
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.6４～  ♪ 

                         
                          

 

～新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。～ 

皆さまのご協力により、昨年は43公演、通算230公演になりました！ 

  今年も様々なアンサンブルと共に、多くの方々との出会いを楽しみにして、活動を続けていきたいと思います。 

 

＜昨年１２月 の 公 演 から ＞ 

★１２月２０日（木）つくばライアーの響き クリスマス☆コンサート ノバホール ホワイエ 

  ノバホールホワイエにて10時～16時までの長時間に渡る初の連続演奏、無事終えました。水戸市で無料配布され

る「ぷらざ」12月号の表紙１面に大きくライアーとコンサートの記事が掲載され、その反響で思いがけず水戸からも

多くの皆さんにおいで頂き、トータルでは100名位のお客様に入れ替わりおいで頂きました。メンバー17名で、楽器、

編曲の異なる様々な組み合わせによるグループや全員で、ライアーの響きが良い空間でたっぷりと演奏しました。詳

しくは「お客様感想集」「クリスマスコンサートを終えて」をご覧ください。 

 
★１２月５日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Yasu・ＮＡＯ・tomo・momo・fuji・芝山） 
 童謡唱歌を１８曲、たっぷり演奏しました。半分以上はいつも同じプログラムで、その他、季節の曲を織り交ぜな

がら休みなく演奏していき、歌わずにライアーの音色だけ聴いて頂く事もできるようになりました。 
１月は30日（水）10：30～です。             

 

★１２月１９日（水）みもり園作品展 ライアー演奏（Ina・ＮＡＯ・のんのん・kei・momo・Jun・芝山） 

みもり園で定期的に行われているアートの作品展が洞峰公園の新都市記念館で開かれました。そこで、午前中７名

で、翌日のクリスマスコンサートの曲を演奏させていただきました。自然の眺めの良い会場で美しい芸術作品に囲ま

れて演奏するのは本当に気持ちが良くて、みもり園の園長先生はじめ、皆さんに、１曲ごとに大きな拍手をいただき、

楽しい一時でした。 

 

★１２月８日（土）シュタイナーキンダーガルテン星の子  http://hoshinoko.jp/ 

親子のためのクリスマス・オイリュトミー公演  国立市民芸術小ホール 地下１Ｆスタジオ 

黄金の冠は何処に～Ⅱ～２回公演 ＜１＞１３：１５～（開場13:00）＜２＞１５：１５～（開場15:00） 

オイリュトミー 秦 理絵 高久真弓 山本みちる 塩月伊作 朗唱 近藤直子 ライアー momo*芝山恭子 

メルヘン「ホットケーキをつくりだすひきうす」「夢のお歌」「雪うさぎ」「主よ人の望みの喜びよ」等、大きな

公演でしたが、オイリュトミーの伴奏ができたことは、動きと音楽という視点で、とても良い勉強になりました。星

の子のご父兄の方にライアーの音楽で涙が出たとのコメントも頂き、無事終えました。桃原さんには遠くまで何度も

練習に通っていただき、本番でもソロの素敵な演奏をしてくださり、感謝しております。 

 

★１２月１６日（日）親と子に贈るクリスマスオイリュトミー公演（つくば市 広岡公民館ホール） 

オイリュトミー 秦 理絵 高久真弓 山本みちる ピアノ 門脇郁香里 ライアー momo*芝山恭子 

      音楽オイリュトミー Ｇ線上のアリア 主よ人の望みの喜びよ 地は歌う 雪うさぎ ほか 

「大地から春の息吹が感じられるわ～と思っていたら、「雪うさぎ」は舞台が雪原に見え、ヒバの葉に沿って結界が

張られたよう。朗誦も ひと声ひと声がとても豊かな響き。 そして なんて軽やかに踊るのかしら。 音を表現する

って とても軽やかなんですね！ 音って宙に浮くものなんだなぁってあらためて実感です。自分の音が ともすれば

地面に落ちて張り付いてしまう音のように思えて・・・(＠_＠;) 

古代ギリシャの巫女か 妖精の女王のような衣装もとても美しく、軽やか。 

あまり素敵だったので、椅子からおりて、お座りして観たい～と思いました。（あまりに前過ぎたせいですね。） 

もちろん お二人のライアーも あら、いつもと違う音色、オイリュトミーに合わせた音？になるんだなぁ～ ライ

アーってやっぱりいいわぁ～。 ピアノもまた弾きたいなぁ～ ・・・・・と思っているうちに、あっ という間に終

わってしまいました。もっともっと観ていたかったです。」                      NAO 

http://hoshinoko.jp/


「オイリュトミーも、企画して下さりありがとうございます。クリスマスに近づく今の時期に、県内であのような公演

をみることができ、（特に 後の音楽オイリュトミーは深く深く心に入ってきました）本当に嬉しかったです。 
また何かありましたら、よろしくお願いします。」Ｍさん 
 

つくばオイリュトミーの会、星のハーモニー、つくばライアーの響きの皆さまのご協力により、つくばでも公演が 

実現できて本当に良かったです。子供たちにも、大人の方々へも、クリスマスの時期に生の美しい芸術の素晴らしい贈

り物ができました。きっと参加された皆さまの心に、新しい光が灯されたことでしょう。 

スタッフの皆さんはじめ、おいでいただいた方々にも沢山のお菓子をご用意頂き、会場の設営や後片付けまで本当に

お世話になりありがとうございました。 

 

☆2007年１２月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会         第1火曜日 １／８（火）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １／１７(木) リーダー（momo）12:00～15:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 １／１６(水）13:00～17:00サブリーダー（のんのん） 

１／３０(水）13:00～17:00 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日１／１０,２４（木） （ご予約はお早めにお願いします） 

２／１４,２８(木)個人レッスン予約制 15:00～          

♪ 並木クラス  並木公民館  火曜日  １／１５,２２, ２／１２,２６（火）リーダー（おさちゃん）10:00～12:00 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   １／１５, ２９(火）10:00～12:00  

              ☆個人レッスン 月・火 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        １／１０,１７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーの会（福島県いわき市）１／１１（金）リーダー（根本裕美）10:00～12:00                         

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻市中央公民館                 １／１９（土）ライアー講座 13:00～15:30 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １／１８（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１／３１（木）ライアー講座  10:30～12:30 Ayumi’s House 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 １／３０(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
＜一般公開＞ ５／１０（土）ライアー響会交流コンサート（自由学園明日館） 

６／２９（日）七夕ライアーコンサート（惠光寺文化センター予定） 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（惠光寺文化センター予定） 

＜関係者限定＞２／６（水）つくば市東幼稚園 ライアーコンサート  

****************************************************************************************************** 

１／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
１／６（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

１／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

１／１２（土）サークルわ オイリュトミー  城東公民館 12:30～幼児・小学生・大人  

１／１５（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

１／２７（日）２／２４（日）星のハーモニー ゆかりの森管理棟 13:30～ 

２／１７（日）キンダーガルテン星の子 バザー 午後 チャリティーライアーコンサート予定（詳細未定）        

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 

******************************************************************************************************* 
お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 

＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 
 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2007年１月５日（土） 芝山 恭子 

 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.65～  ♪ 

                         
                          

～♪つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 ～♪つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 シリーズ Ｎｏ．７～ 

田原眞樹子さんの『響きを聴き、奏でるⅢ』 

つくばで開く田原さんの３回目の講座です。１部のライアーは、初見で弾ける曲、あるいは即興だそうですので、 
特別な準備はいらず、経験年数も問いません。多くの皆さまにご参加いただけたらと思います。 

日  時：4 月１日（火）２日（水）第一部（身体から生まれる音の体験） 10：00～12：00 

第二部（アンサンブル）       13：30～15：30 

会場：つくば市ふれあいプラザ 多目的ホール  定 員：各部３０名 

参加費：各部￥3000 通し参加1 日間￥5000２日間10000 円  

『ライアーを手に取って奏でてみる者は、皆その音色に癒され慰められます。 

それでは、私たちの側からもっと積極的に、ライアーの方に働きかけることはできるのでしょうか。 

ライアーを本当に楽器として輝かし、生き生きとさせることが、、、。 

その一つの方法がオイリュトミーだと、私は思っています。近年その思いが増々強くなって参りました。 

今回第１部では、オイリュトミーを中心に据え、音楽の本質を動きとして体験する事をさらに深めたいと思います。

動きはどなたでも出来る平易なものです。 

第２部では、皆様とライアーアンサンブルを楽しみたいと思います。 

皆様とライアーと共に、お会い出来る事を楽しみにしています。  田原 眞樹子』 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

～日立市大久保幼稚園主催の 仲さんのライアー講座と、教育公開講座のお知らせです～ 

＜大久保幼稚園 シュタイナー教育公開講座 仲さんの 初心者のためのライアー講座＞ 

２月２７日（水）１０：００～１２：００（多賀市民会館小ホール 多賀市民プラザ内） 

参加費２６００円 定員２５名  主催：学校法人公士園 大久保幼稚園  共催：ひたちライアーの奏 

 

＜大久保幼稚園 第１３回 シュタイナー教育公開講座 『人間力の育て方』講師：仲正雄氏＞ 

～幼児期から大人への道～ 

２月２８日（木）１０：００～１２：００大久保幼稚園 遊戯室（日立市大久保町４－１０－７） 

参加費５００円 定員１００名  主催：学校法人公士園 大久保幼稚園  ＊詳細はチラシをご覧ください 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

昨年秋に一度見学にいらっしゃり、１月から竹園クラスに参加されている大学生の新メンバーの方です。 

 

メンバー 自己紹介 その６２ 誕生日３月１５日 つくば市 H.A.さん  
こんにちは☆今度新しく仲間に加えさせていただくことになりました、H.A.です。最初にライアーを知ったのは、音楽

療法について調べていて・・か、木村弓さんの演奏を聴いてか・・あまりはっきりと覚えていないのですが、とりあえ

ずライアーを弾かせてもらえることがとても嬉しいので、たくさん練習して、早く皆さんと一緒にコンサートに 
出られるようになりたいです(*^_^*)♪ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお願いします☆ 
 
★１月３０日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Yasu・Tomo・momo・fuji・芝山） 
 童謡唱歌を１８曲、演奏しました。利用者さんも音楽や歌のお好きな方が多いとのことで、静かに聴き入ってくだ

さり、拍手や手拍子もいただきながら５名での演奏でした。２月は１９日（火）１０：３０～です。            

 

☆１月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会         第1火曜日 ２／５（火）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ２／２１(木) リーダー（momo）10:00～14:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 ２／６(水）13:00～17:00 

２／２０(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日２／１４,２８（木） （ご予約はお早めにお願いします） 

個人レッスン予約制 15:00～                    

♪ 並木クラス  並木公民館   火曜日    ２／１２,２６（火）リーダー（おさちゃん）10:00～12:00 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ２／１３(水）10:00～12:00  

              ☆個人レッスン 月・火・水 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ２／７,２１（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーの会（福島県いわき市）２／８（金）リーダー（根本裕美）10:00～12:00                         

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻市中央公民館                 ２／２（土）ライアー講座 13:00～15:30 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ２／２９（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）５／２９,１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ２／１９(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜一般公開＞ ２／１７（日）キンダーガルテン星の子（国立市） 

☆バザー とける雪とあたたかくなる土 （星の子） 12:30~15:00 

☆ライアーとオイリュトミーのチャリティーコンサート（国立第３団地集会所） 

１回目公演14:15～14:45,２回目15:15～15:45   

オイリュトミー 山本みちる ライアー 大山直美＊芝山恭子 

４／１（火）４／２(水)田原眞樹子さんライアーＷＳ つくば市ふれあいプラザ 

＊詳細はチラシをご覧ください 

４／２７（日）星のハーモニー 春まつり（ゆかりの森 管理棟）  

ミニバザー＆ライアー演奏 11:00～12:30予定 

５／１０（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・・池袋） 

６／２９（日）七夕ライアーコンサート（惠光寺文化センター予定） 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（惠光寺文化センター予定） 

＜関係者限定＞２／６（水）つくば市東幼稚園 ライアーコンサート 10:30～11:00 

２／２８（木）手代木南保育所 ライアーミニコンサートと人形劇         

３／７（金）手代木児童クラブ ライアーミニコンサートと人形劇 (手代木公民館）10:30~ 

 ****************************************************************************************************** 

２／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
２／３（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 手代木公民館音楽室 子ども10:10～大人10:30～ 

２／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

２／９（土）サークルわ オイリュトミーオープンクラス 水戸市 稲荷第２公民館 14:00～15:30 入場無料     

２／１２（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

２／２４（日）３／２３（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 13:30～ 

２／２７（水）仲さんの初心者のためのライアー講座 多賀市民会館小ホール（多賀市民プラザ内）10:00~12:00  

２／２８（木）シュタイナー教育公開講座 『人間力の育て方』講師：仲正雄氏（大久保幼稚園遊戯室）10:00~12:00 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 

