
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.87～  ♪ 

                         
                 

～2010 年、明けましておめでとうございます～ 

2000 年に発足しました「つくばライアーの響き」も、今年７月で１０周年を迎えます。 

これまで、支えてくださった皆様、ご協力いただいた多くの方々やメンバーの皆様、ありがとうございました。 

感謝の気持ちを込めて、また新たな気持ちで、出発できるように、ピュアホワイトカラーを基調に、この1年

様々な企画を考えております。どうぞお楽しみに～♪本年もよろしくお願いいたします。 

＜１０周年記念第１弾＞ 

鈴木もえみさんは１st コンサートでは、お客様として、２nd コンサートでは、司会者として、３rd コンサー

トでは「葉っぱのフレディ」朗読と音楽のコラボレーションとして等、これまで、何度も共演して頂いています。  

今年は本格的な朗読を中心としたプログラムをじっくり聴かせていただけたらと思います。 

昨年１１月１日（日）に小さな朗読会（Ｇクレフ）で初演されましたが、ご好評による再演です。 

2月 7日（日）14:00～「よだかの星」朗読＆音楽＆ライアーコンサート 喫茶あひる（詳細は未定） 

朗読：鈴木もえみ、ライアー：Nao＊momo＊芝山  

 

＜１2月の公演から＞ 

★１2月 1７日（木）14:00 ♪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 

2002 年より始まったクリスマスコンサート８回目、演奏者は12名で、無事終了しました。 

Nokota 作の素敵なろうそくの演出や舞台も美しく出来上がり、会場はクリスマスの聖なる雰囲気に包まれまし

た。開場からNaoによるＢＧＭソロ演奏が流れる中 、第 1部は、小さなお子様たちもいっぱいでご一緒に楽しみ

ました。第２部はレムニスカート（４名）の皆さんと、リーダー会有志でのグループ演奏でクリスマスらしい響

きの曲。そして「きょうというひ」は、パッフェルベルのカノンにのせてYasuの心に響く朗読でした。第３部は

お馴染みのクリスマスキャロル、「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」等をお贈

りしました。100 名余りの多くのお客様がご来場下さり、沢山のご寄付もいただきました。お客様はじめ、関係

者の皆様ありがとうございました。下記お客様からのご感想です。詳しくは別紙をご覧下さい。 

「いつもお葉書をありがとうございます。用事があり、来られないかと思いましたが、第３部に間に合いまし

た。いつ聞いても癒されます。（牛久市 Ｎさん）」「心洗われるようなきれいな音に幸せな気持ちになりまし

た。毎年の楽しみです。ありがとうございます。皆様よいクリスマスを。」「一筆申し上げます。此の度は、１

７日のライアーの会に参加させて頂き、ありがとうございました。今年はより御盛況でいらっしゃいましたこと、

大変素敵に思いました。高齢の家族も嬉しそうでした。いつもご案内頂いていますことに、感謝申し上げます。

どうぞ楽しいホリデーシーズンをお過ごしになりますように、ご活躍をお祈り申し上げます。（つくば市Ｍさんか

らのお礼状）」 

 
★１２月５日（土）クリスマスコンサート 県北生涯学習センター（日立市十王町） 

ひたちライアーの奏＆つくばライアーの響き11:00～12:00 

 ひたちライアーの奏の根本裕美さんとKさん、Sさんとご一緒につくばからはNao、Keiko、momoと芝山で参加

しました。一般の皆さんの中から公募でご希望されてこられた方々で、とても静かに聴いてくださいました。特

に「Ｇ線上のアリア」が心に残っています。 

 

