまし
た。慣れない作業に悪戦苦闘しながらも、発酵
が進むにつれて漂う花香に疲れも癒されます。
て

お世話になった瑞成茶廠さんの茶園に

仕上がりを待つ間に訪れた凍頂山では、凍頂烏龍の野生種の栽培
を広められた蘇逸洪氏のご子孫のお宅へ。
22 代目となる蘇文彬氏の穏やかな表情がとても印象的で、一面に
広がる茶畑の風景と共に心に残るひとときとなりました。
2 日間にわたる製茶工程を経て出来上がった烏龍茶はまろやかで
自画自賛したくなるおいしさ！忘れられない味です。
旅の後半は、陶磁器の街・鶯歌へ。
李宗師のご友人の工房で型流しの急須の製造工程を見学し、パーツ
ごとに作られた石膏型に陶土を流し入れたり、取手を付ける工程を
体験できました。一人ずつ急須に名前を入れさせていただき,焼き
上がりが今から楽しみです。
笑顔が素敵な李宗師と蘇文彬氏
そして最後は鶯歌と九份でお買い物。
次々と現れる素敵な器に目を奪われ、時間が
いくらあっても足りない…それでも各々目的
の茶器や茶道具を購入でき、大満足の旅を締
めくくることができました。
4 日間という短い期間でしたが台湾のお茶
や茶器への理解を深められ、中国茶の世界の
奥深さに改めて魅力を感じることができた
旅となりました。
お忙しいなか時間を作っていただき、貴重な
体験の機会を作っていただいた李宗師に心よ
り御礼申し上げます。

旅の締めくくりは九份の水心月茶坊で

12 月親睦会のご報告
12 月 4 日に、12 月の親睦会としてクリスマス会を開催しました。
紅茶やお作法、クリスマスのテーブルコーディネートについて理事を中心にお話をさせていただき
ました。
シュトーレンをはじめ、サンドイッチ・クッキー・カップケーキ・チョコレートなど、たくさんの
スイーツとともに
はじめにアールグレイ、続いてアップルティーをいただきました。
最後に、プレゼント交換も行い、とても華やかなクリスマス会となりました。

☆ プロモーション（2014 年 1 月末まで）☆

急須 $72
*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
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

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

小西美和さん（100期） ♦

岡山支部北公民館

岡山市北区津島東

北公民館

Liu 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

岡山教室

小西美和さん（100期） ♦留香茶芸

木更津教室

出村善江さん（124期）

岡山市北区国体町

千葉県木更津市大久保

E-mail miwa_spore@yahoo.co.jp

E-mail yiu17596@nifty.com

ブログ http://ameblo.jp/liuxiang/

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

♦留香茶芸

宝塚教室

兵庫県宝塚市清荒神

恵島京子さん（52期） ♦中国茶
Tel：0797-81-7109

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

Tel: 0438-40-4970

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

鹿児島

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://ameblo.jp/maimai-life-blog/

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

♦留香茶芸

北京

小林亜希子さん (132期） ♦留香茶芸

Tel:090-7013-7852

バンコク

唐沢恵さん（105期）

E-mail akikobayashi2003@yahoo.co.jp

E-mail linlin2005621@yahoo.co.jp

♦留香茶芸台湾

♦留香茶艺 (御石花茶品工作室)

黄嘉慧さん（171期）

廖中卫女士

台湾 台北市士林区 （日本語可）

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 chiahuikazuo@yahoo.co.jp

86-193-080-777-63
董伟波女士（240 期）

♦留香茶艺宁波工作室

♦留香茶芸

QQ133-0660-138

ミャンマー

宁波市中山西路念九巷 12 号 206 室

携帯 +95-92-5000-1998

电话： 13355905815

E-mail amalfi270231@yahoo.co.jp

前田祐見（114期）

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