******************************************************************************************************* 
お問合せ 芝山 E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 

＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 
 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年２月１日（金） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.66～  ♪ 

                         
                          

 

３月に入り梅の花が開き、うぐいすの鳴き声も聴こえてくる頃となりました。 

～ ２月の公演から ～ 

★２／６（水）つくば市東幼稚園 ライアーコンサート 10:30～11:00 

（Yasu・nao・おさちゃん・tomo・mari・のんのん・momo・fuji・芝山） 

「こんにちは。今日は東幼稚園の閉級式で 素敵なライアーの音色に癒されました。 
幼稚園の園児達があんなに静かに聞ける現場を目撃できて、改めてライアーの威力にビックリしました。 
ありがとうございました。最後になりましたが、"つくばライアーの響き”の皆様のますますのご活躍を祈念いたします。 
謝謝 （二の宮公民館 社会教育指導員 Iさん）」 

朝早くから雪の降る中、寒くて手が冷たいままの演奏になりましたが、momoのお話と優しい音色で、幼稚園児のみなさん

もお星様のきらきらする音、お月様の音、雪のふる音を感じながら、、、また夕焼け空の色を思い浮かべながらファンタジ

ー豊かに聴いてくれたことと思います。とても静かに、耳を澄ませて聴いてくれました。 

★２／２８（木）手代木南保育所 ライアーミニコンサートと人形劇『笠地蔵』10:30～11:00     

（Yasu・Ｎao・おさちゃん・tomo・mari・のんのん・kayo・doji・momo・fuji・芝山） 

 ２歳～年長さんまで沢山のお子さん、そしてご近所の親子の皆さんに観ていただきました。 

ミニコンサートで「うぐいす」は、いつも歌っていらっしゃるご様子で可愛らしいきれいな声が、ホールいっぱいに響き渡

りました。人形劇「笠地蔵」も、３歳～年長さんのお友達は、じっくりと集中して見入っていました。 

所長さんが、お仕事を一時忘れてとても癒されました～とお話くださり、励みになりました。 

★２／１７（日）キンダーガルテン星の子（国立市）バザー ☆ライアーとオイリュトミーのチャリティーコンサート 

（国立第３団地集会所）オイリュトミー 山本みちる ライアー Nao＊芝山恭子 

「ライアーは 皆さんにどのように聴こえているのか、ちゃんと届く音で弾けているのか、まだまだ 心配ρ(・・、) で

はありますが、それでも まぁ 緊張もせず 楽しみました～♪  そして短時間だったのに、オイリュトミーに合わせら

れて良かった～（´。｀）ふぅ～～～Nao」 

２回の公演で延べ７０名くらいの皆さんにご来場いただきました。国立市にある星の子とはご縁があって、お母様方のキ

ンダーハープ講座や時々先生方のレッスンに伺ったり、りんごろうそく祭りでライアーを弾かせて頂いたりしていますが、

今回はチャリティーということで、Naoにご協力いただき、早春の曲などをソプラノライアー２台で演奏しました。 

山本先生のオイリュトミーでは、シューマンの「アラベスク」とカロランの「アーウィン氏に捧ぐ」の伴奏をしました。

２台で弾くのには苦労しましたが、Nao に、家での練習に何度もお付き合い頂き、本番を無事終えることができました。当

日はNaoのご主人様に、車で往復していただき大変お世話になりました。ありがとうございました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★大久保幼稚園 シュタイナー教育公開講座 仲さんの 初心者のためのライアー講座 

２月２７日（水）１０：００～１２：００（多賀市民会館小ホール 多賀市民プラザ内） 

仲さんの初心者のためのライアー講座を、ひたちライアーの奏の皆さん、いわきライアーリングの皆さんそして、日立

の初めて体験される方々と共に、全部で18名位で、楽器をお貸しするついでにmomoとご一緒に受けて参りました。 

一音の大切さを、改めて実感し、指を寝かせて弾く奏法では、響きが全くちがってくることも体感できました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★２月１９日（火）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Yasu・nao・おさちゃん・tomo・momo・芝山） 

「前回と昨日とで感じたことですが、“あのおばあちゃん”・・・声が聞こえないとか、喋らなくていいと言っていた・・ 
・表情が柔らかくなった気がしました。以前は目があったらすぐ逸らせていたのが、しばらくは見ていてくれました。 
それだけでも嬉しいし、私の両サイドからはすばらしい演奏と歌が聞こえてくるしでウキウキの日でした。Yasu」 
最近昔ながらの遊び歌から始めていますが、「通りゃんせ」「あんたがたどこさ」「ずいずいずっころばし」等は口ずさん

でくださり、子ども時代を思い出されているかのようです。「うぐいす」「早春賦」「春よ来い」等、季節の曲を織り交ぜて

季節の曲を奏でる喜びを感じながら６名で演奏しました。３月は１８日（火）１０：３０～です。             
 
☆２月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

１月からお仕事の後、夕方から熱心に自宅レッスンにご友人といらしている新メンバーの方々のお一人です。 



 

メンバー 自己紹介 その６3 誕生日 ３ 月１７日我孫子市 M.I.さん  
 テレビで見た木村弓さんの弾く小さな竪琴（と思った）・・・それが、ライアーとの初めての出会いでした。 
その後、生の演奏を聴く機会に恵まれてライアーの美しい音色に魅せられ、さらにその楽器の大きさが体の小さな私にも 
持ちやすそうに見えて、いつかどこかで習いたいなあという密かな思いをずっと抱いていました。 
 たまたま身近に私と同じような思いを抱いていた友人がいて、そんな思いを語り合って、ネットで検索しているうちに 
芝山先生のところに辿りついたというわけなのです。・・・月１回のレッスンなので、上達はなかなか望めませんが 
細くとも長く続けられたらと思っています。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会         第1火曜日 ３／４（火）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ３／２０(木・祝) リーダー（momo）10:00～14:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 ３／５(水）13:00～17:00 

３／１９(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日３／２７（木） （ご予約はお早めにお願いします） 

個人レッスン予約制 15:00～                     

♪ 並木クラス  並木公民館   火曜日   ３／１１（火）リーダー（おさちゃん）10:00～12:00午後アンサンブル 

３／２５（火）自主練習 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ３／１２, ２６(水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月・火・水 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ３／６,２７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーの会（福島県いわき市）３／１４（金）リーダー（根本裕美）10:00～12:00                         

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）    ３／２９（土）ライアー講座 13:00～15:30 千代川公民館レストハウス 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ３／２８（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）５／２９,１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ３／１８(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜一般公開＞ ４／１（火）４／２(水)田原眞樹子さんライアーＷＳ つくば市ふれあいプラザ 

４／２７（日）星のハーモニー 春まつり（ゆかりの森 管理棟）  

ミニバザー＆ライアー演奏 11:00～12:30予定 

５／１０（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・池袋）1部14:30２部17:00 

５／２０（火） 喫茶あひる ライアーコンサート(つくば市洞峰公園 新都市記念館)14:00~15:00 
演奏・・・Ｎａｏ・おさちゃん・のんのん・momo・芝山 

６／２９（日）七夕ライアーコンサート（惠光寺文化センター） 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（惠光寺文化センター） 

＜関係者限定＞３／７（金）手代木児童クラブ ライアーミニコンサートと人形劇『笠地蔵』(手代木児童館）10:30~ 

４／２４（木）お楽しみコンサート（ゆかりの森管理棟）10:00～ 

 ****************************************************************************************************** 

３／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
３／２（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

３／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

３／８（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:20    

３／１１（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

３／２３（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 

******************************************************************************************************* 
お問合せ 芝山 E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 

＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 
皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 

＜Leier Moon毎月発行＞    2008年３月１日（土） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.67～  ♪ 

                         
                          

 

～田原さんのライアーＷＳ、無事終わりました！～ 

４月１日（火）２日（水）の２日間、つくばで３回目になりました田原さんのライアーＷＳを開き、無事終りました。

つくば市ふれあいプラザの多目的ホールで、１日は１８名（午後１３名）、２日は１７名、全部で２３名の皆さんにご参

加いただき、大変充実した２日間でした。参加者の皆さんからのご感想など、詳しくは別紙をご覧ください。 

 

～４月２４日（木）メンバーの皆さんのためのお楽しみコンサート開催します☆～ 

ゆかりの森管理棟にて、10:00～16:30の予定で、メンバーの皆さんが集って、ご一緒に演奏したり、様々なグループ

の演奏を聴き合ったり、交流していただく楽しい催しです。メンバーの方ならどなたでも、聴くだけでもご都合の良い

時間にご参加いただけます。どうぞお気軽においでください。春の曲など演奏して、楽しみたいと思います。 

 参加費は５００円ということで、会場費の他、お茶お菓子代等に当てさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。詳しい内容、スケジュールについては後日メンバーの方へお知らせいたします。 

 

～４月２７日（日）星のハーモニー 春まつり ミニバザー＆ライアー演奏 11:00～12:30 （ゆかりの森 管理棟） ～ 

昨年４月まではづきのお宅で、昨年６月からはゆかりの森管理棟で、主にライアーメンバー有志が中心となって月１

回の活動を始めてから３年半位になります。今回は４１回目、公開イベントで「春まつり」です。 

手作り作品等のミニバザーをはじめ、ライアーのＢＧＭの流れる中、飲み物やお菓子、そしてアートワークも楽しむ

ことができます。自然豊かなゆかりの森に囲まれた、素敵な場所で親子でゆったりと楽しんでいただけます。勿論大人

の方だけでもＯＫです。どうぞお誘い合わせの上ご来場お待ちしております。参加費は１家族１０００円です。 

  

～ゆかりの森クラス開設のお知らせ  ４月２７日（日）13:30～15:30  （ゆかりの森 管理棟）～ 

星のハーモニーで日曜日月１回、１日会場をお借りしていますので、お勤めの方もご参加いただけるよう、新たに、

日曜日の午後から「ゆかりの森クラス」を開設することになりました。お時間のある方はどうぞご参加ください。 

５月２５日（日）は会場が、ゆかりの森、森のホールになります。 

 

～ ３月の公演から ～ 

 

★３月６日（木）子安美知子氏講演会 ＢＧＭ演奏（Ｎao・おさちゃん・のんのん・momo・芝山） 

つくば市主催で「まちづくり」をテーマに、子安美知子さんの講演会が、つくばインフォメーションセンターで開か

れ、開演前の 30 分間、春の曲やアベマリアなど５名で演奏しました。会場が優しい雰囲気に包まれて、よく響いてい

たとのことでご好評いただきました。                      

★３月７日（金）手代木南児童クラブ 手代木南児童館 ライアーミニコンサートと人形劇『笠地蔵』10:30～11:00     

 主に今春、幼稚園に入園するお友達で、お母様たちと観ていただき、人形劇でお爺さんがお地蔵様に傘をかぶせてい

くシーンでは、とても静かでお子さんたちの真剣な眼差しが見受けられました。人形劇舞台にかぶりつきのお子さんも

あり、触ってみたくてたまらない様子がとても微笑ましく可愛らしかったです。 

 図書室での舞台作り、会場セッティングは大変でしたが、朝早くから皆さんにご協力いただきDojiもお忙しい最中に、

かけつけてくださり助かりました。またはづきが、Ｙちゃんと観にきて下さいました。片付けなどお手伝い頂きありが

とうございました。                 （Yasu・tomo・深津・Doji・momo・fuji・芝山）  

★３月１８日（火）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Ｎao・おさちゃん・tomo・momo・芝山） 
月１回定期的に伺って、季節の曲や懐かしい童謡をご一緒に歌いながらのアンサンブルは、とても楽しく嬉しい時間

です。入所者の皆さんのお顔もだいたい覚えて、スタッフの方々ともお話でき、喜んで下さっているご様子が伺えて励

みになります。momoに司会して頂き、ライアーと歌と共に、あたたかな時間が流れ、改めてライアーの響きの心地良

さを感じる一時でした。４月は３０日（水）10:30～です。             
 
☆３月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           木曜日 ４／１０（木）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ４／１７(木) リーダー（momo）10:00～14:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 ４／１６(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

４／３０(水）13:00～17:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日４／１７（木）５／８,２２（木） 
（ご予約はお早めにお願いします）個人レッスン予約制 15:00～、     

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日  ４／８,２２（火）リーダー（おさちゃん）10:00～12:00午後アンサンブル 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ４／７, ２１(月）10:00～14:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ４／３,１７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）４／１１（金）リーダー（根本裕美）10:00～12:00                        

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）    ４／１２（土）ライアー講座 13:00～15:30 千代川公民館レストハウス 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ４／２５（金）ライアー講座 14:30～16:30  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）５／２９,１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ４／３０(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜一般公開＞ ４／２７（日）星のハーモニー 春まつり（ゆかりの森 管理棟）  

