
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.76～  ♪ 

                         
                          

～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～ 
 

昨年は 21 公演、大きな公演が多く、グループホームでの定期的演奏は含まず、通算 251 公演になりました！ 
今年は３月４日（水）に仲 正雄さんの講演会＆声のＷＳが、ゆかりの森 森のホールにて開催されます。 
また４月４日（土）５日（日）には田原眞樹子さんの４回目のライアー講座が、つくば市ふれあいプラザ多目

的ホールにて開かれます。詳細は後日お知らせします。どうぞお楽しみに～♪ 

～クリスマス☆コンサート♪１２月１６日（火）を終えて～ 
昨年 12 月 16 日（火）、ノバホールホワイエでは、３回目のクリスマスコンサートを無事終えることができま

した。お天気にも恵まれ、お子さんも含めて約 80 名のお客様にご来場いただきました。これまでライアーコン

サートにご来場下さったお客様の中でお知らせのご希望のある方に、300 通近くＤＭをお送りしていますが、毎

回のように聴きにきて下さる方も多くなり、本当に嬉しくて有難いことだと思います。長時間にもかかわらず、

ずっと聴いて下さる方もありびっくりです。お子さん連れの方々も多く、楽しんで頂けたようです。 
これまでのレパートリーや昨年弾いた曲も多く、いくつかのグループに分かれての演奏や、Jun のソロ、Yasu、

Marit、のんのん、Fuji によるカルテットの演奏等、沢山のクリスマスの曲の数々をたっぷりと、お楽しみいた

だきました♪ 
＜12月の公演から＞ 

★12 月 4 日（木）喫茶あひるクリスマス☆ライアーコンサート（Nao・おさちゃん・のんのん・momo・Fuji・芝

山） 

喫茶あひるでのクリスマスコンサート、今回はテーブルのあるお席で、ゆっくりお聴きいただこうと、あまり

宣伝せずに、26名のお客様においでいただき、コンサートを開きました。おさちゃん、momo、Fujiの手作りケー

キ、クッキーとお茶で、寛いでいただきながら、私たちも楽しむことのできた幸せな時間でした。 

「あひるでご一緒させて頂き、本当に幸せな時間を共有することができました。ありがとうございました。」 

Fuji 

★12月 7日（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）    

（Yasu・Tomo・Marit・Nate・Kayo・keiko・momo・Fuji・芝山） 

朝９時から竹園公民館でたっぷり２時間、演奏する５曲を、momoにご指導いただきながら、繰り返し練習しま

した。 

本番では会場が響かなかったり、お昼休みだったのでお食事をしながらの方もいらしたり、お互いの音が聞こ

えにくかったりと、厳しい環境でしたが、前列で熱心に聴いてくださった方々もあり、ライアーのご紹介の役割

は果たせたかな～と思います。東京のNate さんは、音楽療法学会会員でいらっしゃるので、ご一緒に演奏でき、

事前に二度も練習と講座においでいただいて、色々なお話を伺えてとてもよかったです。 

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

                     （Nao・おさちゃん・Tomo・根本裕美・Kayo・keiko・momo・芝山） 

朝 10 時から手代木公民館で練習後、初めてつくばメディカルセンターの癌の患者さんの病棟にて８名で演奏

しました。16 日のクリスマスコンサートで弾いたばかりの曲でしたので、慣れていて安心して演奏できたように

思います。楽器もちがいますし、並び順や、パートのちがいによって、全くちがうアンサンブルになるのですが、

楽しんで聴いてくださっているご様子を感じながら、たっぷりとした呼吸で演奏できました。音楽はその場で、

そこにいらっしゃる皆さんと共につくられることを改めて実感しました。担当のＳさんはじめ、スタッフの皆さ

まがあたたかく迎えてくださってとても気持ちよく過ごせたほっとする時間でした。 
～12 月４日＆７日＆16 日＆23 日感想集は、それぞれ別紙をご覧ください。～ 

 
☆昨年 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☆ 



♪りっつん自由アンサンブルクラス １月８日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

第４回目12月 11日は、Yasu、おさちゃん、のんのんと、Ｊｕｎにご参加頂き、アドベントやクリスマスの美

しい響きの曲をたっぷりと味わいました。今月はライアーオリジナル曲のほか、新年の雰囲気の曲等をご用意し

ていますので、どうぞお楽しみに～♪ 

 

♪東京ライアーアンサンブルＣＤ『音の遺産』が昨年12月 23日発売されました。昨年９月６日に東京の音楽

の友ホールで開かれたコンサートの中からライブ録音です。メンバーのＴさんの恩師、菅原明朗先生の曲は何と

もいえない独特のハーモニーで、その斬新な響きはライアーによく合います。菅原先生の曲を広く皆様にご紹介

できるということで、先生の没後20周年の記念に作られました。藤井喬梓氏指揮で、他にＰ．リーム氏の作品、

バッハのフーガの技法より未完のフーガが入っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           火曜日 １／６（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 １／１５(木) 10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ 竹園クラス  オルフェの庭 第１・３水曜日 １／７(水）13:00～17:00  

１／２１(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 １／８,１５（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 １／１３、２７（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 １／１８（日）13:30～ 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   １／１４、２８(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        １／１５,２９（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）１／９（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）１／１７（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）  １／１９（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 

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

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
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＞ 

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。）

**************************************************************************************************** 
１／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
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   

１／４（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 

１／１０（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 酒門公民館 12:30～ 

１／１３（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 

１／１８（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年１月５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.77～  ♪ 

                         
                          

～今年の七夕コンサートと秋の定期コンサートの日程が決まりました！～ 

 七夕コンサートは、６月２７日（土）、今年は～風～のイメージで検討中です。 

秋の定期コンサートは１０月１７日（土）、会場は、どちらも昨年と同じ、つくば恵光文化センターです。 

８thコンサートについてリーダー会でご相談した結果、今年も３部形式で、１部にはライアーオリジナル作品、

２部の朗読と音楽に日立で２月に公演する「ちょうちょのくに」、３部には、シューマンのパピヨンをメインに、

はばたき、飛翔、といったイメージで、進めていくことになりました。只今良いテーマの言葉を募集中です。 

皆さんにも考えていただけたらと思います。２月中にお寄せください。 

３月１９日までに演奏またはお手伝いで参加、不参加、を決めて芝山までお知らせください。詳しくは後日お

知らせします。 

 
～親愛なるつくばライアーの響きの皆様～ 

 インドネシアより帰って参りました！渡辺香名恵です。昨年１０月末には帰国しておりましたが、インドネシ

アでのあまりに日本と違う２年間の生活にリハビリが必要で・・・家族全員順番に体調を崩し、２年間やってい

なかった主婦業に四苦八苦し、３ヶ月経ってやっと日本の生活に慣れてきて、先日やっと並木教室に午前中だけ

でしたが参加することができました。２年間いない間に皆さんの実力がぐーんと伸びたと予想されるもう秋のコ

ンサートの楽譜にクラクラとした私です。 
 インドネシアで身につけた妙に根拠のない楽観的な性格を活かし、のんびり皆さんに付いて行きたいと思って

います。皆様とまたライアーの響きを重ねられる喜びで十分です。 
 以前から辛いものが大好きでしたが、インドネシアでバージョンアップしました。インドネシア料理をご馳走

いたしますのでおうちに遊びに来てくださいネ 
 ではまたまたお付き合いのほど宜しくお願い致します。              渡辺香名恵 

 

☆２／１５（日）Ｊクルー企画「絵本のおいしいレストラン」14:00～ ゆうゆう十王 Ｊホール 入場無料 
日立市の裕美さんのお宅に近い、ゆうゆう十王Ｊホールのボランティアスタッフ、Ｊクルーの企画で、「絵本

のおいしいレストラン」の一コマにひたちライアーの奏の皆さんと参加します。私たちは、ジビュレ・フォン・

オルファース作「ちょうちょのくに」の朗読と音楽です。  
 １月 25 日（日）には舞台練習があり、11 名の参加者のうち、８名が参加しました。大きな舞台で、映像もあ

り、演出も素晴らしく、様々な絵本にまつわるメニューが登場しそうで楽しみです。14日の前日にはリハーサル

のため、６名が「鵜の岬」に泊りがけでの演奏ツアーになりました。 

 

～２月２２日は猫の日 猫にちなんだ曲のアンサンブル～ 

つくばライアーの響きには多くの猫好きメンバーがいらっしゃいます。そこで２月２２日は猫の日。ちょうど

ゆかりの森クラスの日にあたりますので、後半アンサンブルの時間は猫にちなんだ曲を集めて楽しみたいと思い

ます。お時間のある方、どうぞご参加ください～。 

＜1月の公演から＞ 

★ 1月 20日（火）グループホームにこにこ (10:30～)  （yasu・Nao・tomo・のんのん・momo・芝山） 

寒い朝でしたが、「たき火」や「ペチカ」など、冬の曲を中心にアンサンブルして合唱もし、心あたたま 

りました。１曲ごとに「ありがとうございました～」と言ってにこにこしながら拍手してくださる方があり、励

みとなりました。「砂山」や「冬の夜」、「冬景色」など、季節ならではの歌は、気持ちにぴったりとマッチし、

心地よいものですね。来月は２月１７日（火）10:30～です。参加ご希望の方はお知らせください。 

 
☆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☆ 



♪春のお楽しみコンサート♪ オルフェの庭にて ３月末か４月に開催予定 

昨年に引き続きソロ＆デュオ＆トリオ＆カルテット、ほか自由に演奏をして、お互いに聴き合い、全員でのア

ンサンブルも楽しめるコンサートです。勿論聴くだけでもＯＫです。皆さんの多彩な演奏、楽しみにしています。  

 日程は桜の開花時期の様子をみて、後日ご相談いたします。 

♪りっつん自由アンサンブルクラス ２月１２日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

第 5 回目 1 月 8 日は、yasu、おさちゃん、のんのんと、Jun、Fuji にご参加頂き、ライアーオリジナル曲のほ

か、リュートの為の曲や新年の雰囲気の曲等を弾き、アンサンブルを楽しみました。今月は季節感のある響きの

曲や、２月が誕生月のヘンデルの曲等、弾いてみたいと思います。どうぞお楽しみに～♪ 

 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           木曜日 ２／５（木）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 ２／１９(木) 10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ 竹園クラス  オルフェの庭 第１・３水曜日 ２／４(水）13:00～17:00  

