
 

 

 

 

 

          2021 年号初夏 

 

茶道具専門店万楽堂 

茶室明章庵    
〒216-0003 川崎市宮前区有馬 5-3-16 1Ｆ 
TEL044-871-2311（万楽堂） 

TEL044-852-5758（明章庵）   

駐車場 3台鷺沼駅徒歩 15分 

最寄りバス停より徒歩 5分 

✉meishoan@gmail.com 
https://www.manrakudo.co.jp 

英語茶道初心者教室 
welcome！英会話初心者  

～海外の大切な友人を茶の湯でおもてなし～ 

日  時   令和 3年 6月 12日（土）  

➀午前クラス 9時 30分～12時 

     ②午後クラス 13時～15時 30分 
会  場   茶室 明章庵 （問い合わせ      044－852-5758） 

講  師   田中宗衣 （国際茶道文化協会会員 准教授） 

北島宗利 （茶道教室大原庵 伝統文化講座伎芸塾主催 准教授） 

募集人数  各クラス 6名 流派問わず 

参加費    5,000円（菓子・抹茶付）税込  

持ち物    お稽古道具・筆記用具・洋服可（白い靴下） 

★無理のない内容で楽しむ英語茶道★ 

１、もてなしの準備 
★Step１  

千利休から現在未来へと受け継がれる茶道の歴史を海外の方に解説するポイントを説明します。   

   ★Step２ 

お茶お菓子の頂き方をどう英語で紹介する？分かりやすい説明とは？ 

形だけではなく、その裏にある日本人の相手を敬う心を伝えましょう。 

★Step3 

薄茶平点前を英語で解説しながらデモンストレーション。所作や道具を的確に伝えるコツをお伝えします。 

２、質疑応答  疑問点はどんどん質問しましょう！ 

３、本当は何が知りたい？ 
お点前の所作？道具？外国人の方が茶道について本当に知りたい疑問あれこれ。       

  私たちが思いもよらない視点のご紹介を致します。 

★深く学びたい方へ～裏千家茶道教室～★ 
年間 ５回コース（炉２ 風炉２ 他１） 

予定 令和３年 6月～予定（基本的に偶数月の月曜日） 

募集 12～16名 全 5回参加   

時間 ９時半～１４時頃 予定 

流儀 裏千家  講師 裏千家 家元内弟子 

会費 1回 16,000円（税込）中級以上の募集となります。 

学びのチャンスです。お稽古に向き合う時間を有意義に！ 
 

➀水屋の事からご指導を頂きます 稽古前の火起こしのタイミング、軸、 

お席の設え、当日の点前の準備、稽古後の釜の扱いなど、ご指導頂きながら 

実践で学びます。 

②炭、濃茶、薄茶、七事式、 点前、正客、詰、など出席の皆様にはお役につい

て頂けるよう配置いたします。点前、客ぶり、それぞれの立場で勉強ができま

す。 

➂充実した内容の年間５回コース 炉２回、風炉２回、他１回（予定） 

★スタートは皆様同時です。 

★家元の内弟子の先生からのご指導を直接受けられます。      

★質問の時間を取り入れ、茶道の奥深さと楽しみ方を学べます。 

★消耗品やお道具その他、当庵にてご用意がございますので、 持ち出しの負担

がございません。（水屋の方は花をお願いします） 

★基本的には偶数月の月曜日をお願いしておりますが、ご都合にて変更する場

合もございます。 その場合の出欠席、会費の等についてはお問い合わせ下さい。 

 

研究会 

表千家研究会 御指導 表千家宗匠／裏千家研究会 御指導 裏千家業躰 
 

研究会 

表千家 研究会 毎月末日曜クラス  

七事式教室 

月に 1回 表千家七事式・裏千家七事式 

（現在満席の為キャンセル待ちとなります） 

袋物教室 

毎月第４木曜日 12時～16時 3ヶ月分 12,000円(税込)  

初回はパスケースキット付き！  

和気藹々とアットホームな雰囲気です。 

 

Let,s 

Enjoy! 