ミニバザー＆ライアー演奏 11:00～12:30  

５／１０（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・池袋）1部14:30２部17:00 

つくばライアーの響き・・・１部に参加します。 

５／１０（土）１１日（日）～思い出の作品展つながる手仕事のぬくもりをあつめて開催中 14:00～ 

ライアー演奏 ギャラリー 木もれび（いわき市好間町） 

http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

５／２０（火） 喫茶あひる ライアーコンサート(つくば市洞峰公園 新都市記念館)14:00~15:00 
演奏・・・Nao・おさちゃん・のんのん・momo・芝山  お茶付６００円要申込 

 http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/concert.html 

６／２９（日）七夕ライアーコンサート（惠光寺文化センター）14:00～ 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（惠光寺文化センター）14:00～ 

＜関係者限定＞４／２４（木）お楽しみコンサート（ゆかりの森管理棟）10:00～16:30 

 ****************************************************************************************************** 

４／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
４／８（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

４／１２（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:20    

４／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

４／１３（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども11:30～大人12:00～ 

４／２５（金）～４／２７（日）模写の秘密 Ⅱ ～見えるものを越えて見えてくるもの～ 

風人セミナー 模写展 9:00～20:00（最終日17:00まで）くにたち市民芸術小ホール 入場無料  

４／２７（日）星のハーモニー 春まつり ゆかりの森 管理棟 11:00～12:30 

５／８（木）～１２日（月）～思い出の作品展～つながる手仕事のぬくもりをあつめて 10:30～16:30 

ギャラリー 木もれび （いわき市好間町） 詳細はこちらhttp://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年４月５日（土） 芝山 恭子 

http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/concert.html
http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/
mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.68～  ♪ 

                         
                          

 

雨模様の多かった４月でしたが、５月に入り良いお天気に恵まれて、新緑の美しい季節となりました。 

 

＜５月の公演から＞ 

～５月１０日（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・池袋）1部14:30２部17:00～ 

関東を中心にしたグループ、ソロ、デュオなど多彩な演奏、そして全員での演奏も聴くことができます。 

♪つくばライアーの響き♪は１部の最後に８名で演奏します。入場無料ですので、どうぞ聴きにいらしてください。 

 

～５月１０日（土）１１日（日）～思い出の作品展つながる手仕事のぬくもりをあつめて開催中 14:00～ 

♪ライアー演奏 いわきライアーリング＆ひたちライアーの奏（１０日のみ） 

♪ライアー演奏 根本裕美＆momo＆芝山恭子（１１日のみ） 

ギャラリー 木もれび（いわき市好間町）http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

福島県いわき市で８日（金）から開かれている作品展開催中に、素敵なギャラリーでの作品や演奏、楽しみです。 

 

～５月２０日（火） 喫茶あひる ライアーコンサート(つくば市洞峰公園 新都市記念館)14:00~15:00～ 

演奏・・・Ｎao*おさちゃん*のんのん*momo*芝山  お茶＆お菓子付６００円要申込 

５月の良い季節に、自然あふれる洞峰公園の池が見渡せる素敵なレストランで、野ばらやスコットランドの釣鐘草、

グリーンスリーブスや、アリオーソ等、お茶とお菓子付きでクインテットの演奏をお楽しみください。 

＊御蔭さまであと若干名のお席となりました。ご予約はお早めに～♪ 

 

★４月２４日（木）メンバーの皆さんのためのお楽しみコンサート（ゆかりの森 管理棟） 

＜お楽しみコンサートに参加して・・・＞ 

毎回、楽しく参加させていただいていますが、今回は、各クラスごとの発表があり、特に、手代木クラスに参加させ 

ていただいてた私は、2人でペアを組んでの発表で初めての体験でしたので、少し緊張していたのですが、わきあいあ 

いのアットホームな感じがよかったのか、練習時ほどでなく、音の響き具合もよかったのか、ここちよい緊張でした。 

また、いろんな方の演奏も聴けて、同じ曲でも演奏する人によってこんなにも感じが変わるんだ、ということを確認

できた日でした。 

また、今年の七夕と秋のコンサートの1部の曲の全容も聴けて、とてもお話にあっていて、素敵な曲だなぁ・・・と

思いました。 

そして、春のさまざまな曲を演奏したり聴かせていただいたりしているうちにどんどんライアーの音色のここちよさ

が浸透してきてとてもリラックスできて、うまく弾けてなくても気持ちはうまく弾けてたような何ともいえない気持ち

よさがありました。 

今後もまたこのやさしい音色につつまれたいなぁ・・・と思いました。 

参加できて本当によかったです。ありがとうございました。                    tomo 

 

昨年４月に初めて開いてから３回目になるお楽しみコンサート、10:00～16:30 まで、1６名のメンバーの皆さんが集

まり、全員でご一緒に演奏したり、小編成グループでの演奏を聴き合ったりと気持ちよくリラックスできる時間を過ご

しました。朝はあいにくの雨模様でしたが、午前中は先日田原さんの講座での課題曲や、秋のコンサートで演奏するゴ

ールドベルク変奏曲、毎回奏でているパッフェルベルのカノンなどを弾いた後、手代木クラスメンバーによるデュオ演

奏、５月１０日（土）に開かれるライアー響会交流のつどい参加者８名でのリハーサルを兼ねた演奏がありました。午

後、七夕コンサートの１部、秋のコンサートの２部のお話と音楽のご紹介後は、「さくらさくら」や「荒城の月」など春

の曲を何曲も演奏して、春の響きを満喫しました。その後、小編成のグループによる自由演奏と続き、最後に七夕コン

サートで演奏する、「彼方の光」と「千の風になって」の合唱用ニューヴァージョンを試奏して、楽しい１日を終えまし

た。浅野さんも唯ちゃんと、聴きにきてくださり、初節句の手作りの柏餅をご馳走になりました。また皆さんにはおい

しいお菓子等たくさん持ち寄っていただき、楽しい一時をありがとうございました。 

http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/


★４月２７日（日）星のハーモニー 春まつり ミニバザー＆ライアー演奏 11:00～12:30 （ゆかりの森 管理棟）  

朝は雨がまだ残っていましたが、「イースターのお話」の人形劇が始まる頃にはお部屋に明るい光が差し込み、皆さん

と楽しいひと時を過ごしました。ライアーのＢＧＭ演奏には、大山さん、刑部さん、丸山さんが応援にきてくださり、

美しい響きの中、多くの皆様にご参加いただき、アートワークも楽しまれたご様子でした。 

素敵な演奏のご協力、ありがとうございました。 

 

★ゆかりの森クラス ４月２７日（日）13:30～15:30  （ゆかりの森 管理棟） 

「昨日はお忙しい中、レッスンをしていただき、ありがとうございました。とても豊かで充実した時間でした。 
体が芯からほかほかしました。楽器が手元にありながら、触れる機会を逸していたという共通項を持った古徳さんと、

ご一緒させていただいて、とても運の良い事でした。なんと古徳さんのお孫さんと下の娘が同級生であることも判明し、 
出会う運命があったような？？気持ちになりました。 
 家に帰ったところ、下の娘が「ライアーどうだった？」と聞いてくれて、自分でも少し弾いていました。良い連鎖が

生まれました。芝山さんのハードスケジュールも心配ですが、機会を与えていただいたこと、感謝しております。 
のんびりペースですが、よろしくお願い致します。                         aya」 

初めての「ゆかりの森クラス」に、大澤さんと古徳さんがご参加くださいました。 

後半は７名のメンバーが加わり、アンサンブルができ、７名での演奏も聴いて頂けてとても良かったです。 

次回、５月２５日（日）は会場が、ゆかりの森、森のホールになります。 

  

★４月30日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（yasu・おさちゃん・tomo・momo・fuji・芝山） 
昔口ずさみながら動きをつけて遊んだ遊び歌、「かごめかごめ」「通りゃんせ」「あんたがたどこさ」「ずいずいずっこ

ろばし」等は、毎回好評で手拍子も聞こえます。４月の終わりに、皆さんと共に春の曲をたっぷりと演奏し、私たちも

十分楽しむことのできた１時間でした。５月は２２日（木）10:30～です。             
☆４月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今日、月刊『クーヨン』の６月号が自宅に届き、「クーヨン」編集部・出版部のスタッフに「わたしだけの深呼吸の友」

と題して読者にお勧めの深呼吸の友を教える記事がありました。そこに仲正雄さんのＣＤが紹介されていました。 
“仲正雄さんのライアーの音色は、体に染み込み内側から癒してくれる気がします”とありました。 
 今日の午前中、仲さんのＣＤを聴いていた私には嬉しい記事でした。 
 また５月２４日、三野友子さんのライアーデモンステレーションがクレヨンハウスで行われることも載っていました。 
 ライアーの記事を見つけると嬉しくなります。 
                                                  yasu 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

本日リーダー会は、根本典子さんの新邸宅で初めて開かせていただきました！うぐいすの鳴き声がずっときこえて、

美しい自然に囲まれた小田山近くの広いお庭の素敵なお宅です。つくばライアーの響きで、今後も利用させていただる

そうです♪７月２３日（水）に、根本さんのところで皆さんへのお披露目ということで、つくばライアーの響き８周年

記念も兼ねてお楽しみコンサートを、開催させていただけることに決まりました！ 

 １品持ち寄りで、楽しい会がもてたらと考えています。秋のコンサートの曲を弾いたり、また皆さんの演奏を聴かせ

ていただけたら嬉しいです。その他良いアイディアがありましたらお知らせください。どうぞお楽しみに～。 

詳細は後日お知らせします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

～つくばライアーの響きよりお知らせです～ 

つくばライアーの響きは、メンバーお一人１ヶ月2500円の参加費で、１年を通してクラスに参加される場合お休みの

時は月額５００円とさせていただいています。私たちのボランティア活動では、交通費も出ない場合も多い状況です。

そこで今年度から、長期お休みの方で、ライアームーン購読（メール配信）を希望される時は、年会費2000円をお願い

できたらと思います。皆さんにも応援していただくことで、より充実した活動を目指していけたら幸いです。 

なお見学の場合、初回は無料、２回目からは1回1000円とさせて頂きます。 

年会費は下記講座へお振込みどうぞよろしくお願いいたします。なお６月末までにお振込みがない場合はメール配信

も中止させていただき必要な方にのみお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

＜郵便口座＞ 記号１０６６０ 番号４０５３６５５１   芝山 恭子 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           木曜日 ５／１（木）10:00～（のんのん新邸宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ５／１５(木) リーダー（momo）10:00～14:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 ５／７(水）13:00～17:00  

５／２１(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ５／８,２２（木） 
（ご予約はお早めにお願いします）個人レッスン予約制 15:00～、     

♪ 並木クラス  並木公民館   火曜日   5／１３,２７（火）リーダー（おさちゃん） 

10:00～12:00午後アンサンブル 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ５／１４(水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

★七夕コンサートリハーサル ６／５(木）9:00～17:00（惠光寺文化センター） 

            ★秋のコンサート集中練習  ８／２６（火）、８／２７(水）（ゆかりの森 管理棟） 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ５／１５,２９（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）５／８（金）～１１（日）思い出の作品展開催のため会はお休みです               

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）５／１７,３１（土）ライアー講座 10:00～11:00 千代川公民館レストハウス 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ５／３０（金）ライアー講座 14:00～16:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）５／２９,１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ５／２２(木）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜一般公開＞  ５／１０（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・池袋）1部14:30２部17:00 

つくばライアーの響き・・・１部に参加します。 

５／１０（土）１１日（日）～思い出の作品展つながる手仕事のぬくもりをあつめて開催中 14:00～ 

ライアー演奏 ギャラリー 木もれび（いわき市好間町） 

http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

５／２０（火） 喫茶あひる ライアーコンサート(つくば市洞峰公園 新都市記念館)14:00~15:00 
演奏・・・Nao*おさちゃん*のんのん*momo*芝山  お茶付６００円要申込 

 http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/concert.html 

６／２９（日）親子のための七夕ライアーコンサート（惠光寺文化センター）14:00～ 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（惠光寺文化センター）14:00～ 

****************************************************************************************************** 

５／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
５／４（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

５／８（木）～１２日（月）～思い出の作品展～つながる手仕事のぬくもりをあつめて 10:30～16:30 

ギャラリー 木もれび （いわき市好間町） 詳細はこちら  http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

５／１０（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:20  

５／１３（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 17:00～19:00 手代木公民館音楽室 

５／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

５／２５（日）星のハーモニー  ゆかりの森 森のホール 10:30～12:20 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年５月１日（木） 芝山 恭子 

 

 

http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/concert.html
http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/
mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


田原さんの講習会の時の詩、K さんが見つけてくださいました！ありがとうございます！ 

 
「冬の詩集」 
（９）木 
 
葉っぱをおとした。 
冬の木はいい。 
裸の木々のすがたはいい。 
ごつごつした古い木などは特にいい。 
強くて落ちついていて実にいい. 
 