２／１８(水）13:00～17:00  

サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ２／８, 15:00～17:00 自由アンサンブル 
２６（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 ２／１０、２４（火）10:00～リーダー（おさちゃん＆渡辺） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ２／２２（日）13:30～ 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ２／２５(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        ２／５,１９（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）２／１３（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）２／１１（水・祝）ライアー講座 13:00～15:00（ふるさと交流館） 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ２／１６（月）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（小山市）2009 年 ４／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ２／１７(火）10:30～11:30  グループホームにこにこ 

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

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
2009年 ２／４（水）松代母親クラブ ライアー演奏 10:45～20分位 松代児童館 

＜一般公開＞ 

2009 年 ２／１５（日）Ｊクルー企画「絵本のおいしいレストラン」14:00～ ゆうゆう十王 Ｊホール 
              一コマに「ちょうちょのくに」で 参加 入場無料 

**************************************************************************************************** 
２／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
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   

２／１（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 

２／１４（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

２／１０（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 

２／２２（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年２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.78～  ♪ 

                         
                          

～仲 正雄さん 講演会＆声のワークショップ ゆかりの森 森のホール～ 

仲さんの講座が、３月４日（水）つくば自然育児の会の皆さんのご協力で、星のハーモニー＆つくばライアー

の響きも力を合わせて、実現します。“声”については、皆さんと、これから少しずつ深めていけたらと考えて

います。その第１歩としての講座、どうぞお楽しみに～。  

 

＜２月の公演から＞ 

★２月１５日（日）Ｊクルー企画「絵本のおいしいレストラン」14:00～ ゆうゆう十王 Ｊホール  
私の住んでいる日立市にある「Ｊホール」の企画で『絵本がおいしいレストラン』が開かれました。絵本と音

楽のコラボレーションと言うことでしたので、ライアーにピッタリの企画だと思い応募しました。ひたちの友人

や多くの皆さんにも、このステキなライアーの音色を聞いて欲しいとおもったのです。 

 「Ｊホール」は700名入るホールで、とてもステキなステージです。今回は絵本がメインということから、絵

本「ちょうちょのくに」のスライドを用意してくれました。また、ホールスタッフが、舞台の音響や照明を担当

してくださり、蝶々がヒラヒラと上から降ってくるというステキな演出も考えてくれたので、たまには、誰かに

準備してもらうのも良いものだと思いました。こうして、短い時間でしたがとてもステキな演奏を体験すること

ができました。 

 当日の演奏には、つくばライアーの響きの皆さんにもたくさん応援していただき、本当に感謝しています。あ

りがとうございました。日立ではなかなかまとまった演奏会ができないのですが、これから少しずつライアーの

輪を広げていければと願っています。                             根本裕美 

  

「絵本がおいしいレストラン」と銘打っての公演、オルファース作の『ちょうちょのくに』とライアーのコラボ

で参加しました。私は朗読担当。いつものように絵本を読むだけではどうもしっくりこない。さて、どうする・・・ 
早い話が“読もう”とするのをやめようと。深呼吸して、私の蝶々を飛ばそう、飛ばしてくれる仲間と舞い上がら

せるライアーの響きはそこにある、ライアーの音色に言葉を載せていこう… 
 クライマックスでは紋白蝶と紋黄蝶が頭上から舞い落ちてくるというスタッフの素敵な演出もあり、心の中で

ずっと蝶が舞っていま～す。 
 絵本をおいしく食べたい！という思い、出演者はもちろんスタッフもそうです、そんな企画に参加できたこと

感謝しています。ありがとうございました。                             Yasu 
★猫の日（２月２２日）猫にちなんだ曲のアンサンブル 

２月２２日猫の日にはゆかりの森クラスではお休みの方が多く、鵜の岬での合宿？で、温泉でゆっくりした後、

猫にちなんだ曲を集めて、色々弾いて楽しみました。 

 
☆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☆ 
＊グループホームにこにこ ２月３月の演奏はホームのご都合によりお休みです。 

 

♪春のお楽しみコンサート♪ オルフェの庭にて ４月２２日（水）開催予定 

昨年に引き続きソロ＆デュオ＆トリオ＆カルテット等自由演奏をして、お互いに聴き合い、全員でのアンサン

ブルも楽しめるコンサートです。勿論聴くだけでもＯＫです。皆さんの多彩な演奏、楽しみにしています。  

詳しくは後日お知らせします。 

♪ライアー響会 交流のつどい５月１６日（土）自由学園明日館 第１部 14:30～16：30 

                                    参加費お一人１０００円  

今年もつくばライアーの響きも参加します。会員でなくても大丈夫ですので、参加ご希望の方は8日までにお

知らせください。演奏予定曲は再検討中です。 



♪りっつん自由アンサンブルクラス 第６回目３月１２日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

２月 12日は、風邪でダウンしてお休みになってしまい、すみませんでした。 

今月は復活祭の曲や、３月の曲、春の響きの曲等、弾いてみたいと思います。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           火曜日 ３／３（火）10:00～15:00（オルフェの庭） 

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

♪ 竹園クラス 竹園公民館 第３水曜日 ３／１８(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ３／１２, 15:00～17:00 自由アンサンブル 
２６（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 ３／１０、２４（火）10:00～リーダー（おさちゃん＆渡辺） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ３／１５（日）13:30～ 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ３／１１,２５(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        ３／５,１２（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）３／２３（月） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）３／２８（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）  ３／３１（火）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（小山市）2009 年 ４／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ４月～ 日程未定  10:30～11:30  グループホームにこにこ 

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

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
４／２２（水）春のお楽しみコンサート オルフェの庭 

＜一般公開＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

☆３／４（水）仲 正雄さん 講演会＆声のワークショップ ゆかりの森 森のホール 

☆４／４（土）／５（日）田原眞樹子さんライアー講座 つくば市ふれあいプラザ 

☆４／１２（日）星のハーモニー 春まつり ライアー演奏 ゆかりの森 管理棟 11:00～  

６／２７（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば恵光文化センター14:00～予定 

１０／１７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば恵光文化センター14:00～予定 

**************************************************************************************************** 
３／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
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   

３／１（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 

３／８（日）第８回 ハンディのある子どもたちも共に みんなで楽しむコンサート ＜樂音社主催＞ 

出演 梶谷祐子（うた／ライアー） 田原ゆみ（アルパ） 斉木美紀子（ピアノ）  

ゲスト 芝山恭子（ライアー） 14:30～ユートリヤ すみだ生涯学習センターホール 

３／１０（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 

３／１４（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

３／１５（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～ 

３／３０（月）キンダーガルテン星の子 オイリュトミー公演 『せむしの小人』ほか（国立第３団地集会所） 

午後～    オイリュトミー 山本みちる 高久真弓 ライアー 芝山恭子  

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年３月１日（日） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.79～  ♪ 

                         
                          

★★★ご冥福をお祈り申し上げます★★★ 

2004 年秋から TONE クラスでお仲間でしたメンバーの K さんが、ご病気のため、３月 20 日に天国へ旅立たれ

ました。３月24日の告別式の前に８名で演奏し、お見送りしました。余りに早過ぎるお別れで悲しみは尽きるこ

とはありませんが、いつも K さんの思い出と共に、ご一緒に奏でている気持ちで、これからも活動を続けて参り

たいと思います。心よりご冥福をお祈りいたします。 
 

☆４／４（土）／５（日）田原眞樹子さんライアー講座 つくば市ふれあいプラザ 

つくばで４回目の田原さんの講座です。つくばライアーの響きでも、演奏する機会の多いバッハの「主よ人の

望みの喜びよ」、田原さんのご指導で、どのような演奏に変化していくのか、楽しみです。 

★３月４日（水）仲 正雄さん 講演会＆声のワークショップ ゆかりの森 森のホール～ 

仲さんの講座は、前夜に雪が舞い心配された天候もどうにかおさまり、盛況のうちに無事終わりました。午前

中「子どもに語りかける声」の講座には37名、午後「声のワークショップ」には26名 の皆さんのご参加で、 

仲さんの心地良く響く声と、ライアーの美しい音色に包まれて、笑いあり、涙ありで、あたたかいものをたっぷ

りと頂いた講座でした。そして、声のもつ不思議な力を感じられた時間でもありました。参加された皆さんから

のご感想は別紙をご覧ください。 

 

メンバー 自己紹介 その７1 誕生日 １１月１７日 石岡市 M.A.さん 
はじめまして、石岡市在住の M.A.です。こちらの会には丁度 3 年前のこの時期に短い間少しお世話になった

のですが、父親の介護の為ライアーから遠ざかっていました。その父を去年の暮れに見送りました。心身共にポ

ッカリ穴が空いた様な日々の中、ノバホール（昨年ホワイエでのクリスマスコンサート）でライアーの音色に包

まれ再びこちらの会にお世話になる事になりました。 
ライアーとの出会いは娘にペンタトニックのライアーを購入した事です。図書館で目にしたシュタイナーの本

の中で <不思議な音色の小さなハープ>とあり、その音色を聴いて見たくて、即座に取り寄せました。手元に届

いたものの、扱い方が分からず途方に暮れている時に茎崎公民館でのライアーコンサートを知り、娘を連れて駆

け付けてこの会に巡り会いました。今はライアーの音色と様々な美しい曲に出逢える事がとても嬉しく、いつも

音楽に包まれている生活が送れる事に幸せを感じています。これからどうぞ宜しくお願い致します。  
 

 