https://www.manrakudo.co.jp/


初夏のとくとく市令和 3年 4月１５日（木）～30日（金） 

➀軸一行 明歴々露堂々 即中斎 ⑯軸一行 松老雲閑 鵬雲斎 

②茶碗 黒 銘松風 而妙斎箱 

大樋年朗   

⑰茶碗 飴楽 鵬雲斎箱 

9代大樋長左衛門  

③平茶碗 銘清流 而妙斎箱 

    永楽即全   

⑱平茶碗 出雲焼 鵬雲斎箱 

  11代長岡空権   

④平茶碗 立葵 而妙斎箱 

    永楽即全   

⑲平茶碗 刷毛目 鵬雲斎箱 

    真葛香斎   

⑤水指 銘深山路 而妙斎箱 

出雲焼 11代空権     

⑳茶入 高取 淡々斎箱 

           

⑥建水 エフゴ型 不審庵伝来 

中川浄益    

㉑茶杓 銘虫の音 淡々斎箱 

黒田正玄 

⑦建水 大脇差 堀内宗完 

  15代新兵衛 特価 36,000円 

㉒中棗 黒 鵬雲斎箱 

      川端近左  

⑧朝鮮風炉 真形釜 而妙斎筆 

   角谷莎村    

㉓水指 芋頭 鵬雲斎箱 

       膳所焼  

⑨小軸 大津絵 藤娘 松山画 

        特価 35,000円 

㉔風炉釜 真形花喰鳥図 

      角谷一圭  

⑩小軸 大津絵 源為朝 松山画 

        特価 35,000 円 

㉕花入 竹 銘松風 大亀書付 

稲尾誠中斎 特価 42,000円 

⑪茶杓表千家歴代特価 15,000円 ㉖御所篭セット 和田青竺 

特価 7万円 ⑫茶筅真黒手10本特価3,300円 

⑬丸卓 白竹張 而妙斎好写 

田原一斎作 特価 22,000円 

㉗黒手桶輪島塗 特価 27,500円 

㉘朝鮮風炉 特価 28,000円～ 

⑭丸卓 宗旦好写（而妙斎） 

 爪紅 新品  特価 19,500円 

㉙茶筅真並品 10本特価 2,200円 

㉚竹台子 1台限り特価9,800円 

⑮小四方棚 即中斎好写 

漆専堂   特価 25,000円 

㉛真台子 1台限り特価9,800円 

㉜長板 炉、風炉特価 2,200円～ 

★全て税込み価格です★他にも多数展示しております★ 

茶道具の修繕・修理を承ります 

京都、輪島、富山の職人へ直接依頼致します。 

ご予算や状態によるご相談承ります。 

➀茶碗や皿の 

共繕い 

陶磁器の破損箇所を修理し、破損前の

状態に近付けるよう修復します。 

特 4,800円～ 

②茶碗や皿の 

金繕い 

割れたりかけたりヒビの入っしまった

陶磁器を漆で接着し、接着部分を金で

装飾して仕上げる日本古来の修復技術 

特８,２00円～ 

③茶入の蓋作り 

ラクト蓋 

乳たんぱく質を素材とした人工象牙 特 6,8００円～ 

④茶入の蓋作り 

象牙蓋  

窠入りのご注文は別途料金となりま

す。 

特 14,200円～ 

⑤茶入蓋裏金箔張 きれいに仕上がります。 特 1,120円～ 

⑥茶入の仕服作り 裂地は御用意頂くか、当店でも別途販

売します。茶入の大きさにもよります

が古帛紗が丁度よいサイズです。 

特 14,000円～  

⑦桐箱作り 茶碗、水指、軸など承ります。好み紐 特 5,500円～ 

⑧島台金銀 塗直 金または銀のみも承ります。 特 2万円～ 

⑨表装  一行書 特 31,000円～  

小 幅 特 24,000円～ 

 

⑩釜クリーニング  釜の錆止め、鳴子付け、蓋磨きなど 錆止め 

特 22,000円～ 

⑪茶詰 入日記付 山政小山園・丸久小山園  特 27,000円～ 

 

不要の茶道具 

お引き取り致します！ 
 

適正価格・秘密厳守にて 

大切に丁寧にお引き取り致します。 

東京神奈川以外の方も 

お気軽に御相談ください。 

朗報！感染対策に！！ 

使い切り茶巾 20枚 衛生的です！ 

 

 

 

 

 

メール便なら１個に付き送料 120円 

日本製不織布 30㎝×15㎝ 

 特価３００円（税込） 

 



 
  

 

 