霜柱にかこまれて。 
寒さのなかにたっている。 
裸の木々の美しさ。 
 
枝々や幹のなかを。                
力が流れているような気がする。 
夢がいっぱいつまってるような気がする。    
白い炎が燃えてるような気がする。  
 
本やネット上で見た中で、２通りの記載が見られました。 
「強くて」が「硬くて」という記載になっているもの。「枝々」が「木々」という記載のもの。 
「つまっているような」という記載のもの。「燃えているような」という記載のもの。 
「冬の詩集」は、（１）たこ （２）部屋 （３）けむり （４）雉 （５）キンキン光る  （６）夜の電車 (７)茶の花 （８）風景  

（９）木 （１０）天のひしゃく  （１１）たんぼ （１２）夜のくだもの （１３）フォームにて １４）鴨とか  
もめ（本当は漢字ですが、メーラーがVistaの文字を表示できないのでカナにし ています）（１５）雪 （１６）猫柳で構成されています。 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.69～  ♪ 

                         
                          

 

～６月２９日（日）親子のための七夕ライアーコンサート開催します～ 

１４：００開演 つくば惠光文化センター（入場無料） 

６月２９日（日）は、2004年からスタートし、今年で５回目になる親子のための七夕ライアーコンサートです。 

また今年も皆さんにもお馴染みで、大人気の鈴木もえみさんに、司会と朗読をお願いすることができました！ 

第１部では、雨にちなんだ可愛らしい曲の後、お話＆音楽『あかんぼうがつくった竪琴』で鈴木もえみさんの朗読と

６名による演奏、第２部では、「夏は来ぬ」「茶摘」など日本の曲、「雨にぬれても」など映画音楽、O’カロランの曲、「見

上げてごらん夜の星を」「千の風になって」等 12 曲を 15 名（予定）でお届けします。どうぞお誘い合わせの上ご来場

ください。 
 
             ＜４月２４日お楽しみコンサート その２～＞ 
「お楽しみコンサート、有難うございました。私にとっては，「お疲れ様」と言うよりは，日頃の疲れを癒してくれる憩 
いのひとときでした。tomo さんとのデュオは、初めから終わりまで、緊張してドキドキのしっぱなしでしたが（ここ

だけね！）、初めての経験で，良い勉強をさせて頂きました。他の方々のデュオを聞きながら、程よく緊張、程よくリラ

ックス、そして楽しんで弾くこと、とても参考になりました。またこのような機会を作って頂けたら、是非、（性懲りも

なく）またトライしていきたいと思います。tomo さん、拙い私に付き合ってくださいまして有難うございました。ま

た、よろしくお願いしますね。 
 テーブルを囲んでの，お昼の時間も、たくさんのお菓子やフルーツが次々に回ってきて、とても幸せな気分でした。

このように皆さんが一同に顔を合わせて、演奏を楽しむ機会は、私にとってはとても貴重な時間です。参加できて良か

ったぁ！また、よろしくお願いします。                                  Keiko 
 

＜５月の公演から＞ 

★５月１０日（土）ライアー響会会員のための交流のつどい（自由学園明日館・池袋）1部14:30２部17:00～ 

関東を中心にしたグループ、ソロ、デュオなど、始められて間もない方々から20年以上のグループまで、 

全部で20組の演奏を楽しみました。♪つくばライアーの響き♪は１部の最後に８名で演奏しました。 

 皆さんからのご感想は「ライアー響会交流のつどい2008に参加して」をご覧ください。 
 

★５月１０日（土）１１日（日）～思い出の作品展つながる手仕事のぬくもりをあつめて開催中 14:00～ 

♪ライアー演奏 いわきライアーリング＆ひたちライアーの奏（１０日のみ） 

♪ライアー演奏 根本裕美＆momo＆芝山恭子（１１日のみ） 

ギャラリー 木もれび（いわき市好間町）http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/ 

福島県いわき市の新緑に囲まれた素敵なギャラリーでの作品に囲まれての演奏、多くのお客様と楽しみました。 

 
★コンサートを終えて★                                 

5月10日（土）は、いわきで「思い出の作品展～つながる手仕事のぬくもりを集めて～」が開かれ、たくさんの手仕

事が展示された作品展において「ひたちライアーの奏」・「いわきライアーリング」初めての合同コンサートを行いまし

た。2 つのグループが一緒に練習すると言うことは今までほとんどなく、ぶっつけ本番ではありましたが、お互いに練

習してきた曲を合わせて演奏することができ、とても楽しかったです。いわきではまだまだライアーが知られていない

ので、コンサートにはたくさんのお客様が足を運んでくださり、ライアーの音色に熱心に耳を傾けてくださいました。

メンバーにとっても、お客様が喜んでくださったことが今後の練習の励みにもなり、とても嬉しく思います。 
11日(日)には芝山さんとmomoさんがつくばからおいで下さり、根本と3人での演奏を行いました。私は、１人１パ

ートのプレッシャーに押しつぶされそうでしたが、美しい新緑の映える建物の中での演奏は気持ちが良かったのです。

こうして２日間のコンサートを通して、いわきの方々にライアーの音色を届けられたこと、そして、つくばといわき・

ひたちのライアーをつなぎ合わせてくれるという企画を立ててくださった、いわきのメンバーでもあるSさんに心から

感謝しています。                                       根本 裕美 

http://plaza.rakuten.co.jp/youmouasobi/


★５月２０日（火） 喫茶あひる ライアーコンサート(つくば市洞峰公園 新都市記念館)14:00~15:00 
演奏・・・Nao*おさちゃん*のんのん*momo*芝山  

前夜から降り続いた激しい雨も午後には上がり、洞峰公園の瑞々しい木々や広々とした池が見渡せる、素敵なレスト

ラン喫茶あひるで、野ばらやスコットランドの釣鐘草等、５月の季節に合った曲の数々を聴いていただきコンサートを

無事終えました。 

 このコンサートは昨年開かれた新都市記念館でのArtful Heart作品展がきっかけとなり、喫茶あひるのママさんをは

じめ、スタッフの皆さん、momo のご協力で実現できました。定員を上回る40 名もの沢山のお客様がおいで下さり、新

緑をバックに気持ちよく演奏させて頂きました。何種類ものお菓子はmomoとおさちゃんの手作りでした。 

聴きにきて下さった皆さん、tomo、Jun、ご感想もありがとうございました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
今日はとてもすばらしい演奏をありがとうございました。 

久しぶりに聴衆者側になってリラックスして演奏を聴くことが出来て幸せな気持ちで一杯です。 

背景に広い池や新緑の木々がみえて、大きなガラスのせいか、一瞬「野外でやってるのかな？」と思うほどでした。 

その中でのコンサート。曲目も背景によく合っていて、皆さんの息の合った演奏に感動しっぱなしでした。 

とても柔らかい音色で、心地よさで一杯になり、ライアーに包まれている・・・という感じがしました。何といった

らよいのか、こう変なところに力が入ってないというか、脱力された優しくてあたたかい音色といったらいいのでしょ

うか・・・？ 

そして、音が一つにまとまっていて、パートにわかれていても、それぞれのパートの音が他のパートの音の邪魔を決

してしてなくて（主張しすぎてなくて）、でも主旋律の音はスーッと１本ちゃんと通って聴こえてて・・・こう他のパ

ートの方が主旋律の方が弾きやすいようにうまく盛り上げてくださってて、それにのっかって主旋律の方が気持ちよく

演奏されてたのが印象的でした。これが本来のライアーという楽器の演奏なのかな・・・と気づかされました。 

「アマリリス」のとても歯切れのよい、軽やかな音色も素敵でした。小鳥達がお花のところでさえずっているようでし

た。１曲、１曲をとても丁寧に大切に演奏されていて、それでいて曲の特徴がしっかりとらえられていて・・・演奏さ

れていた皆様の気持ちも１つになっていて、会場の雰囲気もよくて、どんどんライアーの魅力にひきこまれ、会場も一

体化していたように思いました。  

私の後ろに座られていた方は、momoの楽器の説明にとても耳を傾けられていて、桜の音色とかえでやトネリコの音色

の違いをしっかり聴かれてて「やっぱり少し違うね。」と小声で話されてました。 

皆様の手作りお菓子もとても美味しくいただいて、ライアーの演奏に拍車をかけてたようにも思いました。 

アンコールの「千と千尋・・・」も今までとは違うバージョンで素晴らしかったですし、ちょうど、「千の風・・・」

が聴きたいな・・・と思っていたところでの演奏に感激し、私の心の中にも心地よい風が吹き渡り、会場を後にする時

も足取りがとても軽くなっていました。 

今日の演奏を聴き終えて改めて自分の演奏の未熟さも思い知りました。 

もっともっといっぱい練習して、いつか、今日の皆様のようにリラックスしてライアーという楽器を楽しんで弾ける

ようになりたいな・・・と思いました。 

いろいろでしゃばってえらそうなことをかいてすみませんでした。 

今日の演奏は私にとっていろんな意味でとても勉強になった（学ぶべきことの多かった）演奏でした。 

本当にありがとうございました。そして、演奏された皆様、本当にお疲れ様でした。            tomo 

 

 昨日は親子で久しぶりにゆったりと穏やかな時間をすごさせていただきました。本当に素敵な演奏、空間でした。 

いつも一緒に弾かせていただくみなさんの演奏と思うと、美味しい手作りケーキとともに心からリラックスして楽し

みながら聴いていました。窓の外に広がる池の鳥や生き物、木々の緑の美しさとそれらにたわむれる人々の姿が印象的

でした。 

 体も心もすっきりと元気になって帰らせていただきました。演奏のみなさん、あひるのスタッフのみなさんありがと

うございました。                                             Jun 

 
★５月22日（木）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Nao・おさちゃん・tomo・momo・芝山） 
夏を思わせるような暑いくらいの快晴の中、いつもの定番の遊び歌や童謡、唱歌のほか、５月にちなんだ「鯉のぼり」

「背くらべ」「野ばら」や「おかあさん」「風笛」など、久しぶりの曲もありましたが、手拍子にのってご一緒に歌うう

たは季節がら心がはずみました。別な編曲の「通りゃんせ」や「ずいずいずっころばし」「ふるさと」も楽しく演奏でき

ました。６月は１８日（水）10:30～です。 七夕コンサートで演奏する曲も弾きますので、どうぞご参加ください。      

 
☆５月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 



 

メンバー 自己紹介 その６４ 誕生日 ６月２９日 つくば市 Nobuさん  
 ４月２７日から始まった「ゆかりの森」のライアークラスに参加することができました。 
義母の介護を終えて二年目に入り、ようやく前向きな気力が湧いてきたところでした。それに、初めてお逢いした大

澤さまのお嬢さんと孫とが同級生ということも分かり、驚きました。このようなわけで、私には、人の何倍もの努力が

いることでしょう。御多忙な芝山先生はじめ皆様の奏でる素敵なメロディーを聴いているだけで満足いたしましたが、

癒しの音色に惹かれて求めた私のライアーも、いつの日か何方かの心の癒しになる音となれますように祈りながら、練

習して参りたいと思います。ゆっくりと、そして着実に。続けてきた短歌と多少のゴルフと、ライアーの練習に、これ

からを大切に過ごして参りたいと思います。お仲間に入れて頂きまして有難うござました。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           木曜日 ６／３（火）10:00～（のんのん新邸宅「オルフェの庭」） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ６／１９(木) リーダー（momo）※午後から 12:00～14:00  

♪ 竹園クラス  竹園公民館    水曜日 ６／４(水）13:00～17:00  

６／１８(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ６／１２,２６（木）個人レッスン予約制 15:00～、       

♪ 並木クラス＊今月のみ竹園公民館 火曜日 ６／１０,２４（火）リーダー（おさちゃん） 

10:00～12:00午後アンサンブル 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ６／１５(日）13:30～15:30  
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ６／１１,２５(水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

★七夕コンサートリハーサル ６／５(木）9:00～17:00（つくば惠光文化センター） 

            ★秋のコンサート集中練習  ８／２６（火）、８／２７(水）（ゆかりの森 管理棟） 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ６／５,１９（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）６／１３（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）６／２８（土）ライアー講座 10:00～11:00 千代川公民館レストハウス 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ６／２０（金）ライアー講座 14:00～16:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ６／１８(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞７／２３（水）「オルフェの庭」お披露目＆つくばライアーの響き８周年記念お楽しみコンサート   

   ９／２（火）つくば市幼稚園職員研修 ライアー演奏 つくば市ふれあいプラザ多目的ホール（午後） 

   １２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

＜一般公開＞６／２９（日）親子のための七夕ライアーコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

****************************************************************************************************** 

６／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
６／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

６／１（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

６／１０（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 17:00～19:00 手代木公民館音楽室 

６／１４（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

６／１５（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年６月１日（日） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.70～  ♪ 

                         
                          

～つくばライアーの響き☆誕生８周年、ライアームーン☆７０号となりました！～ 
 

2000年７月から活動を始めました「つくばライアーの響き」も、御蔭様で７月６日、８周年を迎えます☆ 
そこで、昨年に引き続き、７月２３日（水）10時より８周年記念のお楽しみコンサートを開催することになりました。 
皆様とライアーの響きに包まれた楽しい一時を過ごすことができたらと思います。メンバーの方、メール会員、通信