★１２月８日（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 

以前からご一緒にアンサンブルしている東京のKさんの新しい職場で、momoと３人でボランティア演奏して参

りました。車椅子やベットに寝たきりの重度のお子さんも多かったのですが、クリスマスソングをたっぷり楽し

んでいただけました。 

「今日は本当にありがとうございました。お忙しい中、何度も打ち合わせをしていただいたり、楽譜をお送りい

ただいたりもして、たいへんお世話になりました。おかげさまでみんな幸せなひとときでした。ほとんど表情の

変化が見られない子が涙を流したり、眠っていることが普通の子が目をパッチリ開けて聴いていたという話を後



で聞きました。芝山さんと momo とライアーの醸しだす、静かだけれど温かい優しさは、こういう現場では最も

必要なのに忘れられがちです。私自身も気付かない間にそんな雰囲気に染まっているかもしれないと、今日は反

省をいたしました。こんな私ですが、細々でもライアーは弾き続けますので、今後も仲間の端っこに入れておい

てくださいね。校長と先ほど帰り際に話を少ししましたが、少ししか聴けなかったのが残念だった、何という楽

器なのか？、なんとも静かできれいな響きが良かった、子供達も一生懸命聞耳を立てていた…などなどというこ

とと、お二方にどうかよろしくと申しておりました。・・・」Y.K. 
 
「今日の生徒の皆さん、そして先生方とのコンサートは、やはり、とても大事な事を私に感じさせてくれます。 

ライアーを弾き始めの頃は、自分と自分のライアーの関係だけで一杯一杯だったのですが、ライアーを弾いてい

るうちに、弾く事は聴く事、と言う感じがだんだんわかってきて、ほかのライアーとの関係、そして聴いて下さ

る方との関係、と言う風にだんだんと世界が広がってくるのでした。 
 今日も、お話の時間としていただいて、生徒の皆さんとじかに接する中で、やはり、私と、ライアーと聴いて

下さる方との間が変化して、その後「主よ人の望みの喜びよ」を弾き出した時、音が教室の後まで、たなびいて

いくのが感じられました。 
 ライアーを「歌うように」弾く、と言うのが、昨年頃の私の課題にあったのですが、今日はすごく気持ちよか

ったです～。 
 １つの、そして、芝山さんにも最大の御詫びは、手の故障で、練習ができていなくて、ほんとにミスが多かっ

た事なのですが、あの場にいらしたかたにライアーの響きを体験して頂けた事は、良かったな～と思っておりま

す。・・・」momo 
 

★ １２月２３日（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~ 

鈴木もえみさんの素敵な司会でつくばナーサリースクールのクリスマスパーティーの中の1コマに、Yasu、Nao、

のんのん、Keiko、momo、Fuji、芝山の７名で、つくばライアーの響き 2009年最後の公演をしました。和室での

リハーサル後、予定より本番が早まって急いで舞台へ。懐かしいカピオホールでしたが、共鳴版がない状態で、

急遽マイクをお願いしました。聞こえるかどうかハラハラしながらでしたが、もえみさんの巧みなリードで、子

供たちも元気に歌って楽しんでいる様子でした。「金の糸、銀の糸」のお話と音楽も静けさの中でライアーも響

いてとても良かったですね。子供たちの歌のテンポの方に、全員が息をそろえて、自然に合わせられたのは、数

多くの経験の積み重ねと、信頼関係があるからこそだと実感しました。どこへ行っても何があっても安心してい

られるメンバーの皆さんに囲まれて幸せな瞬間でした。 

 

♪自由アンサンブルクラス 第１5回目 １月 1４日（木）10:00～15:00（要予約☆参加費５００円） 

第 1４回目、12 月 10 日（木）は「オルフェの庭」で Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、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。1月も盛り沢山に楽しむ予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～お知らせ～ 

光の道展Ⅱ 

2010 年 1月２６日（火）～２月1日（月）11：00~18：00 

（1月 26日は 15：00~18:00 2 月 1日は 11:00~15:00 まで） 

大倉山記念館ギャラリー（東横線大倉山駅下車徒歩５分） 

2010 年の始まりにあたり豊かな色のハーモニーを味わいにお出かけください。私達は吉澤明子氏に師事し、シュ

タイナーの思想を柱として色彩から世界の秘密を探るというような体験を続けています。会場に満ちる色の輝き

から力を受け取っていただけることを願っております。（お知らせハガキより） 

 

momo が出品されています。１月30日（土）裕美さんと観に行きます。 

大倉山ツアーご希望の方は芝山まで。 

 