＜3月の外部公演から＞ 

★３月８日（日）第８回 ハンディのある子どもたちも共に みんなで楽しむコンサート ＜樂音社主催＞ 

ユートリヤ（すみだ生涯学習センターホール）にて、以前つくばでもご一緒したYさん主催の、樂音社のみん

なで楽しむコンサートに、Y さんとライアーデュオで出演しました。Y さんの歌は勿論、T さんのアルパ独奏、S

さんのピアノ独奏もあり、ポピュラーからクラシックまで、多彩なプログラムで、会場の子どもたちも一緒に歌

ったり、合奏したりと、まさに、みんなで楽しめるコンサートでした。 

★３月３０日（月）14:00～キンダーガルテン星の子 オイリュトミー公演 （国立市まちかどホール） 

主にキンダーガルテン星の子の、就園前のお子さんたちと親御さん親子クラスの為の、１５分程の小さな公演

に、山本みちる先生と高久真弓先生のメルへン『せむしの小人』のオイリュトミーと、山本先生のバッハのプレ

リュードのライアー伴奏と３曲ほどの小品の演奏で参加しました。高久先生の小人さんはドイツでご活躍の頃か

ら定評があり、とても楽しい舞台でした。 

～お知らせ～ 
つくばのすべてのクラスや公演への積極的なご参加くださっている Yasu には、様々な曲のご紹介や、多くの

場面で、沢山アドヴァイスを頂いて参りました。 
 ４月からリーダー会にアドヴァイザーとして入っていただき、 お時間のあるときにはご参加いただくように

お願いしました。お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 



♪春のお楽しみコンサート♪ オルフェの庭にて ４月２２日（水）10:00～ 

メンバーの皆さんが集い、全員でのアンサンブル、ソロ＆デュオ＆トリオ＆カルテット等自由演奏もお互いに

聴き合って楽しむ交流コンサートです。勿論聴くだけでもＯＫです。皆さんの多彩な演奏、楽しみにしています。  

♪りっつん自由アンサンブルクラス 第７回目４月９日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

３月 12 日は、Yasu、おさちゃん、Fuji にご参加いただき、復活祭の曲や、３月の曲を弾き、春の響きを満喫

しました。４月も引き続き、復活祭の曲や春の曲等です。どうぞお楽しみに～♪ 

 
～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会           月曜日 ４／６（月）10:00～15:00（渡辺さん宅） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ４／１６(木)  10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 第１第３水曜日 ４／１,１５(水）13:00～17:00  

サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ４／９ 15:00～17:00 自由アンサンブル 
１６（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 ４／１４,２８（火）10:00～リーダー（おさちゃん＆渡辺） 
♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ４／１２（日）13:30～  

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ４／８(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  

☆七夕コンサートリハーサル ６月９日、２３日（火）9:00~17:00 つくば恵光文化センター 

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

♪ ひたちライアーの奏        ４／１６,３０（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）４／１０（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）５／９（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）  ４／２３（木）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（小山市）４／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ４月２１日（火） 10:30～11:30  グループホームにこにこ 

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

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
４／２２（水）春のお楽しみコンサート オルフェの庭 
５／１５（金）土浦協同病院 看護の日 ライアー演奏 

＜一般公開＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

☆４／４（土）／５（日）田原眞樹子さんライアー講座 つくば市ふれあいプラザ 

☆４／１２（日）星のハーモニー 春まつり ライアー演奏 ゆかりの森 管理棟 11:00～  

６／４（木）喫茶あひる ライアーコンサート 

☆６／２７（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば恵光文化センター14:00～ 

１０／１７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば恵光文化センター14:00～ 

**************************************************************************************************** 
４／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
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   

４／１１（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

４／１２（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 吾妻公民館音楽室 子ども10:30～大人11:00 

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

４／１４（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 

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年４月１日（日） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.80～  ♪ 

                         
                          

 

★４月４日（土）５（日）田原眞樹子さんライアー講座 つくば市ふれあいプラザ 終了しました★ 

つくばで４回目の田原さんの講座が開かれました。バッハの「主よ人の望みの喜びよ」１曲の集中講座に、４

日は23名、５日は16名の参加で、田原さんの熱いご指導を受けました。最後は、それぞれのパートが響き合っ

てとても美しい響きになりました。詳しくは別紙感想集をご覧ください。 

 

＜4月の公演から＞ 

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

（Yasu、Marit、根本裕美、momo、Fuji、芝山） 

新しく参加された方々も多く、大勢で賑やかな春まつりでした。テーブル劇の後のミニコンサートでは、６名

で春の曲を演奏しました。Yasu、Marit、Fuji には、事前に特別に練習のお時間もとって頂き、参加者の皆さん

がアートの作品を作っている最中にも、ＢＧＭ演奏して下さいました。演奏者の皆さんはじめおさちゃんにもバ

ザーに沢山のお菓子をご協力いただき大好評でした。皆様、ご協力ありがとうございました。 

★４月２１日（火）10:30～グループホームにこにこ （Yasu、おさちゃん、渡辺、のんのん、momo） 

★４月２２日（水）春のお楽しみコンサート オルフェの庭にて 10:00～ 

メンバーの皆さん13名が集まり、全員でのアンサンブルや自由演奏等楽しみました。 

詳しくは別紙をご覧ください。 

★４月２４日（金）10:45～11:05 土浦社会福祉協議会 友愛交流会 国民宿舎水郷 

(Yasu、Nao、momo、Fuji、芝山) 

★４月２９日（水・祝）12:00～12:30 ツクイデイサービス花畑 開所式 ライアー演奏 

(Yasu、おさちゃん、Marit、keiko、momo、芝山) 

本当に気持ち良く、春の曲を演奏することができて、とても嬉しかったです。春の曲に包まれて、今までで一

番、春にどっぷり浸かった感じでした。また、狭い控え室でも、要領良く、準備を整えてしまう手際の良さに、

ビックリでした。さすが、皆さん、慣れてますね～。                      Keiko 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「４月・・・」 
田原先生の講座、それぞれのパートがどんなふうに絡み合ってハーモニーとなっていくのか、未熟な演奏なが 

らも楽しい２日間でした。星のハーモニー春まつり、「イースターのお話」に始まり、参加者の皆様が手仕事を 
している間、ライアーを弾きました。 
 グループホームにこにこ、何と今日は芝山さんと Nao がいない！そんな中、初めてメロディ以外のパート担当、

顔をあげる余裕なんてない、そんな私のフォローを自分のパートを弾きながらやってのける momo に感嘆！ 
お楽しみコンサート、オルフェの庭で春の響きをたっぷりと体中に満たした一日。はぁ～、でもレムニスカー

ト（竹園カルテットに名前が付きました♪）の演奏では、緊張しまくりでした。 
 土浦市社会福祉協議会交流会は、国民宿舎水郷でありました。空調の音にかき消されそうになりながら始まり

ましたが、空調が止まった事もあり、ある瞬間から会場の空気が一変。顔をあげるとさざ波を湛える霞ヶ浦が広

がる光景の中流れる「ふるさと」は最高でした。 
 ツクイ花畑デイケアサービス開所式、一曲ごと拍手が起こりほんとに静かに聴いて頂きました。 
 その他、通常クラスや自主練習を入れると今月は１４日、ライアーを抱えて出かけました（すごい！！） 
お陰さまで例年になく春の歌を何度も弾く機会に恵まれ、新緑と共に楽しい時間を過ごせました。 
 また、各クラスでのリラックスの時間、“脱力する”ことを意識する時間が何と貴重な体験となっているかと実

感するこの頃です。日常を生きる自分は確かにそこにいるのだけど、日常をそこに置き、受け入れつつもライア

ーと向き合っていく…諸々の自分もすべて受け入れ、その場にいる皆さんと共に時間を、空間を作り上げていく

…自分の内にゆったりとした呼吸を作ってくれる…そんな思いを強くしています。        Yasu 
 

 



♪りっつん自由アンサンブルクラス 第８回目５月２８日（木）15:00～17:00（要予約☆参加費５００円） 

４月９日は、Yasu、Fujiにご参加いただき、また３月とは別な復活祭の曲や、４月の曲を弾きました。色々な

響きのカノンも数曲弾いた後、３つのパートに分かれている曲では、どのパートも交代で弾いてみたりして、そ

れぞれの音を味わいながら、アルトパートの気持ち良さも感じていただけたようです。５月はまた季節に合った

曲や、オリジナル作品を中心にアンサンブルしてみたいと思います。どうぞお楽しみに～♪ 

 
～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会  オルフェの庭 木曜日 ５／７（木）10:00～15:00 

♪ 並木クラス  並木公民館 火曜日 ５／１２（火）10:00～リーダー（おさちゃん＆渡辺） 
♪ 竹園クラス 竹園公民館 第３水曜日 ５／２０(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ５／２１(木)  10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ５／１４ 15:00～ 個人レッスン予約制  

２８（木）15:00～17:00 自由アンサンブル          

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ５／１７（日）13:30～  

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ５／１３、２７(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  

☆七夕コンサートリハーサル ６月９日、２３日（火）9:00~17:00 つくば恵光文化センター 

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

♪ ひたちライアーの奏        ５／７,２１（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） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）６／６（土）ライアー講座 10:00～12:00（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）  ５／１８（月）ライアー講座 10:30～12:30  