会員の方もお時間がございましたら、どうぞご参加ください。 
 会場はのんのんの新邸宅「オルフェの庭」で、お披露目を兼ねての開催です☆ 
根本典子さんから、ライアームーン70号を記念して、～連載～「オルフェの庭から」① をご寄稿頂きました！ 
別紙をご覧ください。♪当日の演奏予定曲目など詳細は本誌Ｐ４に掲載いたしました♪ 

              

＜６月の公演から＞ 

★６月１８日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Nao・momo・Fuji・芝山） 
紫陽花が美しく色づいている中、６月にちなんだ「かたつむり」や「雨ふり」の曲など、しっとりとした季節を感じ

ながら、「茶摘」や「うみ」「見上げてごらん夜の星を」など、18曲を４名で演奏し、ご一緒に歌い楽しみました。 
７月は１６日（水）10:30～です。    

★～６月２９日（日）親子のための七夕ライアーコンサート～１４：００開演 つくば惠光文化センター（入場無料） 

５回目の親子のための七夕ライアーコンサート、朝からの雨も開演前には小止みになり、100名以上の沢山のお客様 

にご来場頂き、無事終えることができました。 

今回も鈴木もえみさんの、素敵な司会と朗読で、楽しく雰囲気を盛り立てて頂きました。 

第１部では、雨にちなんだ可愛らしい曲、会場の皆さんもご一緒に歌ってくださり、赤ちゃんも元気いっぱいで楽し

いムードでした。『あかんぼうがつくった竪琴』では、鈴木もえみさんの朗読とNao、おさちゃん、Fuji、Marit、のん

のん、momoの６名の演奏で、お星様の曲の数々がとても美しく響きました。 

第２部では、「夏は来ぬ」「茶摘」など日本の曲、「雨にぬれても」など映画音楽、O’カロランの曲、「見上げてごらん

夜の星を」「千の風になって」等 13 曲を 13 名で演奏しご好評いただきました。お客様からとメンバーの皆さんからの

ご感想集は、別紙をご覧ください。 
演奏（Teikoi・Nao・おさちゃん・tomo・Teikos・Marit・Tommy・のんのん・keiko・momo・Ｊun・Fuji・芝山） 

 
☆６月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 

 

メンバー 自己紹介 その６５ 誕生日 ３月２４日 つくば市 H.O.さん  
 ＜動機＞情報誌でライアーの響きの紹介を読ませて頂いて、私もやってみたい！！と思いました。「千と千尋の神隠し」

の音とメロディーが大好きだったことも惹かれた原因のひとつです。又、ライアーの練習日が丁度仕事の休みがとれる

日であり、これはもうやるしかないと（笑）。 
 ＜これからの抱負＞７才にしてピアノを挫折したトラウマ持ちの私にとって、３日坊主にならないよう細々とでも続

ける事を第一目標にしたいと思います。先日、ライアーの響きの練習に参加させて頂いて、あらためてライアーの音色

の美しさに惚れ込み感動したと同時に、私がこの先あのような心に響く音を奏でられるのか？という不安も出てきまし

た。こんな情けない私なのにライアーはすぐに手に入り（ボーナス前に(泣））、嬉しいやら申し訳ないやら。少しづつで

も成長できるよう頑張りますので、長い目で見守って頂けましたら有難いです。皆様よろしくお願いいたします。 
     

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

☆HPにカレンダーができました！ お知らせが遅くなりましたが、momoご夫妻によるつくばライアーの響きHPも

益々充実で、５月からカレンダーができました！メンバーの方から、とても便利との声が聞かれます。 
どうぞ、ご活用ください。momoさん、ありがとうございました。 



☆『シンヴィング』に紹介されました！ 
６月１０日（火）並木クラスで、『シンヴィング』という情報誌の取材がありました。この情報誌は、つくば市（北条

地区は除く）、つくばみらい市、守谷市で読売新聞、朝日新聞、毎日新聞を購読されている方は今日の朝刊に折り込まれ、

隔週でTXエリア版とJOSOエリア版で発行されており、6月21日のTXエリア版の1面に紹介されました。 
七夕コンサートも宣伝して下さり、初めてライアーを聴かれたという多くの皆様にご来場いただき、また見学の方や新

しいメンバーの方も増えました。 
 

♪ リーダー会           木曜日 ７／１（火）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ７／１７(木) リーダー（momo）  

♪ 竹園クラス  竹園公民館  水曜日 ７／２(水）15:00～17:00 (午前中ブルーベリーツアー＆鈴木さん宅) 

７／１６(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ７／１０,２４（木）個人レッスン予約制 15:00～、       

（16:00～17:00は両日空いています） 

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 ７／８,２２（火）リーダー（おさちゃん）10:00～12:00午後アンサンブル 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ７／１３(日）13:30～15:30  
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ７／９ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

★秋のコンサート集中練習  ８／２６（火）、８／２７(水）（ゆかりの森 管理棟） 

★秋のコンサートリハーサル １０／２(木）9:00～17:00（つくば惠光文化センター） 

 ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ７／３,１７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）７／１１（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）７／２６（土）ライアー講座 11:00～12:00 下妻市公民館  

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ７／１８（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ７／１６(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞７／２３（水）「オルフェの庭」お披露目＆つくばライアーの響き８周年記念お楽しみコンサート   

   ９／２（火）つくば市幼稚園職員研修 ライアー演奏 つくば市ふれあいプラザ多目的ホール（午後） 

   １０／３１（金）竹園乳幼児学級の閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 竹園公民館ホール（午前） 

１１／５（水）並木幼児学級の閉級式 ライアーコンサート 並木公民館（午前） 

１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

＜一般公開＞ 

１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

１１／６（木）アトリエくらむぼん ライアーコンサート18:30開演 演奏アトリエくらむぼんの仲間たち＆ 

momo＆芝山恭子 

****************************************************************************************************** 

７／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
７／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

７／６（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 桜公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

７／８（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

７／１２（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

７／１３（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年７月１日（火） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.7１～  ♪ 

                         
                          

～ブルーベリーツアー2008～ ～ブルーベリーツアー2008～ 
７月２日、梅雨の晴れ間の良いお天気に恵まれて、七夕コンサートの打ち上げのような雰囲気で、八郷のSさんのお

宅へ車４台を連ねて伺いました。沢山のブルーベリーの中で、楽しく会話もはずみ、皆でかごいっぱいにブルーベリー

を摘みました。 

７月２日、梅雨の晴れ間の良いお天気に恵まれて、七夕コンサートの打ち上げのような雰囲気で、八郷のSさんのお

宅へ車４台を連ねて伺いました。沢山のブルーベリーの中で、楽しく会話もはずみ、皆でかごいっぱいにブルーベリー

を摘みました。 
昼食後は、広い縁側にずらっと並んで、広大な景色を眺めつつ、風に吹かれ、カラスやうぐいすの鳴き声と共に、七

夕コンサートで弾いた曲をライアー12台で奏でました。本当に開放感があって気持ち良かったですね～。「木々や草花、

野菜、そして鳥や虫、動物たちも、喜んでいますよ～」と、Sさん。「久しぶりに参加するアンサンブルをあの場所で弾

けた事、Sさん宅の樹木や鳥たちも喜んだかもしれませんが、私にとって大きな安らぎでした。・・・」とyasuさん。 

昼食後は、広い縁側にずらっと並んで、広大な景色を眺めつつ、風に吹かれ、カラスやうぐいすの鳴き声と共に、七

夕コンサートで弾いた曲をライアー12台で奏でました。本当に開放感があって気持ち良かったですね～。「木々や草花、

野菜、そして鳥や虫、動物たちも、喜んでいますよ～」と、Sさん。「久しぶりに参加するアンサンブルをあの場所で弾

けた事、Sさん宅の樹木や鳥たちも喜んだかもしれませんが、私にとって大きな安らぎでした。・・・」とyasuさん。 
はづきもYちゃんと参加されてお写真を撮ってくださいました。 はづきもYちゃんと参加されてお写真を撮ってくださいました。 
Sさん、皆さん、楽しい一日を、ありがとうございました。 Sさん、皆さん、楽しい一日を、ありがとうございました。 

（参加メンバー はづき・teikoi・yasu・Nao・おさちゃん・tomo・teikos・marit・Tommy・のんのん・momo・
jun・芝山） 

（参加メンバー はづき・teikoi・yasu・Nao・おさちゃん・tomo・teikos・marit・Tommy・のんのん・momo・
jun・芝山） 

    

＜７月の公演から＞ ＜７月の公演から＞ 

★７月１６日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Nao・momo・fuji・芝山） ★７月１６日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Nao・momo・fuji・芝山） 
夏本番の蒸し暑い最中、涼しさを呼ぶ夏の曲「ほたる」や「うみ」「浜辺のうた」等、波の音が聞こえてくるように、

18曲を４名で演奏し、施設の皆さんとご一緒に歌いながら、楽しい一時を過ごしました。 
夏本番の蒸し暑い最中、涼しさを呼ぶ夏の曲「ほたる」や「うみ」「浜辺のうた」等、波の音が聞こえてくるように、

18曲を４名で演奏し、施設の皆さんとご一緒に歌いながら、楽しい一時を過ごしました。 
８月は２０日（水）10:30～です。    ８月は２０日（水）10:30～です。    

★７月２３日（水）「オルフェの庭」お披露目＆つくばライアーの響き８周年記念お楽しみコンサート♪ ★７月２３日（水）「オルフェの庭」お披露目＆つくばライアーの響き８周年記念お楽しみコンサート♪ 

 夏休みも始まったばかりの23 日、小田山のふもとの素敵な「オルフェの庭」で、15 名のメンバーの皆さんが集い楽

しい一時を過ごしました。「オルフェの庭」に届いたばかりの桜の木でつくられた大きなテーブルや椅子が、私達を優し

く迎え入れてくれました。オルフェウスのような竪琴の名手になった気分で、竹園クラスでいつも弾いている水曜日の

曲をまず演奏し、田原さんの講座で練習した曲や、毎年弾いている夏の曲、毎回定番になったよろこびの歌、パッフェ

ルベルのカノン等、時間を忘れて次々と奏でていきました。昼食には一品持ち寄りで、様々な種類のご馳走が並び、お

一人ずつお話も伺うことができ、お腹も心もいっぱいで幸せな時間でした。 

 夏休みも始まったばかりの23 日、小田山のふもとの素敵な「オルフェの庭」で、15 名のメンバーの皆さんが集い楽

しい一時を過ごしました。「オルフェの庭」に届いたばかりの桜の木でつくられた大きなテーブルや椅子が、私達を優し

く迎え入れてくれました。オルフェウスのような竪琴の名手になった気分で、竹園クラスでいつも弾いている水曜日の

曲をまず演奏し、田原さんの講座で練習した曲や、毎年弾いている夏の曲、毎回定番になったよろこびの歌、パッフェ

ルベルのカノン等、時間を忘れて次々と奏でていきました。昼食には一品持ち寄りで、様々な種類のご馳走が並び、お

一人ずつお話も伺うことができ、お腹も心もいっぱいで幸せな時間でした。 

 午後からはfujiと裕美さんによる２本のリコーダー初共演や、これまで七夕コンサートで弾いた曲や、小グループで

の演奏もあって盛りだくさんでした。詳しくは別紙ご覧ください。 
 午後からはfujiと裕美さんによる２本のリコーダー初共演や、これまで七夕コンサートで弾いた曲や、小グループで

の演奏もあって盛りだくさんでした。詳しくは別紙ご覧ください。 
「思い切って行ってよかったです。のんのんのお宅も素晴らしくこの環境でライアーと接していられ幸せなこと！先生

にはいろいろお世話なりありがとうございました。楽しかったでーす。」とIさん。 

「思い切って行ってよかったです。のんのんのお宅も素晴らしくこの環境でライアーと接していられ幸せなこと！先生

にはいろいろお世話なりありがとうございました。楽しかったでーす。」とIさん。 

「とても楽しく、参加できて良かったです。皆さんとのアンサンブルは、心が癒されます～」と裕美さん。この日の様

子は裕美さんのブログでも紹介されていますので、是非ご覧くださいね。http://ameblo.jp/kyklos

「とても楽しく、参加できて良かったです。皆さんとのアンサンブルは、心が癒されます～」と裕美さん。この日の様

子は裕美さんのブログでも紹介されていますので、是非ご覧くださいね。http://ameblo.jp/kyklos 
「ありがとうございました。みなさんの善き想いのこもった楽しい集いになりましたね。みなさんが帰られた後も余韻

に浸って幸せな時を過ごしました。これからもよろしくお願いします。」とのんのん。 
大変お世話になりありがとうございました。また次回「オルフェの庭」での響きを楽しみにしています♪ 

