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☆お点前テストのご報告（初級）☆

259 期 伊藤のりこさん

259 期 早藤綾子さ

259 期 有村直子さん

259 期 柴田相子さん

275 期 横田順子さん

270 期 倉橋由利子さん

☆お点前テストのご報告（中級）☆

245 期 高澤菜穂さん

275 期 横田順子さん

☆ 12 月の親睦会のご案内 ☆

今月は 12 月ということで“クリスマス会”をすることになりました。1 年を締めくくりに
あたり、みなさんでおしゃべりしながらおいしいお料理を頂きませんか？
プレゼント交換も企画しています。
（詳細は後日参加者の皆様にお知らせ致します。
）
皆様のご参加をお待ちしております。

日時：12 月 21 日（金） 11：30～
場所：
“Ｌｐ＋Ｔｅｔｓｕ” ＃03－18 Tanglin Mall 163 Tanglin Rd
会費：
（ランチ代）＄４５＋＋～ ※ワイン＄１５
参加希望の締切日：12 月 17 日（月）午後 12：00 まで

参加希望の方はこちらのアドレス(liuxiangsayukai@gail.com )に返信して頂くか、担当理事の
星野（Hp 9650-6457）まで、電話かＳＭＳでご連絡ください。また、教室に置いてある“親睦
会申込書”にお名前を記載して下さっても結構です。
宜しくお願いします。

☆東日本支部・秋の神農祭のご報告☆
秋雨の降る１１月２３日（祝）お茶ノ水・湯島聖堂にて年に一度開催され
る神農祭へ参加してきました。メンバーは取手教室・西村さん、Liuxiang tea
salon 石上さん、茶游・井口さん、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ脇本
さん、徳本の５名。農耕医学の祖として崇めら
れている神農氏。この日、神農廟が開帳される
ということで参拝させて頂きました。境内には
儒学を大成した孔子像も祭られていて、学問成
就を願い記念撮影しました。式典後は石上さん
ご紹介のお店「銀座・巴馬ロハスカフェ」で創
作アジアンチャイニーズを会食。日本でこうし
て中国茶に携われる事に感謝しながら神農氏に乾杯しました。

１０３期 徳本佳苗

Advanced Course
Course～上級茶芸試験～のご報告
～上級茶芸試験～のご報告
Liu Xiang Tea Salon

Liu Xiang Tea Salon では、１１・１２月に初級・中級・
上級の茶芸試験を何度か行いました。中でも上級
茶芸試験には、インストラクター4 名の方々をお招きし、試験
官として茶芸披露をご覧いただき、皆様に貴重なコメントを述
べていただきました。今回は上級試験での生徒さんお二人の茶
席をご紹介いたします。
右の写真は「船と海」をテーマにした鳥渕眞貴さん
の茶席。これまでの人生の歩みが表現されています。
将来は船に乗って“３６０度 周りは海”
、
“月明かりだけの夜
の海”の景色の中で優雅にお茶を飲んでみたいそうです。そん
な景色でお茶が飲むことができるなら、味わったことのない未
知のお茶の世界を感じるかもしれませんね。お茶はテーマにぴ
ったりの宝島烏龍茶を楽しませていただきました。
左の写真は「却外春～コウガイノハル～」がテー
マの羽鳥杏子さんの茶席。日本では花を愛でるのはしばらく
お預けになる冬。茶席だけでも花々の息吹を感じてもらえる
ようにという思いのこもった茶席。口に含んだ瞬間、しっと
りと落ち着いついた中にも花や果物の香りが華やかに広がっ
た木柵鉄観音。目で見ても味わっても花の華やぎを楽しめる、
すばらしい茶席となりました。
即席でつくったテーブ
コーディネートで茶友
ちとクリスマスランチ。
お茶は文山包種の冷茶と祁
門紅茶を合わせて。
和やかなひとときを過ごし
ました。
2012 年 12 月 04 日
Liu Xiang Tea Salon
石上由紀
http://blog.goo.ne.jp/liuxiangteacraft

☆木更津教室からのご報告☆ ‐１２４期 出村善江出村善江木更津市波岡公民館文化祭

2012年１１月１０日、１１日
2012年１１月１０日、１１日

1 日目： 茶芸披露 薄茶点前、聞香杯点前、工夫点前を、合わせて７回。２３名の
方々にお楽しみいただきました。お茶は、留香鉄観音、雪毫香片（ジャスミン）、東
方美人、凍頂烏龍、二八佳人、鳳凰単そう。点心は、両日ともにシンガポールのお
菓子をお出ししました。２日目は１回のみ、５名に緑茶点前で西湖龍井を淹れまし
た。

２日目：淹れ方体験
お好みを伺った上で茶葉をお選
２日目：
びし、淹れ方の説明をしながら、小壺を使ってご自身
で淹れる体験をして頂きました。参加者同士で急須の
交換もし合って他のお茶も味わい、おしゃべりしながら、
ゆったりとお楽しみいただきました。
こちらは、１４名の方にご参加頂くことができました。こ
の度は、１年ぶり４回目の文化祭参加でしたが、様々
な方のご協力のもと無事終える事ができました。心より
感謝申し上げます。