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

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

＜定期的演奏＞月1回 ５月２０日（水） 10:30～11:30  グループホームにこにこ 

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

＜関係者限定＞    ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
５／１５（金）土浦協同病院 看護の日 ライアー演奏 13:00～14:00 

＜一般公開＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

６／２（火）喫茶あひる ライアーコンサート 14:00～ 

☆６／２７（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば恵光文化センター14:00～ 

７／２（木）オイリュトミー講座 午前中 講師 高久真弓先生 つくば市ふれあいプラザ多目的ホール 

７／４（土）ライアー体験講座 ゆかりの森 管理棟 10:00～11:30 

１１／７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば恵光文化センター14:00～ 

**************************************************************************************************** 
５／（月）Artful Heart  10 時～12 時 洞峰公園 新都市記念館 
５／（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／（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

５／１０（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 子ども10:30～大人11:00 

５／１２（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 

５／１７（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20   

☆６／４（木）もうひとりのおくりびと 柴田久美子さん講演会13:30～ つくば恵光文化センター（300円） 

ライアーの響きミニコンサート（13:15～13:30）    

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年５月１日（日） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.81～  ♪ 

                         
                          

 

～６／２７（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば惠光文化センター14:00～ 

６月２７日（土）つくば惠光文化センターにて午後２時から、今度で6回目になる七夕コンサートです。 

第 1部はジブュレ・フォン・オルファース作『風さん』の朗読と音楽。朗読は鈴木もえみさんです。 

第２部ではライアーアンサンブルで「様々なシーンに吹きぬける～風～」を感じて頂けたらと思います。 

多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

＜5月の公演から＞ 

★５月１５（金）土浦協同病院 看護の日 ライアー演奏 13:00～14:00 

(Nao、おさちゃん、のんのん、深津、momo、Fuji、渡辺、芝山) 

朝９時から竹園公民館で練習してから、土浦の協同病院にて８名で演奏し、50名位の皆様に聴いて頂きました。 

「皆さんに楽しんでいただけた様子、よかったですね。浜辺の歌あたりからでしょうか、皆さんの表情が変わっ

たように思いました。音が届いている、ライアーの音色が浸透しているそんな感じでした。 

皆さんとても穏やかな表情をされていましたね。Fuji」 

「土浦協同病院にて、患者さん達の前でライアー演奏させていただいた時、調和のとれた響きの空間を感じとる

ことができました。直前に練習で試し弾きをした時には、響かない会場だと思ったのですが、いざ患者さん達を

前に本番となった時には、練習の時と全く違う、ずっとずっと良い演奏になりました。 
 自分としては少し大きめの音を出すようにと心掛けただけでしたが、全体の響きもどんどんよくなっていき、

気持ちの良い演奏ができたと感じました。 
音響の悪い会場でも、あんなにまとまった響きの演奏ができるのだなぁと驚くと同時に、本番舞台の力は不思

議だなと考えさせられた貴重な経験でした。 
 終わったあとに、涙を拭いながら「感動しました」と笑顔で話し掛けて下さった患者さんには、こちらこそ美

しい笑顔と言葉をありがとうございましたと申し上げたいです。また、病院のスタッフの方々が楽しみに待って

いて下さった様子が感じられ、有り難かったです。素敵な機会をありがとうございました。    深津佳世子」 
 

★ ５月１６（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 第 1部 14:00 第 2部 16:00 

(Yuko、Nao、おさちゃん、のんのん、根本裕美、Keiko、momo、芝山) 

♪つくばライアーの響き♪は、第２部に、４月の田原さんの講座に参加された横浜の井田さんもご一緒に「春の

てがみ」と「主よ人の望みの喜びよ」を演奏しました。響きの良い会場で、グループ、ソロ、デュオなど様々な

スタイルの演奏を楽しみました。詳しくは別紙をご覧ください。 

★５月２０日（水）10:30～グループホームにこにこ （Yasu、Nao、momo、渡辺、芝山） 

５月の母の日にちなんだ「お母さん」や、「野ばら」「茶摘」「みかんの花咲く丘」など、18 曲のプログラムを

歌ったり演奏したりしました。この日は爽やかな良いお天気で、にこやかに「いい曲ですね～良かった～ありが

とう～」と拍手してくださる方もあり、５名でのアンサンブルも季節の曲を奏でる喜びを感じつつ楽しむことが

できました。次回は６月１７日（水）です。 

 

メンバー 自己紹介 その７２ 誕生日 ２月２４日 八潮市 Naoko さん 
ライアーの練習に行こうと思ったのは、楽器を習いたいな～と思っていた頃に、たまたまりっつんのホームペ

ージを見つけた事がきっかけです。「古代ギリシャの竪琴…」とあり、また以前から小さめのハープに興味があ

りました。音楽はピッコロと電子ピアノをそれぞれ一年位、合唱部には 2 年いた事があります。楽譜は簡単な主

旋律を読める程度です。りっつんの近くの輸入住宅会社で働いてます。埼玉県八潮市在住、2 月 24 日生まれ 37
歳です。忙しい中にもゆとりを持ちたいので楽器を習いたいと思いました。ライアーは「遠く海の彼方を思わせ

るような素敵な音色」で控えめ印象でした。今は難しいですが、自分のライアーを持てたらいいなと思ってます。

たまに顔を出したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 



           ♪９周年記念お楽しみコンサート開催のお知らせ 

７月７日（火）オルフェの庭にて９周年記念のお楽しみコンサートを開催します。 

全員でのアンサンブルや自由演奏で、また皆さんと楽しいひと時を過ごせたらと思います。 

 

♪今月のクラスから～ 

☆ Mitsuさんからちりめん、正絹の端布、和の布で、きれいな手作りのお手玉を沢山いただき感激しました。 

クラスや施設訪問時等で、大切に使わせていただきます。ありがとうございました～。 

☆ 今月は、お誕生日が１３日tomo、１６日渡辺さん、２６日yoko で、当日や、１日ちがいの練習日や、TONE

クラスで「喜びのうた」のプレゼントをしました～。 

☆ 「昨日の即興は気持ちに合ったのか、後で不思議な感覚になりました。不調が治ったという感じです。 

バランスが整ったのかも知れません。不思議な効果のある楽器なのですね。 

また、よろしくお願いいたします。Masa」    
 

♪自由アンサンブルクラス 第９回目６月１１日（木）10:00～12:00（要予約☆参加費５００円） 

今月から「オルフェの庭」で午前中の開催です。５月２８日（木）は、Yasu、Nao、のんのん、渡辺さんのご

参加で、爽やかな５月を感じさせる曲の数々をたっぷりと楽しみました。 

６月はヨハネ祭の曲やアイリッシュ系の曲等予定しています。どうぞお楽しみに～♪ 

  

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 火曜日 ６／３０（火）10:00～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 火曜日６月は公民館が使用できないため、恵光寺で七夕コンサートのリハーサルになります。 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 第１・３水曜日６／３,１７(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ６／１８(木)  10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ６／１１、２５（木）15:00～ 個人レッスン予約制     

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ６／２１（日）13:30～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ６／１１（木）10:00～12:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ６／２４(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  

☆七夕コンサートリハーサル ６月９日、２３日（火）9:00~17:00 つくば恵光文化センター 

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

♪ ひたちライアーの奏        ６／４,１８（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）６／１２（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）６／６（土）ライアー講座 10:00～12:00（千代川公民館レストハウス） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ６／１３（土）キンダーハープクラス  

14:00～幼児クラス 14:30～小学生クラス15:00～大人クラス 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） ６／１６（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～ 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ６／２９（月）ライアー講座 14:00～16:00  

(ライアー響会主催)６／２９（月）初めてライアーに触れる人のための講座10:30～12:30 講師 皇 恭子 芝山恭子 

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ６月１７日（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＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

☆６／２（火）喫茶あひる ライアーコンサート 14:00～ 定員 28名 

☆６／２７（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば惠光文化センター14:00～ 

７／２（木）オイリュトミー講座 オイリュトミスト高久真弓先生  

つくば市ふれあいプラザ多目的ホール10:00～12:00 

７／４（土）ライアー体験講座 ゆかりの森 管理棟 10:00～11:30 

１１／７（土）つくばライアーの響き８th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   

☆６／４（木）もうひとりのおくりびと 柴田久美子さん講演会13:30～ つくば惠光文化センター（300円） 

ライアーの響きミニコンサート（13:15～13:30）    

６／７（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 子ども10:30～大人11:00 

６／７（日）第９回街角コンサート (１回目 15:30~ 2 回目 18:00~ ) 狛江市 泉の森会館ホール（狛江駅前） 
ライアーとお話 木下順二作『絵姿女房』ライアー 田邉真理子、芝山恭子 チェロ 末松直也、 
言語造形 近藤直子、企画＆ライアー 末松晴美  手作りライアーの演奏あり 主催 狛江シュタイナー教育の会  

          前売 1500 円当日 2000 円  http://blogs.yahoo.co.jp/steiner_labo_komae 

６／１３（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

６／１８（木）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 

６／２１（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＞    2009 年６月１日（月） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.82～  ♪ 

                         
                          