（mitu・teikoi・yasu・Nao・おさちゃん・tomo・akiko・marit・Tommy・のんのん・根本裕美・momo・jun・fuji・
芝山） 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 ♪ゆかりの森クラスに参加して♪ 
13日ゆかりの森クラスに参加して、リラックスと緊張の双方をバランスよく受けて、とても落ち着いた気持ちで帰路

につきました。ありがとうございました。 
 老眼が少しずつ進んでいるので弦と楽譜の距離感を測りながらですし、練習量が不足しているので、数少ない曲を丁

寧に弾けるのもうれしいです。月一回、万年初心者のペースが合っているように思います。 
 練習後、みなさんのアンサンブルを聴くお土産も嬉しいです。ありがとうございました。         Aya 

http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos


☆７月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 
♪『聴くこと』とは？♪ 
最近ほぼ全クラスに積極的に参加されている I さんですが、クラスの中で弾き続けるのではなく、よく他の皆さんの

練習や演奏を聴いていらっしゃることについて伺ってみました。 
「私は譜面が読めない状態で入っており、技術的にも未熟なので、聴くとどういう風に弾けば良いかがよくわかります。

皆さんが１つの曲をそれぞれのパートに分かれて、１つの音楽として奏でられていて、１曲1曲を仕上げようとする時

エネルギーを感じ、それが伝わってきます。とても気持ちよく弾かれているので、聴いているだけでも心地良く、我を

忘れてリラックスしてそこにいる状態の時も多いです。聴いているうちに、弾ける時があれば弾こうと思うようになり

ます。また自分が弾く部分の音を注意深く聴くことによって、だんだん弾けるようになってくるとアンサンブルに加わ

って、楽しませていただいております。」                                                           teikoi 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           木曜日 ８／５（火）10:00～（オルフェの庭） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ８／２１(木) リーダー（momo） 12:00～15:00 

♪ 竹園クラス  「オルフェの庭」 水曜日 ８／６(水）13:00～17:00  

（＊８月のみ会場変更になります）８／２０(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ８／７,２8（木）個人レッスン予約制 15:00～、         

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 ８月はお休みです ９／９, ９／３０（火）10:00~リーダー（おさちゃん） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ８月はお休みです ９／２８（日）13:30~ 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ８／４、１８ (月）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ８／７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）８／８（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）９／１４（日）ライアー講座 11:00～12:00   

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ９／２６（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ８／２０  (水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞ ９／２（火）つくば市幼稚園職員研修 ライアー演奏 つくば市ふれあいプラザ多目的ホール（午後） 

   １０／３１（金）竹園乳幼児学級の閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 竹園公民館ホール（午前） 

１１／５（水）並木幼児学級の閉級式 ライアーコンサート 並木公民館（午前） 

１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

＜一般公開＞１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

１１／６（木）アトリエくらむぼん ライアーコンサート18:30開演 演奏アトリエくらむぼんの仲間たち＆ 

momo＆芝山恭子 

****************************************************************************************************** 

９／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
８／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

８／３（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 手代木公民館音楽室 子ども10:30～大人11:00～ 

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 

９／９（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

９／１３（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

９／２８（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年８月１日（金） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.72～  ♪ 

                         
                          

～１０月１９日（日）秋の定期コンサート 夏の集中練習～ 
10月19日（日）つくば惠光文化センターにて開催予定の、つくばライアーの響き７tｈコンサートの為に、ひたちラ

イアーの奏の皆さんも加わり、8 月 26～27 日の２日間、夏の集中練習をしました。今回のテーマは～夢～。朗読＆音

楽はグリム童話より『ヨリンデとヨリンゲル』、鈴木もえみさんの朗読です。バッハのゴールドベルク変奏曲やリストの

「愛の夢」など名曲の数々、、、夢見るような響きの中で寛いで頂けたら・・と猛練習中です。どうぞお楽しみに～♪ 
＜8月の公演から＞ 

★8月９日（土）軽井沢ライアーコンサート 

月１回ライアーの会で伺っている、川崎市のアトリエくらむぼんのお仲間、Hrさんと、そのご友人とのつながりで、

Hさんが昨年、軽井沢に天井が４メートルという素敵なギャラリー＆ホールのある別荘を建てられ、そのお披露目の会

で、momoとのデュオそして、くらむぼんのお仲間のNさんとのトリオの演奏をしてきました。 
Hrさんのブレインジムhttp://homepage3.nifty.com/lympha/about.html 講座もあり、リラックスした雰囲気の中20

名位のお客様とともに、１時間余りのプログラムで楽しい一時を過ごしました。演奏後はオーナーのHさんの豪華な手

料理の数々がテーブルいっぱいに並んで、ビールで乾杯しながら歓談し、また新たな出会いが生まれました。お集まり

になったのは、水墨画の会の皆さんで、芸術家の方々らしい感性豊かなご感想を多くいただき、感激でした。「雨の音や

鳥の声など、自然と一体となった音に包まれてとても癒されました。」「魂が揺り動かされ、音楽の素晴らしさを感じま

した・・」「本当に美しいきれいな音色ですね～」「ピアニッシモがよく響く空間で、感動しました・・・」「お二人の呼

吸がぴったりですね・・」などなど・・『バッハ＝グノーのアヴェマリア』と『主よ人の望みの喜びよ』は多くの皆さん

から「良かった」とのお言葉を頂き、やはり楽曲が奥深いのでしょう。桃原さんと本番で一番数多く合わせているのが、

『主よ・・』かな～と。それだけに、今回は満足のいく演奏ができたように思います。『いつも何度でも』は桃原さんと

の二重唱でしたが、声が気持ちよく響く空間でとてもご好評いただきました。最後に『夏の思い出』をお客様共々合唱

でき、会場とお客様と演奏者が一体となったようなコンサートになり、良い体験ができ幸せでした。Hさん、Hrさん、

Nさん、そしてmomo、ありがとうございました。 
 
★8月20日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Yasu・Nao・momo・芝山） 
施設の、ある方は「せっかく来て下さって演奏して頂いているのに、眠っていたら失礼よ～」とお隣の方に声をかけ

られ、熱心に聴いて下さいました。リラックスして眠っていただけるような演奏もベストなのかもしれませんが、、、。  
夏の曲を名残惜しみつつ４名で演奏しました。９月は１７日（水）10:30～、秋の曲が少しずつ加わります。    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
☆8月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 
 

♪ライアーコンサートのお知らせ♪ 
～東京ライアーアンサンブル演奏会 9月６日（土）18:30開演 音楽の友ホール～ 

 ♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪
  
「東京ライアーアンサンブルゆかりの作曲家たち＜菅原明朗没後20周年＞」／東京 
 
  東京ライアーアンサンブルは、2007年の新春に結成20周年記念コンサートを行ないましたが、新たな出発の第一歩
となる今回のコンサートでは、東京ライアーアンサンブルゆかりの作曲家の作品を演奏させていただきます。 
 日本人グループとしてドイツで最後にご指導いただいたY.クニーリム氏の作品や、来日の際にご指導いただいたP.M.
リーム氏の作品の他に、菅原明朗氏の作品などを演奏いたします。とりわけ菅原明朗作品のライアー演奏は本邦初演と
なりますが、今後もライアーで演奏される可能性は極めて少ないと思われます。菅原氏は、初めて日本にフランスやイ
タリア音楽の流れを取り入れ、日本の器楽、オーケストラの分野を切り開いた日本洋楽界の創生期を代表する作曲家で
す。東京ライアーアンサンブルのメンバーの一人が菅原氏の直弟子であることから、没後 20 周年にあたる今年のコン
サートで演奏させていただくことになりました。菅原作品のライアー用編曲をして下さった作曲家藤井喬梓先生に、前
回に引き続き指揮をしていただきます。 
 心の平穏を蘇らせてくれるライアーの美しい音色に浸りながら、夕べのひとときを共に楽しんでいただきたく、皆様
のご来場を心から期待しております。 
 ♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪～～♪ 
    東京ライアーアンサンブル１６回目の定期コンサートで、私は４回目の参加になります。夏休み猛練習しました。 
美しい響きの曲の数々、どうぞ聴きにいらしてください。 

http://homepage3.nifty.com/lympha/about.html


～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

９月からりっつんクラスで１ヶ月前までに個人レッスンの予約が入らない場合、自由アンサンブルクラスを開設します。 
第１回目は９月１１日（木）15:00～17:00  参加費500円です。 

今回はミカエルの曲、秋の曲を中心に楽しめたらと考えています。参加ご希望の方は予めお知らせください。 
当日楽譜をご用意します。（簡単なものです）また参加される皆さんからのリクエストにお応えいたしますので、
これまでの楽譜の中からでも、お知らせいただけたらと思います。 

 
♪ リーダー会           水曜日 ９／３（水）9:30～（オルフェの庭） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ９／１８(木) リーダー（momo）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 ９／３(水）13:00～17:00  

９／１７(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ９／１１,２５（木）個人レッスン予約制 15:00～、       

                                                     自由アンサンブル 15:00～（11日のみ ) 

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 ９／９, ９／３０（火）10:00～ リーダー（おさちゃん） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ９／２８（日）13:30～ 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   ９／１０、２４ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

★秋のコンサートリハーサル １０／２(木）9:00～17:00（つくば惠光文化センター） 

 ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        ９／４,１８（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）９／１２（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）９／１４（日）ライアー講座 11:00～12:00   

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ９／２６（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 ９／１７(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞   

   ９／２（火）つくば市幼児教育研究会 ライアー演奏 つくば市ふれあいプラザ多目的ホール（15:10～15:40） 

   １０／３１（金）竹園乳幼児学級の閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 竹園公民館ホール（午前） 

１１／５（水）並木乳幼児学級の閉級式 ライアーコンサート 並木公民館（午前） 

１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

＜一般公開＞１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

１１／６（木）アトリエくらむぼん ライアーコンサート18:30開演 演奏アトリエくらむぼんの仲間たち＆ 

momo＆芝山恭子 

  １１／２７（木）泉本信子さん ライアー講座 （アルスホール） １部10:00～12:00 ２部13:30～15:30 

****************************************************************************************************** 

９／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
９／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

９／６（土）東京ライアーアンサンブル ライアーコンサート 音楽の友ホール 18:30～ 

９／７（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール 子ども10:30～大人11:00～ 

９／９（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

９／１３（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

９／２３（火・祝）J.ビリング ライアーコンサート 自由学園明日館（東京池袋）15:00～ ライアー響会主催 

９／２８（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山 Ｔ＆Ｆ  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年９月１日（月） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.7３～  ♪ 

                         
                          

～１０月１９日（日）つくばライアーの響き７tｈコンサート ～ 
10 月 19 日（日）つくば惠光文化センターにて、“夢”をテーマに、つくばライアーの響き７tｈコンサートを開催し

ます。鈴木もえみさんの朗読とライアーによる音楽は、グリム童話より『ヨリンデとヨリンゲル』です。またライアー

アンサンブルでは、バッハのゴールドベルク変奏曲やリストの「愛の夢」など名曲の数々を最大18名のライアーの響き

でお届けします。多くの皆様のご来場を、お待ちしています～♪ 
＜９月の公演から＞ 

★９月２日（火）幼児教育研究会ライアーコンサート（yasu・Nao・おさちゃん・のんのん・momo・fuji・芝山） 

 つくば市ふれあいプラザ、多目的ホールにて30分、これまでに何度も演奏している「精霊の踊り」や「サリーガー

デン」「エーデルワイス」バッハグノーの「アヴェマリア」「主よ人の望みの喜びよ」など７名で演奏しました。とても

静かに耳を傾けてくださり、リラックスしたムードで「日頃、忙しく様々な音が溢れる中にずっといて、静かな時が全

くもてないので、とても貴重な時間で、ゆったりとでき癒されました。」とのご感想を頂きました。 
★９月17日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏（yasu・Nao・momo・fuji・芝山） 
少しずつ訪れる秋、移りかわる季節を味わうかのように、「虫の声」や「埴生の宿」など、自然に口ずさんでくださり、

５名でゆったりと演奏し、ご一緒に歌うことができました。１０月は１日（水）10:30～、です。    
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆9月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 
 

メンバー 自己紹介 その６６ 誕生日 11月22日 つくば市 M. H.さん 
自由な時間ができたとき、 何か楽器を奏でられたら素敵だなと思っていたのですが、ピンとくるものがなくその 

まま時が過ぎていました。そんなときライアーコンサートに伺い「これだ！」と思いました。ライアーの音色でか

らだも心も浄化していく感じがしてとっても気持ちがよかったのです。 
 今はまだ楽譜を読むのも一苦労ですが 早く曲が弾けるようになり 自分も聞いている人もうっとりしてしまうよ

うな音色がだせたらいいなと思っています。来月にはＭＹライヤーが届く予定です。またひとつ宝物が増えるのが

今から楽しみです。 
 

メンバー 自己紹介 その６７ 誕生日  12月10日 我孫子市 Ｓ．Ｋ．さん  
    ４年前に筑波のコンサートで皆さんの演奏に出会いました。優しく素敵な音色に魅了されましたが、私にはハード  