Nokota より、 

今年から大人向けのワークが火曜日から水曜日に変更しました。とのことです。 
詳しくはブログをご覧ください。 

アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/


 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 １／７（木）10:00 ～16:00 

♪ 並木クラス 並木公民館 １／１２,１９,２６（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  １／２０(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 １／２１(木)  10:00～14:00 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” １／２８（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 １／３１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １／１４（木）10:00～15:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) １／１３, ２７(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        １／２８（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）１／８（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 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１／２３（土）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（川崎市読売ランド前）  １／２５（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。 

２／７（日）「よだかの星」朗読：鈴木もえみ、＆ライアーコンサート14:00～ライアー：Nao＊momo＊芝山  

                    喫茶あひる（詳細は未定） 

４／１１（日） 星のハーモニー春まつり ライアーコンサート 

４／      ゆりかごコンサート（リーダー会）（詳細は未定） 

６／２６（土）七夕コンサート（アルスホール）１：３０～１５：００ 

１０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定） 

１２／    つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート 

 ５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳細は未定） 

 ７／３（土）つくばライアーの響き １０周年記念 交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ予定） 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

１／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
１／（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 

１    講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１／１０（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 

１／１２（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 

１／２３（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～ 

１／３１（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(火） 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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.88～  ♪ 

                         
                 

～つくばライアーの響き 10th anniversary series-1～ 

2月 7日（日）14:00～「よだかの星」朗読＆音楽＆ライアーコンサート 喫茶あひる14:00~定員 40名 

朗読：鈴木もえみ、ライアー：Nao＊momo＊芝山  

鈴木もえみさんとの本格的な朗読を中心としたプログラムで、トリオで演奏します。残席僅かとなりました。 

ドリンクとメンバーの手作りお菓子付です。春の芽吹きの感じられる洞峰公園の景色と共にお楽しみください。 

「よだかの星」は昨年１１月１日（日）に小さな朗読会（Ｇクレフ）で初演、今回ご好評による再演です。 

～10th anniversary イベント開催のお知らせ～ 

７月３日（土）つくば市ふれあいプラザ多目的ホール（予定）にて、10th anniversary イベント開催の予定

です。つくばのメンバーの皆さんの他、ひたちライアーの奏、いわきライアーリング、下妻ライアークラブ、ア

トリエくらむぼんのお仲間、小山のこもれびの森ライアーの会の皆さんと共に、全員でのアンサンブルを楽しん

だり、それぞれのグループの演奏を聴かせて頂いたりという交流の会を予定しています。つくばのメンバーで、

これまでコンサートで演奏した思い出の曲の数々も懐かしく奏でていく予定です。多くの皆様のご参加をお待ち

しています。詳しくは来月号でお知らせいたします。 

 

      
     メンバー 自己紹介 その７３ 誕生日 ２月２１日 つくば市 K.O.さん 

 ヨガを続けて７年目。からだの中を呼吸が流れるその響きは、外の空気と内側を繋げじぶんのからだが自然の

一部であることを思い出させてくれます。 

  ある時、りっつんで赤ちゃんを抱くような姿で楽器を演奏している二人組を見てその丸みのあるあたたかい雰

囲気に興味を持ちました。友人からライアーという楽器だと教えられ、楽器演奏の経験は小学校低学年までのピ

アノのおけいこ以来なんにもしてこなかった私ですが、これは触ってみたい！！と強く感じたので、いろいろ調

べた結果、このつくばライアーの響きに出会いました。（後にこの二人は、芝山さんとおさちゃんだと知りまし

た！） 

  初めてライアーに触れた時、子宮みたいなフォルムとその繊細な音に感動しました。ライアーはじっくり寝か

せた木から作られていると聞きました。まさに、この地球の頼もしい存在である木と、からだをひとつにして 

そこから生まれる音色にこころを委ねたいと思います。ゆっくりと少しづつ、はじめていきたいと思いますので

どうぞこれからよろしくお願いいたします。どんなことでも、教えてくださるとうれしいです。 

  まずは、初めてのマイライアーとの良き出会いを期待して・・・気長に待とうと思います。 

  

              ～仲さんからお年賀状が届きました～ 

 