～６月２７日（土）親子のための七夕コンサート～風～ つくば惠光文化センター14:00～ 

今回で6回目になる七夕コンサート、東京や千葉、築西市、下妻市など遠くからも80名あまりのお客様が聴き

にきてくださり無事終えました。もえみさんからです。「ライアーさんのコンサートは、音色に身をゆだね、とも

に空間を共有させて頂く中で、「何かが浄化されていく日」みたいな感じで、私の中では本当に 楽しみにしてい

て、出来れば ライフワークとしてずっと 御一緒させて頂けたらとさえ思うほど、大切に思っています。本当

に あの音色と、みなさんの人柄・・・いいですよね～・・・・。いつも 本当にありがとうございます。」 

詳しくはメンバー感想集およびお客様からの感想集をご覧ください。 

～７／２（木）オイリュトミー講座 オイリュトミスト高久真弓先生 ～ 

つくば市ふれあいプラザ多目的ホール10:00～12:00 

毎月 1回、第１日曜日に開かれている、つくばオイリュトミーの会講師の高久真弓先生が、体験講座をしてく

ださいます。どうぞご参加ください。ステキなピアノ伴奏はＫ先生です。～ショパンの雨だれ～の生演奏で動き

ます。どうぞお楽しみに～♪ 

～７／４（土）ライアー＆キンダーハープ体験講座 ゆかりの森 管理棟 10:00～11:30 

初めての方のためのライアーとキンダーハープ体験講座です。小学生以上のお子さんからご一緒に、ご参加い

ただけます。ご興味のある方がいらしたらどうぞ、お誘いください。 

＜６月の公演から＞ 

★ ６月２日（火）喫茶あひるコンサート （Nao、おさちゃん、のんのん、momo、Fuji、渡辺、芝山） 

喫茶あひるにてリーダー会７名によるコンサートを開き、「サウンド・オブ・サイレンス」や「ジムノベティー」、

「夢のあとに」などを演奏しました。緑濃い季節、お客様に洞峰公園の美しい景色を眺めていただきながら、メ

ンバーの手作りお菓子もあり、楽しんでいただきました。感想集は別紙をご覧ください。 

★６月４日（木）もうひとりのおくりびと 柴田久美子さん講演会13:30～ つくば惠光文化センター 

ライアーの響きミニコンサート（13:15～13:30） （Nao、のんのん、momo、Fuji、渡辺、芝山）   

恵光寺さんの主催で、島根県隠岐郡知夫里島で、「なごみの里」を開き、抱きしめて送る看取り社会の実現へ向

けて、全国各地でご活躍の柴田さんの講演会には約80名のお客様がいらっしゃり、講演会の前に、６名でおくり

びと等を演奏し、Yau さんからは『音の花びらでした～』とのご感想いただきました。静かな空間の中、浄化さ

れるような空気に包まれて気持ちよく演奏でき、講演会もとても感動的でした。 

http://nagominosato.org/ 
★６月１７（水）10:30～グループホームにこにこ （Yasu、Nao、momo、渡辺、芝山） 

６月の雨など、梅雨の時期にしっとりと流れる曲など、18 曲のプログラムを歌ったり演奏したりし、５名で、

季節の曲を奏でる喜びを感じつつ楽しむことができました。次回は７月21日（火）です。 

＜外部公演から＞ 

★６月７日（日）第９回街角コンサート(１回目15:30~ 2 回目 18:00~ ) 狛江市 泉の森会館ホール（狛江駅前） 
ライアーとお話 木下順二作『絵姿女房』ライアー 田邉真理子、芝山恭子 チェロ 末松直也、 
言語造形 近藤直子、企画＆ライアー 末松晴美  手作りライアーの演奏あり 主催 狛江シュタイナー教育の会  

５年前から何度か共演させて頂いた街角コンサートに、ピンチヒッターで急遽出演しました。 

２～３台のライアーアンサンブルとチェロとの共演、久しぶりで楽しかったです。５月の連休に３日間の井手

さんの講座で作られた、それぞれ思い思いの形の手作りライアーの響きも素敵でした。また来年の１月～2月頃、

ライアー製作講座を企画されるそうです（定員10名）。 http://blogs.yahoo.co.jp/steiner_labo_komae 

★ ６月２０（土）グループホーム えがお（下妻市）慰問演奏 13:30～14:30 

下妻ライアークラブの皆さんと、午前中練習した後に、昨年も伺った下妻市のグループホームで主に童謡、唱

歌を演奏しました。グループホームの皆さんにもいつも歌っていらっしゃる歌、「青い山脈」や「春の小川」など

披露して頂き、にこやかでお元気そうな皆さんに励まされながら４名のメンバーの皆さんと演奏しました。 

♪９周年記念お楽しみコンサート開催のお知らせ 

７月７日（火）オルフェの庭にて９周年記念お楽しみコンサートを開催します。 

全員でのアンサンブルや自由演奏で、また皆さんと楽しいひと時を過ごせたらと思います。 

http://blogs.yahoo.co.jp/steiner_labo_komae


日ごろお休みのメンバーの皆さんも、どうぞ遊びにいらしてください。 

♪自由アンサンブルクラス 第１０回目７月９日（木）10:00～12:00（要予約☆参加費５００円） 

６月から「オルフェの庭」で午前中の開催です。６日１１日（木）は、Yasu、Nao、のんのん、Fuji、渡辺さん

のご参加で、昨年七夕コンサートで弾いた雨の曲や、ヨハネ祭の曲などをたっぷりと楽しみました。７月はアイ

リッシュ系の曲等予定しています。どうぞお楽しみに～♪ 

☆ ６月は、お誕生日が１２日のんのん、１日前で「喜びのうた」のプレゼントをしました～。 

                      

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 ゆかりの森 管理棟    ７／４（土） 13:00～16:00  

♪ 並木クラス 竹園公民館音楽室 火曜日 ７／１４,２８（火）８月はお休み 

※（竹園公民館になりますので、ご注意ください）リーダー（おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 第１・３水曜日７／１,１５(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ７／１６(木)  10:00～14:00 リーダー（momo）8月お休み 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ７／９、２３（木）15:00～ 個人レッスン予約制      

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ７／１２（日）13:30～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ７／９（木）10:00～12:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ７／８,２２(水）10:00～12:00  8 月お休み 

☆個人レッスン 月曜日 金曜日 お１人１時間 予約制  

☆秋の８thコンサート夏の集中練習 ８月２５日（火）２６日（水）9:30~16:00 オルフェの庭 

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

♪ ひたちライアーの奏        ７／２,１６（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）７／１０（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）９／２６（土）ライアー講座 10:00～12:00（千代川公民館レストハウス） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／５（土）キンダーハープクラス  

14:00～幼児クラス 14:30～小学生クラス15:00～大人クラス 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） ７／１２（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～ 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  ７／２０（月・祝）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ７月２１日（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＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

☆７／２（木）オイリュトミー講座 オイリュトミスト高久真弓先生  

つくば市ふれあいプラザ多目的ホール10:00～12:00 

☆７／４（土）ライアー体験講座 ゆかりの森 管理棟 10:00～11:30 

１１／７（土）つくばライアーの響き８thコンサート 惠光寺 14:00～ 

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

７／５（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先生 10:30～子ども 11:00～大人 

桜公民館 

７／１１（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

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

７／２１（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 手代木公民館音楽室 16:30～19:00 

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年７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.83～  ♪ 

                         
                          

 

～７月２日（木）オイリュトミー講座 オイリュトミスト高久真弓先生 ～ 

つくば市ふれあいプラザ多目的ホール10:00～12:00 

第１日曜日に毎月1回開かれている、つくばオイリュトミーの会講師の高久真弓先生が、体験講座をしてくだ

さいました。K先生の素敵なピアノ伴奏で、ショパンの「雨だれ」を動きました。詳しくは別紙をご覧ください。 

～７月４日（土）ライアー＆キンダーハープ体験講座 ～ゆかりの森 管理棟 10:00～11:30 

初めての方のためのライアーとキンダーハープ体験講座をゆかりの森管理棟で開きました。Nao、momo、根本裕

美さんのご協力で、大人２名、小学生１名の参加でしたが、ゆっくりと沢山の楽器を体験していただくことがで

きました。体験された中のお一人（男性）はライアーの曲を作曲してみたいという方で、自作の作品のCDをプレ

ゼントしていただきました。回覧しますので、どうぞお声がけください。 

 

＜７月の公演から＞ 

★ ７月７日（火）９周年記念お楽しみコンサート 

（Yasu、おさちゃん、tomo、芝山、Marit、のんのん、Yoko、momo、Fuji） 

７月７日（火）オルフェの庭にて９周年記念お楽しみコンサートを開催しました。 

オープニングは「七夕」、全員で「うみ（坂東浩編曲）」今年七夕コンサートで弾いた曲より「夏の思い出」

「風の道」、8thコンサート曲紹介では「異国より」「ゆりかご」「パピヨン」「歌の翼」、再び全員で「あなたへ」

「パッフェルベルのカノン」そして、ちょうど私の誕生月ということで「よろこびの歌」を、Yasu の嬉しいお言

葉と共に素敵な渡航のためのプレゼントも贈っていただきました。また短冊に皆さんからあたたかいメッセージ

を、七夕飾りに添えて下さり感激しました。momo の手作りケーキをはじめ、皆さん色々持ち寄ってくださって、

本当にありがとうございました。 

 Yasu のパネルシアターのレパートリーもまた披露していただき、子どもに返ったように楽しかったです。午後

の部の自由演奏では、レムニスカートの皆さんの息の合った演奏と、momo と芝山のデュオ演奏を聴いて頂きま

した。今回、残念ながら参加できなかった皆さん、また次回には是非ご一緒に～。 

「CD のカバーも素敵なオルフェの夏の感じが出ていて感激しています！！録音のレベルがずば抜けて素晴ら

しいものになっているので、ちょっと怖いくらいよく聞こえてきますね。何度も練習している曲はちゃんとその

成果が表れていて美しい音色になっているし、レムニスカートの分も思っていたよりは音が繋がっていましたが、

自分の頼りなさが音に素直に出てしまっているのにはやはり練習が必要と痛感しました。 

 カノンを皆さんと弾かせていただくとまた練習してみたくなるのも不思議な感覚です。 

 Naoがいらっしゃらなかったのがとても残念ですが、momoとお二人の曲はさすがにしっとりと素敵ですね。こ

れはいただいた楽譜Billing さんのプレリュード5番でしょうか。バッハの曲も楽しんで弾かれていたのがとて

も印象に残っています。お互い聞きあいながらその空間を創り上げていかれるところがとても好きで、定期コン

サートとはまた違った楽しみを感じることが出来、幸せな時間をいただいています。 

 のんのんのオルフェの季節感を取り入れたさりげないおもてなしも加わって、とても身体に心地よい初夏の一

日を過ごさせていただき有難うございました。Marit」  
  

★ ７月１７日（金）国立にあるキンダーガルテン星の子の夏祭りで、ライアー演奏のお手伝いをしました。 

６月から月１回始まったばかりのお母様方のキンダーハープのグループで、子どもたちの入場時に「ほたる」

を初演しました。お部屋の中央に飾られた笹に、子供たちが描いた美しい水彩画で作られたそれぞれの提灯を手

に、短冊を飾っていくという行事です。りんごろうそく祭りに似ていて螺旋状の道を歩む子どもたちの浴衣姿と、

美しい提灯の灯りが印象的で、「七夕」の曲をずっと流していました。スイカやサラダなど夏のお食事を頂いたあ

と、最後にお庭で短冊を燃して、それぞれ持ち帰り、川に流すとのことでした。 

 