ルが高いと思い、あきらめていました。7月にハープの音を聞く機会があって、やはり、ライアーをひいてみたい！ 

  との気持ちになりました。ライアー響会に問い合わせて、ご縁があって、先生のお宅でレッスンを受けさせて頂くこ

とになりました。ゆっくりと、のんびりと、楽しみながら続けていきたいと思っています。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

 
メンバー 自己紹介 その６８ 誕生日 ５月５日 守谷市 H.O.さん 

  ライアーという楽器を、偶然情報誌で知りました。音楽を聞いたりするのは好きですが、楽器など触ったことがな

く、私にとっては未知の世界でした。それが触ってみたい 奏でてみたい という衝動にかられて、早速に体験レッ

スンを受けさせて頂きました。なんて素敵な音！爽やかな風が吹き抜けていくような、うっとりする音色でした。 

  現実に戻って、もうすぐ還暦を迎えようという歳になってしまいました。私に出来るのだろうかという不安を抱え

ながら、９月からレッスンを受けることになりました。ゆっくり焦らずに練習していこうと思います。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

  

★９月6日（土）東京ライアーアンサンブル演奏会 ・・・詳しいご感想集は別紙をご覧ください 

御蔭様で無事、演奏会を終えることができました。かなり集中力を要する作品が多かったのですが、菅原先生の曲を

演奏する中で、全体の響きも練習をはじめた頃に比べ徐々に変化してきた気がします。楽曲が奥深く、はじめは難解に

感じられた曲も、次第に独特の和音や、根底に流れるグレゴリオ聖歌の旋律に思わず惹きこまれ、魅力的に感じられる

ようになっていました。不思議ですね～。遠くからも聴きにきてくださった皆さん、本当にありがとうございました。 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

りっつん自由アンサンブルクラス １０月９日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

第１回目９月１１日は、７名の皆さんにご参加頂きました。ミカエルの曲や秋の曲、大津さんからご紹介の可愛らし

い曲の数々等を奏で、９月、お月見のシーズン、ミカエル祭ならではの美しい秋の響きを満喫しました。ご参加頂いた

皆さんありがとうございました。今月も色々楽しんでいけたらと思います。お時間のある方はどうぞご参加ください。 

  

♪ リーダー会           水曜日 １０／７（火）10:00～（オルフェの庭） ♪ リーダー会           水曜日 １０／７（火）10:00～（オルフェの庭） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １０／１６(木) リーダー（momo）10:00～14:00 ♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １０／１６(木) リーダー（momo）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 １０／１(水）13:00～17:00  ♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 １０／１(水）13:00～17:00  

１０／１５(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） １０／１５(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １０／９,２３（木）個人レッスン予約制 15:00～、       ♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １０／９,２３（木）個人レッスン予約制 15:00～、       

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 １０／１４, ２８（火）10:00～リーダー（おさちゃん） ♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 １０／１４, ２８（火）10:00～リーダー（おさちゃん） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １０／２６（日）13:30～ ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １０／２６（日）13:30～ 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   １０／８、２２ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  ♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   １０／８、２２ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制                ☆個人レッスン 月曜日 お１人１時間 予約制  

★秋のコンサートリハーサル １０／２(木）9:00～15:00（つくば惠光文化センター） ★秋のコンサートリハーサル １０／２(木）9:00～15:00（つくば惠光文化センター） 

 ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～  ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        １０／１６,３０（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏        １０／１６,３０（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）１０／２４（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  ♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）１０／２４（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１０／２５（土）ライアーミニコンサート＆体験会 ～文化祭参加～ ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１０／２５（土）ライアーミニコンサート＆体験会 ～文化祭参加～ 

１回目10:00~２回目11:00~３回目13:00４回目14:00~（千代川公民館レストハウス ） １回目10:00~２回目11:00~３回目13:00４回目14:00~（千代川公民館レストハウス ） 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １０／１７（金）ライアー講座 13:00～15:00  ♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １０／１７（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house ♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）１０／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 １０／１(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ  ＜定期的演奏＞月1回 １０／１(水）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ******************************************************************************************************  ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞１０／３１（金）竹園乳幼児学級の閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 竹園公民館ホール（午前） ＜関係者限定＞１０／３１（金）竹園乳幼児学級の閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 竹園公民館ホール（午前） 

１１／５（水）並木乳幼児学級の閉級式 ライアーコンサート 並木公民館（午前） １１／５（水）並木乳幼児学級の閉級式 ライアーコンサート 並木公民館（午前） 

１１／１１（火）那須みふじ幼稚園 音楽会 ライアー演奏（那須みふじ幼稚園ホール）11:00～12:00 １１／１１（火）那須みふじ幼稚園 音楽会 ライアー演奏（那須みふじ幼稚園ホール）11:00～12:00 

１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） １２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

   １２／２３（火・祝）つくばメディカルセンター☆クリスマスコンサート 14:00～15:00    １２／２３（火・祝）つくばメディカルセンター☆クリスマスコンサート 14:00～15:00 

＜一般公開＞１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ ＜一般公開＞１０／１９（日）つくばライアーの響き７ｔｈコンサート（つくば惠光文化センター）14:00～ 

１１／６（木）アトリエくらむぼん ライアーコンサート18:30開演 演奏アトリエくらむぼんの仲間たち＆ １１／６（木）アトリエくらむぼん ライアーコンサート18:30開演 演奏アトリエくらむぼんの仲間たち＆ 

momo＆芝山恭子 momo＆芝山恭子 

  １１／２７（木）泉本信子さん ライアー講座 （アルスホール） １部10:00～12:00 ２部13:30～15:30   １１／２７（木）泉本信子さん ライアー講座 （アルスホール） １部10:00～12:00 ２部13:30～15:30 

****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** 

１０／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 １０／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
１０／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   １０／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

１０／５（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール子ども10:30～大人11:00～ １０／５（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール子ども10:30～大人11:00～ 

１０／１０（金）仲正雄氏 講演会10:00～12:00「自分と他人」 参加費 500円 定員100人 

～心〈意志・感情・思考〉をどう伝え合うか～ 日立市大久保幼稚園 

１０／１４（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 16:30～19:00 手代木公民館音楽室 

１０／２５（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

１０／２６（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 
****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山 E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年１０月１日（水） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.7４～  ♪ 

                         
                          

 
～１０月１９日（日）つくばライアーの響き７tｈコンサート ～ 

秋晴れの良いお天気に恵まれた10月19日（日）、つくば惠光文化センターにて、“夢”をテーマに、つくばライアー

の響き７tｈコンサートを開催し、100名余りのお客様にご来場いただき、無事終えることができました。２部では、鈴

木もえみさんの朗読とライアーによる音楽、グリム童話より『ヨリンデとヨリンゲル』は大好評でした。また、１部と

３部でのバッハの「ゴールドベルク変奏曲」や「目覚めよと呼ぶ声が聞こえ」も良かったとの声を多くいただくことが

できました。アンコールでは「夢路より」をコーラス付きで18名で演奏しました♪詳しくは別紙をご覧ください。 
 

＜10月の公演から＞ 

★10月1日（水）グループホームにこにこ ボランティア演奏 
ずっと手拍子をしてくださる方もあり、時々は歌いながら静かに聴いていただきました。４名での演奏でしたが、ご

一緒に楽しむことができました。１１月は１８日（火）10:30～、です。        （Nao・Tomo・momo・芝山） 
★10月31日（金）竹園乳幼児学級修了式ライアーミニコンサート＆人形劇『大きなかぶ』 

竹園公民館ホールでの乳幼児学級修了式でのライアーミニコンサートと人形劇「大きなかぶ」を８名で公演しまし

た。ミニコンサートでは、はじめに、おさちゃん、Fujiが、メルヘンクーゲルの音を鳴らしながらお星様の粉をふり

かけるように、小さなお子さんたちのところを回ってくださいました。すると皆、耳を澄まして会場全体にとても静

かな空間が生まれました☆「大きな栗の木の下」では、司会と歌のmomoお姉さんに合わせて、お子さんたちもとて

もやさしい声で歌いながら、楽しそうにお母さんと一緒に、可愛らしく身体を動かしていました。人形劇ではKさん

に語りを、おさちゃん、momo、Fujiにお人形をお願いし、「うんとこしょ、どっこいしょ！」の掛け声が、ホールい

っぱいにこだまし、十分楽しんで頂けたようです。 
T先生はじめ、学級長のＨさん、保育ボランティアのMaritさんに大変お世話になり、ありがとうございました。 

（Yasu・Nao・おさちゃん・Tomo・H.K.・momo・Fuji・芝山） 

☆10月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

メンバー 自己紹介 その６9 誕生日 7月22日 我孫子市 Kさん 
ｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 

                       森の中＿ 

                          空のうたをきき 月の光りを浴び 

                         風とともに舞いながら ライアーを奏で・・・たいなぁー 

                                   ７月22 日 あびこ市  K.K. 

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ 
 
          ～１１月から、月１回 利根町自宅で、個人レッスンを始められます。～ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

～１０月１０日（金）仲 正雄さんの講演会「自分と他人」感想♪   日立市大久保幼稚園にて～ 
 思い切って日立まで行って、仲さんにお会いできてよかったです。一番前の席に陣取り、季節の素敵なテーブルを前

に、講演を聴かせて頂きました。「客観的」いうのは、一般的に見るとか、大多数側からとか、他人として見るというよ

うな意味で使われていることが多いようだけれど、“お客さん”としての立場から見るということ・・・う～ん、そうい

う目で見てなかったなぁと気づきました。これから気をつけてみます。そして井戸端会議、女性はそこから多大な情報

収集をし、テクニックを盗んでいく。男性にはなかなかできないわざみたいです。大事なことなんですね～。講演会の

終わりの２０分は仲さんの素敵な演奏ですっかりリラックス、気持ちよく眠れて幸せな気分でした。お昼も楽しかった

です。ありがとうございました。                                 おさちゃん 



～１０月１０日 仲 正雄さんの講演会 ～心、意志、感情をどう伝え合うか・・・一口メモ 

“正しい”ということは、誰が何の基準で、判断するかによって異なり、何が正しいとはっきり言えるわけではない。 

自分の固定概念を基準に相手を判断する時に、摩擦が生じてしまうのであって、相手を変えようと思わず、自分が変わ

ること・・。 来春、星のハーモニー主催で、つくばに仲さんをお招きする予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

♪りっつん自由アンサンブルクラス １１月１３日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

第２回目10月9日は、5名の皆さんにご参加頂きました。１０月にちなんだ曲や、ライアーオリジナルカノン、その

他、お手持ちの楽譜の中から弾いてみたりしました。ご参加頂いた皆さんありがとうございました。今月も色々な曲を

ご用意していますので、また皆さんと楽しんでいけたらと思います。お時間のある方はどうぞご参加ください。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 
  

♪ リーダー会           水曜日 １１／４（火）10:00～（momo宅） ♪ リーダー会           水曜日 １１／４（火）10:00～（momo宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １１／２０(木) 午後からです※12:00～15:00リーダー（momo） ♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １１／２０(木) 午後からです※12:00～15:00リーダー（momo） 

♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 １１／５(水）13:00～17:00  ♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 １１／５(水）13:00～17:00  

１１／１９(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） １１／１９(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １１／１３,２０（木）個人レッスン予約制 15:00～、      ♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １１／１３,２０（木）個人レッスン予約制 15:00～、      

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 １１／１８, ２５（火）10:00～リーダー（おさちゃん） ♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 １１／１８, ２５（火）10:00～リーダー（おさちゃん） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １１／３０（日）13:30～ ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １１／３０（日）13:30～ 
♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   １１／１２、２６ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  ♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町)   １１／１２、２６ (水）10:00～12:00  午後アンサンブル  

              ☆個人レッスン 月曜日 金曜日 お１人１時間 予約制                ☆個人レッスン 月曜日 金曜日 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        １１／６,２０（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏        １１／６,２０（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）１１／２８（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  ♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）１１／２８（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１１／１６（日）ライアー講座 13:00～15:00（千代川公民館レストハウス ） ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１１／１６（日）ライアー講座 13:00～15:00（千代川公民館レストハウス ） 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １２／１２（金）ライアー講座 13:00～15:00  ♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １２／１２（金）ライアー講座 13:00～15:00  

♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）2009 １／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house ♪  こもれびの森ライアーの会（小山市）2009 １／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’s house 

****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 １１／１８(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ  ＜定期的演奏＞月1回 １１／１８(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

 ******************************************************************************************************  ****************************************************************************************************** 

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  

＜関係者限定＞ ＜関係者限定＞ 
１１／５（水）並木乳幼児学級の修了式 ライアーミニコンサートと人形劇 並木公民館ホール 10:15～10:45 １１／５（水）並木乳幼児学級の修了式 ライアーミニコンサートと人形劇 並木公民館ホール 10:15～10:45 
１１／１１（火）那須みふじ幼稚園 音楽会 ライアーコンサート（那須みふじ幼稚園ホール）11:00～12:00 １１／１１（火）那須みふじ幼稚園 音楽会 ライアーコンサート（那須みふじ幼稚園ホール）11:00～12:00 