謹賀新年 つくばの皆さんはどのような新年を迎えられたのでしょうか？ 

沢山の希望と夢とを持たれて どうぞたくましく、しかし しなやかに ２０１０年を生きて下さい。 

沢山の方が、つくばからピアニッシモを支えて下さっていること、心から感謝いたしております。 

五月に五枚目の録音を予定しています。大きな流れを組むのは秋一回になるかもしれません。 

皆様の健康、幸せを心からお祈りいたしております。 仲 正雄 

 

 

♪自由アンサンブルクラス 第 16回目 2月 28日（木）10:00～15:00（要予約☆参加費５００円） 

第 15回目、1月 14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、そして冬ならではの曲、バッハの曲など、楽しいア

ンサンブルの曲の数々を楽しみました。 

２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 オルフェの庭 ２／４（木）10:00 ～16:00 

♪ 並木クラス 並木公民館 ２／２,９,１６,２３（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  ２／３,１７(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 ３／１８(木)  10:00～13:00 (momo) ※2月は公演の為お休みです 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ２／２５（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 ２／２１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ２／２５（木）10:00～15:00 
♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) ２／１０, ２４(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        ２／４，１８（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）２／２６（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） ２／２７（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 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）２／１３（土）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（川崎市読売ランド前）  ３／１５（月）ライアー体験講座 10:30～12:30  

２／１５（月）下瀬谷小学校公演 

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）４／３０（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。 

☆２／７（日）「よだかの星」朗読：鈴木もえみ、＆ライアーコンサート14:00～ 

        ライアー：Nao＊momo＊芝山   喫茶あひる（詳細は未定） 

４／１１（日） 星のハーモニー春まつり ライアーコンサート 

４月下旬    ゆりかごコンサート（リーダー会）ノバホールホワイエ予定（日程、詳細は未定） 

６／２６（土）七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ 

１０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定） 

１２／    つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ２／１８（木）河内町認定子ども園 ライアーミニコンサートと人形劇『笠地蔵』10:00~ ２回公演 

 ３／１８（木）ひたち野うしく教会 ライアーミニコンサートと人形劇 演目未定 15:00~16:00 

 ５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート 

 ５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳しくは響会ＨＰをご覧ください） 

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary イベント（仮称）（つくば市ふれあいプラザ予定） 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

２／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
２／（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 

２    講師 NokotaアートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
２／７（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 

２／９（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 

２／１３（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～ 

２／２１（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(月） 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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.89～  ♪ 

                         
                 