＊スウェーデンライアー世界大会については、4ページをご覧ください。＊ 

 



♪自由アンサンブルクラス 第１１回目 ９月１０日（木）10:00～12:00（要予約☆参加費５００円） 

第 10回目７月９日（木）は「オルフェの庭」でYasu、のんのん、Fujiのご参加で、ヨハネ祭の曲や、バッハ

等、小品のデュオも試みました。９月は、ミカエルの曲、秋の雰囲気の曲、そしてバッハの小品等の予定です。

どうぞお楽しみに～♪ 

                      

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 ゆかりの森 管理棟    ９／３（木） 10:00～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館音楽室 火曜日 ９／１,８,１５,２９（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん

＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 水曜日８／５,１９, 

９／２,１６, ３０(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 ９／１７(木)  10:00～14:00 リーダー（momo）8月お休み 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 ８／２７（木） 

９／１０,２４（木）15:00～ 個人レッスン予約制          

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ９／２７（日）13:30～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ９／１０（木）10:00～12:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   ９／９,２９(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  

☆秋の８thコンサート夏の集中練習 ８／２５（火）２６（水）9:30~16:00 オルフェの庭 

☆秋の８thコンサートリハーサル１０／２７（火）9:00~17:00 つくば恵光寺 

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

♪ ひたちライアーの奏        ９／３,１７（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）９／１１（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／５（土）キンダーハープクラス  

14:00～幼児クラス 14:30～小学生クラス15:00～大人クラス 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） ９／１５（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）９／２６（土）ライアー講座 10:00～12:00（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）  ９／２８（月）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 ８月１９日（水）９月１６日（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＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

１１／７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば惠光寺14:00～ 

＜関係者限定＞ 

１０／２４（土）女子留学生日本語弁論大会 始まりの演奏（土浦市ワークヒル土浦）13:00～（10~15 分） 

**************************************************************************************************** 
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（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先生 10:30～子ども 11:00～大人 

公民館 

９／８（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 手代木公民館音楽室 17:00～19:00 

９／２６（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

９／２７（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＞    2009 年８月１６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


ライアー世界大会 スウェーデン 2009 

 

７月３１日から８月３日まで、スウェーデンのヤーナにて、４回目のライアー世界大会が開かれ、初めて参加

してきました。滞在したのは以前一度、訪れたことのある所で、広大な敷地の中に、学校やホール、お店、オイ

リュトミーホール等のほか沢山の宿舎があり、天候にも恵まれ、快適に過ごしました。 

 

１日目の３１日は、朝食後に、講座の会場ソルビックスクールに、バスで移動しました。山間の丘陵地に自然

を残しながら建てられたシュタイナー建築の建物の学校の一室に、約 170 名、世界各国から、ライアー制作者

やライアーの先生、ライアー愛好家の方々が所狭しと集まりました。「雨こんこん・・」のライゲンの曲でお馴染

みのパール・アルボムさんは、モンキーと呼ばれているそうで、非常に身軽で柔軟なお身体でまさに仙人のよう

な方でした。即興は、全身と全感覚を使うようなリズムやハーモニー等が含まれた斬新なもので、アルボムさん

の声は、高い繊細な声から低い重厚な声に到るまで自由自在で、まるで、神の声のような・・これまで聴いたこ

との無い領域の不思議な響きでした。ランチの後は、宿舎のある場所に移動してブルーホールと呼ばれている会

場で、夕方から一般のお客様もいらっしゃり、1 回目のコンサートが開かれました。 

このホールもシュタイナー建築で、天井に見事な絵が描かれ、ステンドグラスも美しく素晴らしい会場でした。

ブラジル、アイルランドのグループ等が続き、前半最後に日本の東京ライアーオーケストラで、海外在住の日本

人の方たちも含み約 20 名で「お江戸日本橋」など４曲演奏し、「夕焼けと雁」の歌も好評でした。その後は、ド

イツのトビアセンさん、スウェーデンのディルマンさんのソロ演奏など、そしてトビアセンさんが指導されてい

るボッフムのシュタイナースクールの学生たちの演奏では、ビートルズもあり、若々しくてリズムに乗った楽し

い演奏でした。 

 

２日目～４日目まで、午前中はブルーホールで、全員で舞台に集まって、この大会のために作曲された、ディ

ルマンさんの曲 Three Pieces for Lyre Orchestra（The Earth－Death and Resurrection、The Elements 

–Soul of the Water、The Heavens –spirit of The Night）の練習をしました。 

この曲のために作られたというアルリスとザーレムのバスライアーや、ゲルトナーとコロイのバスライアー等、

低い音が重厚に鳴り響いていました。オイリュトミストでもあるディルマンさんの指揮はとても動きがあって、

表情も豊かで、あくまでも穏やかで心静かで、空間をたっぷりと感じられるものでした。特に大勢の場合、ライ

アーの音色はピアニッシモになるほど、美しく感じられました。この曲を４日目の夜２回目の公開コンサートで

演奏しました。アルボムさんの曲は有志の先生クラスの方々数名で演奏され、新しい音楽の息吹を感じました。

若い学生向けのプログラムも並行して開かれおり、子どもたちの発表もあって楽しむことができ良かったです。

バスライアー３台による即興演奏もありました。 

 

分科会は３つ選ぶことができ、一つはドルナッハからのゲストティーチャーによるオイリュトミーとライアー

の講座に参加しました。お部屋が狭いこともあって弾く人と動く人とに分かれて、音階を丁寧に輪になって動い

たり、440 ヘルツと 432 ヘルツの両方の音で、動くことによって、音の広がりの大きな違いを体感できました。

また純正律と平均律の音のちがいなどにも少し触れました。 

 もう一つはアルボムさんの即興の講座です。とにかく頭は使わず、手足や全身をフルに使って、複雑なリズム

をとったり、グループに分かれて即興をしたり、、、これは、クラスの中で、少しずつご紹介していきたいと思い

ます。夜の会ではアルボムさんの遊び、ゲームもあり、参加者が皆子供のように楽しんでいて、見ている方も面

白かったです。 

 あと一つはディルマンさんのオイリュトミーと組み合わされた「惑星と音楽」講座です。金星、火星、水星、

そして最後に太陽が取り上げられ、ディルマンさんが作曲された各惑星の曲を演奏したり、オイリュトミーを通

して体験しました。ライアー「Leier 」 の動きも何度もオイリュトミーで繰り返しましたが、何ともいえず素敵

でした。 

  夜８時から１０時までの会の中で、参加者による、様々なスタイルで色々な音楽の自由な演奏会があり、ヴァ

イオリンやチェロ、歌もあり、ライアーソロやデュオなど、とても興味深かったです。日本の歌を聞かせてほし

いというリクエストもあって、日本人グループも「ほたる」を輪唱しました。 

 

 ４日目コンサートの最後は、スイスのドルナッハからのオイリュトミーグループ（３名）による美しくモダン

で愉快なオイリュトミー公演で、音楽の伴奏は、J.ビリング氏等による５名のライアーアンサンブルで、豪華に

幕が閉じられました。次回、３年後にどこかの国で開かれる予定のライアー大会での再開を約束して、今回の大

会の貢献者の方々と参加者全員に送られた大きな拍手が会場いっぱいに響いていました～。    芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.84～  ♪ 

                         
                          

～11月７日（土）14:00 ♪つくばライアーの響き 8ｔｈコンサート♪開催のお知らせ ～  

 11月７日（土）14時～つくばライアーの響き8ｔｈコンサートをつくば惠光寺にて開催します。 

今年のテーマは ～翔 はばたき～ です。 

第１部では、リンデンベルク氏、ロイプケ氏作曲のライアーオリジナル作品を６名で演奏し、ライアーならで

はの響きをお届けします。 

第２部では、お馴染みの鈴木もえみさんの朗読で、ジビュレ・フォン・オルファース作の『ちょうちょのくに』

を７名のライアーアンサンブルと共にお贈りします。 

 第３部ではシューマンの小品や、『パピヨン』の中から３曲、そしてメンデルスゾーンの『歌の翼』をグロッ

ケンも加わり、11名のライアーアンサンブルでお楽しみいただけます。小学生以上のお子さんからで、入場無料

ですので、皆様お誘い合わせの上どうぞお出かけください。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

～10月 31日（土）16:00 アトリエくらむぼん♪オータムコンサート♪～ 
毎年秋に開催されている、川崎市にあるアトリエくらむぼんでの４回目のオータムコンサートです。 

今回は、くらむぼんの新しいお仲間も含み５名の皆さんとご一緒に演奏します。Nao、momo、芝山のトリオで、

バッハのシチリアーノ、ブラームスの子守歌など合わせて演奏させていただきます。響きの良い空間での秋のコ

ンサートどうぞお楽しみに～♪ 

 