１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） １２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（昼休み） 

   １２／２３（火・祝）つくばメディカルセンター☆クリスマスコンサート 14:00～15:00    １２／２３（火・祝）つくばメディカルセンター☆クリスマスコンサート 14:00～15:00 

＜一般公開＞ ＜一般公開＞ 

  １１／２７（木）泉本信子さん ライアー講座 （アルスホール） １部10:00～12:00 ２部13:30～15:30   １１／２７（木）泉本信子さん ライアー講座 （アルスホール） １部10:00～12:00 ２部13:30～15:30 

１２／４（木）喫茶あひる クリスマス☆コンサート 14:00~15:30  つくばライアーの響き（リーダー会） １２／４（木）喫茶あひる クリスマス☆コンサート 14:00~15:30  つくばライアーの響き（リーダー会） 

                          定員２８名 お菓子飲み物付１０００円 要予約                           定員２８名 お菓子飲み物付１０００円 要予約 

１２／１６（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート 12:30～16:00（つくば市ノバホールホワイエ） １２／１６（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート 12:30～16:00（つくば市ノバホールホワイエ） 

****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** 

１１／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 １１／（月）Artful Heart  10時～12時 洞峰公園 新都市記念館 
１１／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   １１／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000円前後   

１１／２（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール子ども10:30～大人11:00～ １１／２（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール子ども10:30～大人11:00～ 

１１／８（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  １１／８（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30  

１１／１８（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 17:00～19:00 手代木公民館音楽室 １１／１８（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 17:00～19:00 手代木公民館音楽室 

１１／３０（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 １１／３０（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20 
****************************************************************************************************** ****************************************************************************************************** 

お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jpお問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 
＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 

 

皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 
＜Leier Moon毎月発行＞    2008年１１月１日（土） 芝山 恭子 

mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.75～  ♪ 

                         
                          

 

～つくばライアーの響き クリスマス☆コンサート♪１２月１６日（火）ノバホールホワイエ～ 
12 月 16 日（火）12:30～16;00 まで、ノバホールホワイエにて、昨年に引き続きクリスマスキャロル等の連続

演奏をします。「24 のヴァリエーション」「きよしこの夜」「もみの木」などのオープニングから、これまでのレ

パートリーより、「主よ人の望みの喜びよ」「G 線上のアリア」「アヴェマリア」「パッフェルベルのカノン」等、

数多くの名曲を１６名で、時には全員で、また交代しながら演奏いたします。 
入場無料、入退場自由となっておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。天井が高く教会のような

響きのクリスマスコンサート、多くの皆さまのご来場を御待ちしております♪ 
 
～♪つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 “ひびき” シリーズ Ｎｏ．８ 

～ライアーの響きで「四季の祝祭」の気分を体験する（アドヴェントからクリスマスの曲を弾く）～ 

2005 年以来３年ぶりにお迎えした泉本さんのライアー講座が、11月 27日（木）にアルスホール開かれ、東京

からNさん、Bさん、日立から根本裕美さん、そしてつくばのメンバー17名の皆さんにご参加頂きました。泉本

さんから四季を廻るお話を伺いながらアドヴェントからクリスマスの曲を皆で弾き、ライアーの響きを通して、

光の生まれる季節をたっぷりと感じて、味わうことができました。詳しくは別紙をご覧ください。 

 

☆１１月２７日はおさちゃんのお誕生日♪「よろこびの歌」でお祝いしました☆ 

「皆様、今日はよろこびの歌のプレゼントありがとうございました。  
ライアーを抱えたたくさんの優しい天使に囲まれて過ごすことができて幸せです♪ 

アルスホールに響くお星さまの音色をたっぷり体験できていい誕生日でした。 
どうもありがとうございました。」おさちゃん 

 

＜11月の公演から＞ 

★11月 6日（木）アトリエくらむぼん Kさん追悼 ライアーの会（くらむぼんの仲間＆momo・芝山） 

10 月 17 日、この日のコンサートに向けて、ご一緒に楽しく練習していた「くらむぼん」オーナーの K さんが、

突然翌日の 10 月 18 日、天国へ旅立たれました。あまりの急な出来事で信じられない思いでしたが、11 月６日、

ご親族の方々のご好意で、K さんと親しかった方々にお集まり頂き、「追悼ライアーの会」として予定通りコン

サートが開かれました。 
K さんがきっと聴きにきて下さって微笑んでおられたのでは？と感じられるような温かい雰囲気の中、涙をこ

らえつつ・・ですが、momo とのデュオや、くらむぼんの皆さんともアンサンブルできたこと、感謝致します。 
私には今でも K さんの明るいお声、そしてライアーの音色がずっとずっと響いています。優しくふんわりとし

た絹に包まれたような、特別な光の中の夕べのコンサートになりました。くらむぼんの皆さん、そして momo、
ありがとうございました。                                   

 
★11月 11日（火）那須みふじ幼稚園 音楽会 ライアーコンサート 

（Nao・おさちゃん・のんのん・momo・Fuji・芝山） 

 

父母の会主催の音楽会にお招き頂き、娘２人が１4 年程前に通った懐かしい那須みふじ幼稚園へ出かけ演奏に 
行って参りました。当日はとても寒かったのですが、急遽かけつけて下さった S 先生やリーダー会の皆さんのお

蔭で、無事演奏を終えられました。早朝から遅くまで、１日ご協力いただき本当にありがとうございました。 
 



「那須みふじ幼稚園にコンサートという形で伺う事ができ、新園長や S 先生にもお会いできて感激でした。 
芝山さんがみふじ時代から築いて来られた人との繋がりにも触れさせていただき、長い時間をかけて、今ここつ

くばでの活動があるのだなあとしみじみ思い巡らしました。  
  今はまだまだ子育て期で相変わらずうろうろしている日々ですが、それでも大事なものを手放さずに歩んでい

くかぎり次の世代が先の道を歩んで行くだろうと、未来に希望の光を予感して胸があつくなりました。今度はど

のような形で再会するのでしょう。楽しみです。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。」 
                  のんのん 

「先週は、みふじ幼稚園でのコンサートにご一緒させて頂きありがとうございました。雑木林に囲まれた、とて

もすてきな環境の中で保育されている子ども達本当に幸せですね。子ども達の純真なまなざしと、『ゆびわのた

び』のあと手のなかにちゃんと指輪が握られている仕草をしている子がいてそれがとってもかわいらしく印象的

でした。」                                        Fuji 

 
★11 月 18 日（火）グループホームにこにこ ボランティア演奏（Yasu・Nao・Tomo・momo・芝山） 
紅葉の美しい季節、「もみじ」や「赤とんぼ」、「まっかな秋」など、秋の曲をたっぷりと歌いながら演奏しまし

た。 
月１回だけの会ではありますが、静かな落ち着いた雰囲気になり、この会も施設の皆さんの生活のリズムの中

に入れて頂いているように感じました。５名での歌と演奏を楽しみながら過ごした１時間でした。 
12 月はお休みで、次回は来年１月 20 日（火）10:30～です。         

 
☆10 月もお忙しい中、ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました☆ 
 
 

 

メンバー 自己紹介 その７０ 誕生日 ４月２１日 我孫子市 M.F. 
「もう一年になりますねぇ。」先生の一言に、 えっ、もうそんなにたつかしら・・・。 

「千と千尋」の木村弓さんのライアーに憧れて、冬の寒い夜、つくばのレストランで見学させていただいて。

友達と、やってみようか。とえいや！で門をたたきました。 

あれから一年、今でも毎回、先生のお宅に一歩足を踏み入れると、つい30分前とはまるで別世界に入ったよう

な気がするのです。 

（30分前・・・あたふたと家に帰り、ちょっとは晩御飯の準備をしておこうと、バタバタと用意をして・・。）   

 準備体操で腕や背中がポキポキ鳴り、 

（あらこんなに運動不足だったかしら・・いやいやそんな雑念は捨てなくては・・。） 

なにより、芝山先生の、あのなんともいえない、ふわ～っとしたステキな雰囲気！日ごろ雑！に暮らしている私

にとってはまさに別世界です。 

レッスンはといえば、「ここのところ、この間やりませんでしたっけ？」と言われ、思わず赤面。本当に練習

不足ですみません。・・・気持ちは動いているんですが、指が動かず・・・。 

 いつの日か人の前で演奏できることを夢見て、細々と続けていきたいと思っています。 

どうぞよろしくお願い致します。  

 
 
＊F さんは、今年２月（Leier-MoonNo.66）に自己紹介していただいた I さんとご一緒に、お二人でお仕事の後、

夕方から自宅にレッスンにいらしています。 
 

～momo より楽典のサイトご紹介～ 

 
楽典の、調の仕組みやら、倍音（～5 度）の事など分かりやす～く説明されています。 

第一話から第 19 話まで、下記サイトに連載されていますので、ご覧下さい。 
始めから 16 話くらいまでかな～。特に参考になるのは・。 

         http://www.nikohime.com/blog/shandi_laoshi/ 
 

http://www.nikohime.com/blog/shandi_laoshi/
http://www.nikohime.com/blog/shandi_laoshi/
http://www.nikohime.com/blog/shandi_laoshi/


♪りっつん自由アンサンブルクラス １２月１１日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

第３回目11月 13日は、Yasuと Junさんにご参加頂き、November とタイトルのついた曲、アドベントの曲、夕

べの音楽や、レスピーギのシチリアーナのヴァリエーションやコレッリのサラバンド等、２～３声の曲を中心に

響きを楽しみました。Jun のソロ演奏を聴かせて頂いたり、リクエスト曲も数曲弾きました。今月はライアーオ

リジナルのクリスマスの曲等をご用意していますので、また皆さんと楽しんでいけたらと思います。お時間のあ

る方はどうぞご参加ください。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           水曜日 １２／２（火）13:00～（オルフェの庭） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １２／１８(木) 10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ 竹園クラス  竹園公民館 第１・３水曜日 １２／３(水）13:00～17:00  

１２／１７(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １２／１１,１８（木）個人レッスン予約制 15:00～、     

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 １２／９（火）10:00～リーダー（おさちゃん） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １２／２１（日）13:30～（★Tone２４日クリスマス会～ゲスト歓迎～♪） 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   １２／１０、２４(水）10:00～12:00   

☆個人レッスン 月曜日 金曜日 お１人１時間 予約制  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ ひたちライアーの奏        １２／４,１８（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   

♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）１２／１９（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１２／１３（土）ライアー講座 13:00～15:00（千代川公民館レストハウス ） 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １２／８（月）ライアー講座 13:00～15:00  

♪こもれびの森ライアーの会（小山市）2009 １／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

**************************************************************************************************** 

 ＜定期的演奏＞月1回 １／２０(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ（＊12月はお休みです） 

**************************************************************************************************** 

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
１２／７（日）日本音楽療法学会関東支部 ライアー演奏 つくば市国際会議場中ホール（12:10～12:30） 

１２／２３（火・祝）つくばメディカルセンター☆クリスマスコンサート (14:00～15:00) 

2009年 ２／４（水）松代母親クラブライアー演奏 10:45～20分位 

（演奏者は２～３名でとの依頼なのでリーダー会で決めさせて頂きます。どうぞご了承ください。） 

＜一般公開＞１２／４（木）喫茶あひる クリスマス☆コンサート 14:00~15:30  つくばライアーの響き 

           定員２８名 お菓子飲み物付１０００円 要予約 

１２／１６（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート 12:30～16:00（つくば市ノバホールホワイエ） 

 2009 年 ２／１５（日）絵本のおいしいレストラン  ゆうゆう十王 Ｊほーる 
（ひたちライアーの奏の皆さんとご一緒に、朗読と音楽で参加します。遠方の為、一部の皆さんのみお声がけしました。）

**************************************************************************************************** 
１２／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
１２／（土）言語造形 講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 10:00～12:30 2000 円前後   

１２／６（土）サークルわ オイリュトミー水戸市 稲荷第ニ公民館 12:30～16:30 

１２／７（日）つくばオイリュトミーの会 オイリュトミスト高久真弓氏 竹園公民館ホール子ども10:30～大人11:00 

１２／９（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 17:00～19:00 手代木公民館音楽室 

１２／２１（日）星のハーモニー りんごろうそく祭り ゆかりの森 森のホール 10:45～ （定員有*要申込） 

**************************************************************************************************** 
お問合せ 芝山  E-mail  leier_moon@yahoo.co.jp 

＜つくばライアーの響きホームページ＞ http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html 
皆さんからのアイディアや、ご寄稿等大歓迎です！ご感想等も、お待ちしております。 

＜Leier Moon 毎月発行＞    2008 年１２月１日（月） 芝山 恭子 
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