～10th anniversary series-２ ♪ゆりかごコンサート♪開催のお知らせ～ 

４月２１日（水）１３：００～アルスホールにてリーダー会によるゆりかごコンサートを開催します。 

Yasu のアイディアによる子守歌を集めたコンサートで、第1部は小さなお子様から聴いていただける内容、第

２部は大人向きのプログラムです。お手伝いいただけるメンバーの皆さん、ご協力どうぞよろしくお願いいたし

ます。なお竹園クラスはお休みになります。 

～春のお楽しみコンサート開催のお知らせ～ 

４月２７日（火）１０：００～オルフェの庭で、春のお楽しみコンサートを開きます。一品持ち寄りで楽しく

お花見しながらの内輪のコンサートです。詳しい内容はライアームーン４月号でお知らせいたします。 

～10th anniversary series イベント開催のお知らせ～ 

７月３日（土）１０：００～つくば市ふれあいプラザ多目的ホールにて、10th anniversary イベントを開催

いたします。つくばのメンバーの皆さんの他、ひたちライアーの奏、いわきライアーリング、下妻ライアークラ

ブ、アトリエくらむぼんのお仲間（川崎市）、こもれびの森ライアーの会（小山市）の皆さんと共に、全員でのア

ンサンブルを楽しんだり、それぞれのグループの演奏を聴かせて頂いたりというお楽しみ交流コンサートです。

つくばのメンバーで、これまでコンサートで演奏した思い出の曲の数々も懐かしく奏でて参ります。多くの皆様

のご参加をお待ちしています。 

＜2月の公演から＞ 

★つくばライアーの響き 10th anniversary series-1～★ 

2月 7日（日）14:00～「よだかの星」朗読＆音楽＆ライアーコンサート 喫茶あひる14:00~定員 40名 

朗読：鈴木もえみ、ライアー：Nao＊momo＊芝山  

鈴木もえみさんとの本格的な朗読を中心としたプログラムで、トリオで演奏しました。思いがけず定員を上回

る50名ほどの沢山のお客様にご予約頂きましたので、急遽、演奏は喫茶あひるのお隣の新都市記念館のスペース

をお借りして、ゆったりと聴いて頂くことができました。ティータイムには、あひるさんの美味しいティーや珈

琲と共に、ご歓談いただきました。またメンバーの皆さんがお手伝い下さり、会場準備から、受付、手作りお菓

子のご提供や、また聴きにいらして下さった皆様ありがとうございました。詳しくは感想集をご覧ください。 

 
★ ２月 19 日（金）「卒業を前にした保護者と先生の茶話会」でのライアー演奏 手代木中学校 
                           演奏：yasu＊のんのん＊momo＊Fuji 
２月 19 日に手代木中学校の「卒業を前にした保護者と先生の茶話会」があり、そこで１０分ほどライアーの

演奏をする機会をいただきました。色々な事情で急な事でしたが，yasu，Fuji，のんのんのご協力でキュンスト

ラーのハレルヤ， Sheebeg and  Sheemore、グリーンスリーブス、えがおのままで の４曲を聴いて  
いただきました。 
 立食で，１７２名ものお客様、格技室で，大きな音のするストーブをバックに果たしてライアーの音が届くの

か心配でしたが，最前列に背筋をぴっとのばしたスーツ姿の先生方がずらっと並ばれ，一面水を売ったような静

けさの中，ライアーの音がすーっと沸き上がるように広がっていきました。 
 演奏後，色々な方からお声をかけていただきましたが『ライアーのちいさな音を聴こうとすると，こちらが静

かになるのが良かった』とおっしゃってくださった方があり，ああ，伝わったのだな～とほっとする思いがしま

した。 
 ３名の方とは，これまでずっと一緒に弾いて来て，でも改めて４人のアンサンブルで弾いてみる機会をいただ

いて，そしてその響きの美しさに新たな感動をいただき，心よりの感謝を申し上げます。          momo 
 

 



♪自由アンサンブルクラス 第 17回目 3月 11日（木）10:00～15:00（要予約☆参加費５００円） 

第 16回目、2月 28日（木）は「オルフェの庭」でyasu、Nao、のんのん、Keiko、Fuji、渡辺さんのご参加で、

響きやヘンデル、早春の曲、映画音楽、ジブリやユーミンの曲など、アンサンブルの数々を楽しみました。3 月

は卒業にちなんだ曲やその他、盛り沢山に奏でる予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 ３／４（木）10:00 ～16:00 ♪ リーダー会 オルフェの庭 ３／４（木）10:00 ～16:00 

♪ 並木クラス 並木公民館 ３／９,１６,２３（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん＆渡辺）＊2日はお休

みです 

♪ 並木クラス 並木公民館 ３／９,１６,２３（火）10:00～14:00 リーダー（おさちゃん＆渡辺）＊2日はお休

みです 

♪ 竹園クラス 竹園公民館  ３／３,１７,３１(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） ♪ 竹園クラス 竹園公民館  ３／３,１７,３１(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 ３／１８(木)  10:00～13:00 (momo)   ♪ 手代木クラス 手代木公民館 ３／１８(木)  10:00～13:00 (momo)   

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ３／１１（木）16:00～ 個人レッスン予約制            ♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ３／１１（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 ３／１４（日）14:00～  ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟 ３／１４（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ３／１１（木）10:00～15:00 ♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ３／１１（木）10:00～15:00 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) ３／１０, ２４(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) ♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) ３／１０, ２４(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        ３／４，１８（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏        ３／４，１８（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）３／２６（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）３／２６（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） ４／１８（日）キンダーハープ＆ライアークラス  ♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ４／１８（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児 13:30～大人キンダーハープ  11:00～大人ライアー 13:00～幼児 13:30～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）３／６,４／１１（土）ライアー講座 13:00～15:00（千代川公民館） ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）３／６,４／１１（土）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（川崎市読売ランド前）  ３／１５（月）ライアー体験講座 10:30～12:30  ♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ３／１５（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）４／３０（金）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse ♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）４／３０（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～  ～ 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。 ＜一般公開＞☆詳細はチラシをご覧ください。 