＜９月の公演から＞ 

★９月１６日（水）10:30～グループホームにこにこ （Yasu、Nao、momo、芝山） 

９月は「虫の声」や「どんぐりころころ」「松ぼっくり」など、初秋の歌を中心にご一緒に歌ったりして、演奏

を楽しみました。 

演奏を聴かれるのが初めてという新しい入所者の方もいらっしゃり、「日本の歌はいいね～いい歌が沢山あるね

～、今の子は、知らなくて可愛そうだね～、、、昔、よく歌った歌は覚えているものだね～～」と何度もお話され

てご一緒に歌いながら楽しんでおられました。４名でのアンサンブルでしたが、情緒豊かな曲をたっぷりと味わ

うことができました。次回は10月 21日（水）です。 

 

♪自由アンサンブルクラス 第１２回目 １０月８日（木）10:00～12:00（要予約☆参加費５００円） 

第 11 回目、９月 10 日（木）は「オルフェの庭」で Yasu、Nao、のんのん、Fuji、渡辺さんのご参加で、ミカ

エル祭の曲や、惑星の音楽、バッハの曲等の他、久しぶりに弾く曲も楽しみました。10月は、響きの曲、秋の雰

囲気の曲の他、リクエストのあった映画音楽等の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

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

☆つくばの春の講座でいつもご指導いただいている、田原眞樹子先生が出演された親子で楽しむオイリュトミ

ー公演を、９月12日（土）、横浜の青葉公会堂まで観に行って参りました。何人かの皆さんからのご感想、別紙

をご覧ください。 

 

☆オルフェの庭から⑫でも、のんのんより、ご紹介頂いていますが、ライアー響会から初の翻訳本「ライアー」

が出版されました。ライアーをこれから弾いていこうと思っていらっしゃる皆様に、お勧めの貴重な一冊です。

是非、お手にとってご覧ください。 

 

☆今年も９月 19 日、20 日の２日間、ライアー響会の年に一回、今年で６回目の会員のための「ライアー2009

東京」が東京都東久留米市の成美教育文化会館で開かれ、80名余りの会員の皆さんが集い、ライアーを奏で、学

びあい交流しました。現在会員数は全国で178名です。つくばライアーの響きからも10名参加しました。 

 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 (momo 宅)    １０／１５（木） 10:00～12:00  

♪ 並木クラス 並木公民館音楽室 火曜日 １０／６,１３,２０（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん＆

渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 水曜日１０／７,２１(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １０／１５(木)  13:00～17:00 リーダー（momo）＊午後からです 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １０／２２（木）16:00～ 個人レッスン予約制       

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １０／２５（日）13:30～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １０／８（木）10:00～15:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   １０／２８(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

☆秋の８thコンサートリハーサル１０／２７（火）9:00~17:00 つくば惠光寺 

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

♪ ひたちライアーの奏        １０／１,１５（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）１０／２３（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １０／１７（土）キンダーハープクラス  

14:00～幼児クラス 14:30～小学生クラス15:00～大人クラス 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） １０／２０（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１０／１０（土）ライアー講座 10:00～12:00（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）  １０／２６（月）ライアー講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞月1回 １０月２１日（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＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

１０／３１（土）アトリエくらむぼんオータムコンサート16:00~演奏くらむぼんの仲間たち＆Nao*momo*芝山 

１１／３（火・祝）下妻市文化祭 ライアーミニコンサートと体験会 

１１／７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば惠光寺14:00～ 

１２／１７（木）つくばライアーの響きクリスマスコンサート13:00～15:00 ノバホールホワイエ予定 

＜関係者限定＞ 

１０／２４（土）女子留学生日本語弁論大会 始まりの演奏（土浦市ワークヒル土浦）13:00～（10~15 分） 

１１／１（日）朗読と音楽「よだかの星」朗読：鈴木もえみ、ライアー：Nao＊momo＊芝山  ほか 

１１／４（水）並木乳幼児学級閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 並木公民館ホール 

１１／６（金）よろこびの会主催 がんフォーラム ライアー演奏（県立健康プラザ 水戸市）13:10～14:00 

１２／５（土）クリスマスコンサート 県北生涯学習センター（日立市）11:00～12:00  

ひたちライアーの奏＆つくばライアーの響き 

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

１０／４（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先生 10:30～子ども 11:00～大人公民館 

１０／１３（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 手代木公民館音楽室 17:00～19:00 

１０／（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

１０／２５（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＞    2009 年１０月１日（木） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.85～  ♪ 

                         
                          

 

～11月７日（土）14:00 ♪つくばライアーの響き 8ｔｈコンサート♪間もなくです～  

 つくばライアーの響き8ｔｈコンサート（テーマ～翔 はばたき～）、間もなく、つくば1月７日（土）14時

～つくば惠光寺にて開催です。コンサートに向けて８月には2日間の集中練習、10月には惠光寺にてリハーサル、

また「ちょうちょのくに」演奏の皆さんは、７月から毎週、そして、全員演奏の「パピヨン」「歌の翼」も大空

へ向かって、はばたいていけるような演奏目指して練習を重ねて参りました。多くの皆様のご来場をお待ちして

おります。 

～１１月３日（火・祝）下妻市文化祭 ライアーミニコンサートと体験会～ 

昨年に引き続き、下妻ライアークラブの皆さんと下妻市千代川公民館レストハウスにて、下妻市の文化祭に参

加し、幼児の作品展をしているお部屋にて、午前10:00～11:00午後、13:00～14:00 ２回 ライアーミニコンサ

ートと体験会を開いています。 

～１１月６日（金）茨城よろこびの会主催 がんフォーラム ライアー演奏（県立健康プラザ 水戸市） 

茨城よろこびの会 http://www.bm-s.co.jp/yorokobi.html  13:10～14:00 入場無料 

６名の皆さんと演奏します。演奏後には、講演会があります。 

 

＜１０月の公演から＞ 

★ １０月２１日（水）10:30～グループホームにこにこ 

施設でインフルエンザ蔓延のため、お休みでした。しばらくご連絡があるまで、お休みと思います。 

★ １０月２４日（土）12:30～12:50 女子留学生日本語弁論大会 （土浦市ワークヒル土浦の会議室） 
（のんのん、Keiko、momo、Fuji、芝山） 

世界平和女性連合（国連ＮＧＯ）ＷＦＷＰ http://www.wfwp.gr.jp/ 茨城第二連合会主催の女子留学生日本

語弁論大会で、始まる前に、参加者の皆さんにリラックスして頂けたらと、以前あひるコンサートにいらして下

さった実行委員のＨさんが、ご紹介下さいました。初めて聴かれるという方がほとんどで、とても静かに聴いて

頂きました。その後の予定があり、残念ながら弁論大会は拝聴できませんでしたが、美しい民族衣装をまとった

韓国の方など熱心な練習風景が見られました。演奏したのは「オータムリーブス」「夕焼け小焼け」「赤とんぼ」

「紅葉」「落ち葉のコンチェルト」「バッハグノーのアベマリア」の６曲で、とても癒されたと御好評いただきま

した。のんのん、Keiko、momo、Fuji、土曜日のお忙しい中、ご協力ありがとうございました。 
★１０月 31日（土）16:00 アトリエくらむぼん♪オータムコンサート♪～ 
川崎市にあるアトリエくらむぼんでの４回目のオータムコンサートでは、くらむぼんの新しいお仲間も含み５

名の皆さんとご一緒に８名で、「24のヴァリエーション」「夕焼け小焼け」等を演奏しました。Nao、momo、芝山

のトリオでは、バッハの「シチリアーノ」等そして、くらむぼんの持ち主でいらした故Ｋさんを偲び、以前リク

エストいただいたブラームスの「インテルメッツォ」フォーレのレクイエムより「ピエ・イエズ」を、祈りを込

めて演奏しました。そして最後に、６名での「主よ人の望みの喜びよ」は、新メンバーのお２人のレーマンライ

アーとアウリスライアーの響きも加わり、一味ちがった響きのアンサンブルになりました。最後に全員で、Ｋさ

んとの思い出を胸に「遥かな友に」を合唱して、秋の良き日のコンサートを無事終えました。Nao、momo、遠くま

でありがとうございました。 

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

皆様ご無沙汰しています。この度「アートワークARIEL（ありえる）にようこそ」というブログを立ち上 
げました。http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
 今年の 11 月でつくばに暮らして 22 年になりました。つくばで出会った人のおかげで本当にたくさんのものを

いただいたなぁと感謝しています。日頃より何か私のできることでお返しがしたいと考えている時に「つなげて

いく」という言葉が頭の中にうかびました。また、子供のためのアートワークも 7 年目を迎え、多くの人に活動

をお知らせしたいとも思うようになりブログ立ち上げとなりました。今は私の活動を主に更新していますが、少

しずつ他の情報も充実させていきたいと思いますのでお暇がありましたらご覧ください。    NOKOTA 

http://www.bm-s.co.jp/yorokobi.html
http://www.wfwp.gr.jp/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/


♪自由アンサンブルクラス 第１３回目 １1月 12日（木）10:00～15:00（要予約☆参加費５００円） 

第 12回目、10月 22日（木）は「オルフェの庭」でYasu、Nao、のんのん、Fuji、渡辺さんのご参加で、スウ

ェーデンで購入した季節の曲集から響きの曲、リクエストのあった映画音楽等、沢山の楽しいアンサンブルを楽

しみました。時間もたっぷりで、11月も盛り沢山に楽しむ予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 (並木クラスの後、並木公民館)１１／１０（火） 14:00～16:00 