月例茶会『烏龍茶の飲み比べ 』 ＠木更津市波岡公民館 2012年
2012年11月
11月15日
15日
今月は、久し振りに飲み比べを行いました。
お茶は、阿里山高山茶、留香茶王鉄観音、
鳳凰単そう、極品肉桂、葉如鈴の５種類で
す。
適した急須で次々と淹れ、心ゆくまで味わ
っていただきました。
こうすることで、お茶の味や香りに集中でき、
今まで感じなかった魅力に気付く事もある
ようです。参加者それぞれ、好みのお茶を
探しながらの飲み比べとなりました。いつも
のお茶に感じる新たな発見は、楽しいもの
ですね。
以上の記事につきまして、詳しくはブログをご覧下さいませ。

http://ameblo.jp/kisaraduhttp://ameblo.jp/kisaradu-liuxiang/

11 月の活動報告 （91 期・堀井美香）

第 2 回コラボ茶会「中国茶と手作り点心を楽しむお茶会」
2012 年 11 月 6 日㈫、地元滋賀県にあるホテルニューオウミ、中国料理「桂林」との第２回コラボ・イベ
ントを開催しました。飲茶の歴史をテーマに、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。
点心師による手作り点心のデモンストレーションとお客様にも点心作りを体験していただき、盛りだくさん
の内容となりました。茶席は秋の実りをイメージして「秋香鉄観音」を工夫点前でご披露しました。
また、
「桂林」の厨房とサービススタッフの皆さまには、10 月より初級コースのレッスンをご受講いただ
いています。お料理、サービスともより良いものをご提供できるようがんばっておられますので、どうぞみ
なさまの応援をお願いいたします。 桂林 facebook http://www.facebook.com/newomi.keirin

★秋香鉄観音 （工夫点前）
★白牡丹
☆近江の恵み・お楽しみ前菜盛り合わせ
☆ぷりぷり海老のワンタンスープ
☆手作り飲茶五種
☆サクサク揚げ物三種盛り
★勐海プーアールの菊花茶
☆鯛とパパイヤの蒸し物
☆大根餅と国産黒毛和牛の熱々ステーキ
☆松茸入り蓮の葉蒸しおこわ
☆チャーシューと白ネギの和え麺
★桂花香紅茶
☆点心師特製・伝統デザート

＜モバイル情報サイト “Foret フォレー” に掲載されました＞
京都トヨペットが運営する女性会員向けのモバイルサイト「Foret」http://www.kyoto-toyopet.jp/foret.html、
のビューティーのコーナーに中国茶情報をご提供しました。11 月 9 日 vol.54 にて登録会員さまのみに配信され
ています。

留香茶芸 Tea Salon Chaxin 堀井美香

取手教室第 3 回無我茶会のご報告

103 期 西村眞由美

10 月 13 日利根川河川敷緑地公園にて「自然の中で秋を感じよう！！」と 無我茶会を行いました。
参加者は、石上由紀さん・小沢真紀さん・川岸佳美さん・徳本佳苗さん・出村善江さん・林寿恵さん・脇本純子
さん・木更津教室から伊藤裕子さんと藤野徳子さん・西村と手伝いの夫の 11 名で賑やかに開催する事ができま
した。
快晴に恵まれ青空のもと、草原に秋をテーマ
に素敵なお茶席が広がりました。
皆さんお道具を披露、想いを語りカメラを向
けたりむけられたりと楽しい交流ができま
した。
広々とした自然の中で気持ちも解放され、無
心に淹れて下さったお茶はそれぞれ格別で
した。
茶会終了後、その場にブルーシートを広げ、豚汁・茶葉蛋・秋野菜の揚げ浸し・手作りベーコン梨とレモン添え・
秋の三色おこわ弁当・お新香などで昼食の輪を囲みまし
た。
お茶は風でカセットコンロの湯がなかなか沸かず苦労
しながらも、
香ばしく武夷の鉄羅漢を淹れてくださいました。
午後は西村宅で無我茶会でのお茶名当てや感想を述べ
ていただき、時間の許す方はお点前練
習などで楽しん
で頂きました。

皆さまお疲れ様

でした。

☆プロモーション（2013
☆プロモーション（2013 年 1 月末まで）☆

93 年 云南省沱茶
25ｇ＄18（沱茶を削ったもの）
460ｇ＄300（沱茶そのまま）

マレーシア製スズ茶缶（小）＄９８

☆プロモーション(2012
☆プロモーション(2012 年 12 月末まで)
月末まで) ☆

<台湾製白磁器 四角茶托>
四角茶托> $16.00

<有機栽培 四川省緑茶 秀芽>
秀芽>

25g $50.00（25g のみ）[画像なし]

通常は高価な茶葉ですが、今回は特別価格での販売です。
数に限りがありますのでご希望の方はお早めにご購入ください。
*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
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