４／１１（日） 星のハーモニー春まつり ライアーコンサートなど  １１：００～ ４／１１（日） 星のハーモニー春まつり ライアーコンサートなど  １１：００～ 

４／２１（水） ゆりかごコンサート（リーダー会）アルスホール １３：００～ ４／２１（水） ゆりかごコンサート（リーダー会）アルスホール １３：００～ 

６／２６（土） 七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ ６／２６（土） 七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ 

１０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定）１４：００～ １０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定）１４：００～ 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） １２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ ＜関係者限定＞ 

 ３／２（火）かわち認定こども園 ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』10:00~ ２回公演  ３／２（火）かわち認定こども園 ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』10:00~ ２回公演 

３／１８（木）ひたち野うしく教会 ライアーミニコンサートと人形劇 『大きなかぶ』 15:00~16:00 ３／１８（木）ひたち野うしく教会 ライアーミニコンサートと人形劇 『大きなかぶ』 15:00~16:00 

 ４／２７（火）春のお楽しみコンサート オルフェの庭 10:00～16:00  ４／２７（火）春のお楽しみコンサート オルフェの庭 10:00～16:00 

５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート（詳細未定） ５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート（詳細未定） 

 ５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳しくは響会ＨＰをご覧ください）  ５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳しくは響会ＨＰをご覧ください） 

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary イベント（仮称）（つくば市ふれあいプラザ）  ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary イベント（仮称）（つくば市ふれあいプラザ） 

**************************************************************************************************** **************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ ＜その他の講座＞ 

３／（月）Artful Heart   講師 のんのん 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 ３／（月）Artful Heart   講師 のんのん 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
３／（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 ３／（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 

３    講師 NOKOTA アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/３    講師 NOKOTA アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
３／７（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 

３／９（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 

３／１４（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～ 

３／２７（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。 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
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＜Leier Moon 毎月発行＞    2010 年３月１日(月） 芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.9０～  ♪ 

                         
                 

  

♪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．12 

田 原 眞 樹 子 さ ん の 『 響 き を 聴 き 、 奏 で る Ⅴ 』  

2010 年 4 月 2 日（金）３日（土）第一部 10：00～12：00 第二部 13：30～15：30 

会場：２日 つくば市ふれあいプラザ ３日 茨城県県南生涯学習センター（土浦市） 多目的ホール  

恒例になりました田原さん５回目、春のライアー講座を開催いたします。 

秋のコンサートでも演奏予定の課題曲のアンサンブルで、皆さんと共に学びたいと思います。 

 

４月１１日（日） 星のハーモニー 春まつり ミニバザー・ライアーコンサートなど  １１：００～ 

星のハーモニーの活動も５年を過ぎました。春まつりは NOKOTA さんによる素話、「イースターの物語」の

テーブル劇、作品展示やミニバザー、アート体験、ライアーコンサート等を親子楽しんで頂く活動のご紹介を兼

ねた催しです。星のハーモニーの活動について詳しくはチラシをご覧ください。 
 

～10th anniversary series-２ ♪ゆりかごコンサート♪～ 

４月２１日（水）１３：００～アルスホールにて、リーダー会によるゆりかごコンサートを開催します。 

子守歌を集めたコンサート、第1部は小さなお子様から親子で楽しんで頂ける内容、第２部は大人向きのプロ

グラムです。Kさんのお人形も飾られます。皆様お誘い合わせの上、リラックスタイム～是非おいでください。 

 

～春のお楽しみコンサート～ 

４月２７日（火）１０：００～オルフェの庭で、春のお楽しみコンサート、一品持ち寄りで楽しくお花見しな

がらのメンバーのみ内輪のコンサートです。聴くだけでもＯＫです。プログラムは別紙をご覧ください。 

 