♪ 並木クラス 並木公民館音楽室 火曜日 １１／１０,１７,２４（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん

＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 水曜日 １１／４,１８(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 １１／１９(木)  10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １１／２６（木）16:00～ 個人レッスン予約制       

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 １１／１５（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １１／１２（木）10:00～15:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   １１／１１,２５(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        １１／５,１９（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）１１／２７（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １１／２１（土）キンダーハープ＆ライアークラス  

14:00～幼児 14:30～小学生 15:00～大人キンダーハープ 16:00～大人ライアー 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） １１／１７（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～ 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１１／１４（土）ライアー講座 10:00～12:00（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）  １１／３０（月）ライアー響会主催 体験講座 10:30～12:00  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）2010 年１／２９（金）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
＜一般公開＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

１１／１（日）「小さな朗読会 ３」朗読 中島郁子 ＆「よだかの星」朗読：鈴木もえみ、 

ライアー：Nao＊momo＊芝山 Ｇ－clef（満席）14:00～ 

１１／３（火・祝）下妻市文化祭 ライアーミニコンサートと体験会 （千代川公民館レストハウス） 

１１／６（金）よろこびの会主催 がんフォーラム ライアー演奏（県立健康プラザ 水戸市）13:10～14:00 

☆１１／７（土）つくばライアーの響き８thコンサート つくば惠光寺 14:00～ 

１２／１７（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 13:00～15:00 

＜関係者限定＞ 

１１／４（水）並木乳幼児学級閉級式 ライアーミニコンサートと人形劇 並木公民館ホール 10:30～11:00 

１２／５（土）クリスマスコンサート 県北生涯学習センター（日立市）  

ひたちライアーの奏＆つくばライアーの響き11:00～12:00 

１２／２３（水・祝）つくばナーサリースクール クリスマスコンサート（つくば市カピオホール） 

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

１１    アートワークアリエル 講師 NOKOTA http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１１／１（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 子ども10:00～大人10:30～ 竹園公民館ホール 

１１／１０（火）17:00～19:00 星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 手代木公民館音楽室  

１１／１５（日）10:30～12:20 星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20  

１１／２８（土）12:30～サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館  

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年１１月１日（日） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.86～  ♪ 

                         
                          

 

～クリスマス☆コンサート開催のお知らせ １２月１７日（木）13:00～15:00 ノバホールホワイエ ～ 

2002 年より始まったクリスマスコンサートも今年で８回目、ノバホ－ルホワイエでは４回目になります。 

開場は 12:45 、第 1 部 13:00～13:30 は親子のためのクリスマスコンサートで、小さなお子様もご一緒に楽しめ

る楽しいクリスマスソングを～。第２部13:45～14:15 はクリスマスらしい響きの曲と朗読と音楽「きょうという

ひ」です。第３部14:30～15:00 はクリスマスキャロルや、カッチーニのアヴェマリア、バッハの主よ人の望みの

喜びよ、パッフェルベルのカノンなど近年では毎年演奏している定番の曲を中心にお贈りします。多くの皆様の

ご来場をお待ちしております。休憩時間にはティータイム＆BGM演奏があります。第１部のみ、0歳のお子さんか

ら入場できます。 

＜１１月の公演から＞ 

★１１月７日（土）14:00 ♪つくばライアーの響き8ｔｈコンサート♪～  

 秋晴れの良いお天気に恵まれ、インフルエンザも心配されましたが、60名余りのお客様にご来場頂き、無事終

えることができました。お客様はじめ、関係者の皆様ありがとうございました。詳しくは別紙をご覧下さい。 

 

★１１月１日（日）「小さな朗読会 ３」朗読 中島郁子 ＆「よだかの星」朗読：鈴木もえみ、14:00～ 

ライアー：Nao＊momo＊芝山  

   つくスタ 2009 縁日、https://www.tsukuen.net/         その場で縁日 朗読会in 音楽茶房Gクレフ  

N さんの企画で、鈴木もえみさんの朗読で、この日の為の新作「よだかの星」の音楽を Nao、momo と芝山のト

リオ３人で演奏しました。松代にある音楽茶房 G クレフという素敵なお店で、N さん、鈴木もえみさんの朗読も

楽しませて頂きながら、40名のお客様と充実した時を共有でき、貴重な体験ができました。 

 

「とても素敵な朗読会でした。もちろん、お目当てはもえみさんとつくばライアーの響きのホープ三人組のコラ

ボレーションですが、その前の、N さんの二つの朗読もとても良かったです。同じ方の同じ声なのに、腕白な少

年の世界と、家事育児に追われるちょっとくたびれた主婦の世界、見事に演じ分けられ，それぞれの日常がしっ

かり描かれていました。知らず知らずのうちに引き込まれ，まるでドラマを見ているようにその情景が見えまし

た。CD でしたがギターの調べも美しくて効果的でした。朗読って奥が深いのですね。 
 さて、もえみさんとのコラボ「よだかの星」ですが、小学生の時に読んだのを懐かしく思い出しながら聞いて

いました。なんだか、暗くて可愛そうなだけの印象のあったこのお話だったのですが，ライアーが奏でるメロデ

ィーが、悲しみだけではない「よだか」の想いを伝えてくれました。星になるしかなかった・・・いいえ，星に

なれた喜び、しっかり感じられました。もえみさんのはっきりした美しい声と、優しいライアーの調べは本当に

癒されます。特に、初めと終わりと何度か使われていた曲(題名が分かりませんが・・・)とても美しい曲で・・・

悲しみの中にも一筋の光を見出すようななんとも切ない曲で泣けました。いつも思うのですが,選曲がお話しに 
ピッタリで驚いてしまいます。ありきたりの言葉で恐縮ですが、本当にとても良かったです。穏やかな秋のひと

時、優雅な時間を過ごすことができました。有難うございました。」               Keiko 
★１１月６日（金）茨城よろこびの会主催 がんフォーラム ライアー演奏（県立健康プラザ 水戸市） 

茨城よろこびの会 http://www.bm-s.co.jp/yorokobi.html 主催のがんフォーラムの中で、お招きを受け、 

根本裕美さんのにこやかな司会で進行して頂きながら、Yasu、Nao、Keiko、Fuji、芝山の６名で演奏しました。

初めて聴かれるという方がほとんどで、男性の方も多く「ふるさと」や「紅葉」は、豊かな歌声が会場いっぱい

に響いて素晴らしい大合唱となりました。演奏者の皆さん、8thコンサート前日にもかかわらず、遠くまでの演奏

旅行、お疲れ様でした。快晴のドライブ日和で、楽しかったですね。 

 ★１１月３日（火・祝）下妻市文化祭 ライアーミニコンサートと体験会 

昨年に引き続き、下妻ライアークラブの皆さんと下妻市千代川公民館レストハウスにて、文化祭に参加し、幼

児の作品展をしているお部屋にて、午前10:00～11:00～午後 13:00～14:00～４回ライアーミニコンサートと体験

会を開きました。プロのオカリナ奏者の方がいらしてご一緒にエーデルワイスを演奏する場面もありました。 

https://www.tsukuen.net/
http://www.bm-s.co.jp/yorokobi.html


♪自由アンサンブルクラス 第１４回目 １2月 10日（木）10:00～15:00（要予約☆参加費５００円） 

第 13回目、11月 12日（木）は「オルフェの庭」でYasu、Nao、おさちゃん、のんのん、Fuji、渡辺さんのご

参加で、スウェーデンで購入した季節の曲集から、響きの曲、楽しいポピュラーな曲等、沢山の楽しいアンサン

ブルを楽しみました。時間もたっぷりになり、12月も数多くあるクリスマスの曲をはじめ盛り沢山に楽しむ予定

です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 (桃原さん宅)１２／３（木）10:00 ～16:00 

♪ 並木クラス 並木公民館 火曜日１２／１,８,１５,２２（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 水曜日 １２／２,１６(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 第３木曜日 12月はお休み １／２１(木)  10:00～14:00 リーダー（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”木曜日 １２／１０（木）16:00～ 個人レッスン予約制       

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 12月はお休みです。１／３１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １２／１０（木）10:00～15:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町)   １２／９(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        １２／３,１７（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）１２／１１（金） リーダー（根本裕美）10:00～12:00                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １／１６（土）キンダーハープ＆ライアークラス  

14:00～幼児 14:30～小学生 15:00～大人キンダーハープ 16:00～大人ライアー 

♪ キンダーガルテン星の子（国立市） １／１９（火）キンダーハープ大人クラス 10:30～12:30 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１２／１３（日）ライアー講座 13:00～15:00（千代川公民館） 

♪ アトリエくらむぼん（読売ランド前）  １２／２１（月）ライアー体験講座 10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１／２９（金）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

＜定期的演奏＞  未定 月 1回 月  日（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＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

１２／１７（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 13:00～15:00 

＜関係者限定＞ 

１２／５（土）クリスマスコンサート 県北生涯学習センター（日立市）  

ひたちライアーの奏＆つくばライアーの響き11:00～12:00 

１２／８（火）東京都立北特別支援学校 クリスマスコンサート13:45～14:30 

１２／２３（水・祝）つくばナーサリースクール クリスマスコンサート（つくば市カピオホール）15:00～ 

               鈴木もえみさんとの共演 

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

１２    講師 NOKOTA アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１２／６（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども 10:30～大人 竹園公民館 

１２／１（火）星のハーモニー 子どもの音体験とライアー 手代木公民館音楽室 17:00～19:00 

１２／２０（日）星のハーモニー ゆかりの森 森のホール りんごろうそく祭り 10:45～受付 要申込 

１２／１２（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館 12:30～ 

**************************************************************************************************** 
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＞    2009 年１２月１日（日） 芝山 恭子 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
http://leier2.web.infoseek.co.jp/leier/index.html
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