５月９日（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート つくば国際会議場（詳細未定） 

つくばピンクリボンの会のイベント「乳がんと私たち」の中で、２回公演（20分ずつ）です。 

                        http://homepage2.nifty.com/tsukuba-pinkribbon/ 

 

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

昨年も公演させていただいたイベントの中での演奏です。患者さんとご家族の皆さん、病院の方々に聴いてい

ただきます。 

＊5月の公演に参加ご希望の方は４ページのプログラムをご覧いただいた上、4月５日までにお知らせください。 

 

～仲 正雄さん 講演会～ 

６月８日（火）テーマ「自分と繋がる音・声・言葉」１０：００～１２：００ ゆかりの森 森のホール 

仲 正雄さんが５枚目のＣＤ録音の後、また、つくばにもいらして下さることになりました。合間にライアー

演奏もお願いしています。どうぞお楽しみに～。チラシが出来次第お知らせします。（定員30名） 

 

 ～10th anniversary series-３～七夕コンサート 2010 

６月２６日（土）１３：３０～アルスホール 
1 部は小さなお子様もご一緒に親子で楽しんで頂ける企画、そして 2 部は静かに聴いていただけるプログラム

の２部構成です。演奏に参加ご希望の方は４月末日までにお知らせください。詳細をお知らせします。またお手

伝い下さる方募集中です。どうぞよろしくお願いいたします。 

http://homepage2.nifty.com/tsukuba-pinkribbon/


～10th anniversary series-４ お楽しみ交流コンサート～ 

７月３日（土）１０：００～つくば市ふれあいプラザ多目的ホールにて、10th anniversary イベントを開催

いたします。つくばのメンバーの皆さんの他、ひたちライアーの奏、いわきライアーリング、下妻ライアークラ

ブ、アトリエくらむぼんのお仲間（川崎市）、こもれびの森ライアーの会（小山市）の皆さんと共に、全員でのア

ンサンブルを楽しんだり、それぞれのグループの演奏を聴かせて頂いたりというお楽しみ交流コンサートです。

つくばのメンバーで、これまでコンサートで演奏した思い出の曲の数々も懐かしく奏でて参ります。多くの皆様

のご参加をお待ちしています。詳細プログラムは後日お知らせいたします。 

 

＜３月の公演から＞ 

★３月２日（火）かわち認定こども園 ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』10:00~ ２回公演 

Yasu＊Nao＊おさちゃん＊Tomo＊momo＊Fuji＊渡辺香名恵＊芝山恭子 

もう何年ぶりかの演奏と人形劇に参加させて頂きました。まだ小さい子供たちなのでどうなのかな?と思いま

したがびっくりするほど集中して見入ってくれました。私もお久しぶりの人形劇が楽しくて、歌とライアーを弾

きながらお人形たちの動きにほくそ笑み、『やっぱりこういう人形劇とライアー演奏セットは原点だな～幼稚園

や小学校で是非、もっとやりたいわ』と思いました。最後、こども園の子供達から、お礼の言葉の書かれた大き

な貼り絵とお花のついた手作りのメダルも一人一人に頂き、とても嬉しく思いました。先生方に「よかったわ～」

と心をこめて言って頂き、よけいに励みになりました。私は、『こんな静かで、ほのぼのとした喜びが好きで 
ライアーをやっているんだわ』と改めて感じた日でした。                  渡辺香名恵 
 

★３月１８日（木）つくばひたち野教会 ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』 15:00~16:00 

Yasu＊Nao＊おさちゃん＊のんのん＊momo＊Fuji＊Doji＊芝山恭子 

 
＜芝山恭子様と ライアーの響きの皆様へ＞・・・主催者のＹ様からのお便りです。 
まだ 寒い日が続きます。お元気でご活躍のことと存じます。 
先日は“人形劇とライアーミニコンサート”の公演をつくばひたち野教会でして下さいましてありがとうござい

ました。美しい静かな音色と皆様の優しい歌声・心にしみじみと沁みこんできました。人形劇の始まりの美しい

布地と歌がとても印象的でした。こんな風に静かな人形劇が 子供達に優しい想いをいだかせるのかしらと新し

い発見の思いです。さくらさくらも大変良かったです。お客様の出足が遅く、気をもんだままの開始となり、 
良い雰囲気が作れなくて申し訳なく思っております。 
 又、１２月に公演して下さいますとのこと嬉しく感謝致しております。（中略）皆様にどうぞよろしくお伝え下

さいませ。３/２２ Ｋ．Ｙ． 
 

「先日のつくばひたち野教会での公演に参加させていただき、ありがとうございました。 

私が飛び入りで参加させていただいたことで、みなさんの空気を乱してしまってのではないかと、ずっと気にか

かっていました。ごめんなさいね。でも、私にとってはとっても幸せな時間でした。Doji」 

Ｔさんにご紹介いただき、とても、素敵な響きと雰囲気の教会で、教会の牧師さんはじめ、Ｙさんに大変お世

話になり、手代木クラスでたっぷりと響きの体験やあっさんブルをした後、皆さんと共に気持ちよく公演できま

した。Doji、復帰公演ですごく心強かったです。皆さん、お忙しい中ご協力ありがとうございました。 

 
～４月１７日（土）１８日（日）アースデイ東京 ２０１０ http://www.earthday-tokyo.org/～ 
 以前つくばオイリュトミーの会講師としてお世話になり、時々公演にもいらしてくださる、秦 理絵先生が 
明治神宮、奉納の舞として、下記ステージに出演されます。 
いのちの森 アースデイ ソーラーステージ 18 日（日）11 時～オイリュトミー 秦 理絵

http://www.inochinomori.net/program2010 
 
♪自由アンサンブルクラス 第 18回目 4月 8日（木）10:00～15:00 会場がＴＯＮＥクラスになります。 

（要予約☆参加費５００円）第17回目、３月11日（木）は「オルフェの庭」で、Yasu＊Nao＊おさちゃん＊

のんのん＊momo、渡辺さんのご参加で、ヘンデル、早春の曲、映画音楽、ジブリやユーミンの曲など、沢山の

アンサンブルを十分楽しみました。４月は復活祭の曲や、春を感じさせる曲の数々を奏でる予定です。 
どうぞお楽しみに～♪ 

http://www.earthday-tokyo.org/
http://www.inochinomori.net/program2010


～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 並木公民館 ４／６（火）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ４／１３,２０（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  ４／７(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 ４／１５(木)  10:00～14:00 (momo)   

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ４／２２（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 ４／１１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス TONE ４／８（木）10:00～15:00 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) ４／２８(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏        ４／８，１５（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）４／３０（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） ４／１８（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児 13:30～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）４／１１（土）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（川崎市読売ランド前）  ４／１２（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）４／３０（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。 

☆４／２（金）４／３（土） 田原眞樹子さんライアーＷＳinつくば Ⅴ  

☆４／２１（水） ゆりかごコンサート（リーダー会）アルスホール １３：００～ 

５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル 母の日コンサート つくば国際会議場（詳細未定） 

６／８（火）仲 正雄さん 講演会 ゆかりの森 森のホール １０：００～１２：００ 

６／２６（土） 七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ 

１０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定）１４：００～ 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ４／２７（火）春のお楽しみコンサート オルフェの庭 10:00～16:00 

 ５／１４（金）土浦協同病院「看護の日」ライアー演奏 13:00～14:00 

５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳しくは響会ＨＰをご覧ください） 

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ） 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

４／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
４／（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 

４    講師 NOKOTA アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
４／４（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 

４／１０（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～ 

☆４／１１（日） 星のハーモニー春まつり 作品展示、NOKOTA 素話、テーブル劇、ミニバザー、 

ライアーコンサートなど  ゆかりの森 管理棟 11:00～ １家族 1000 円 

４／１３（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 

４／１４（水）ライアー響会主催 初めてライアーに触れる人のためのライアー体験講座  

狛江エコルマホール10:00~11:30 参加費 1500 円 

５／２５（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験講座 手代木公民館中会議室 15:00～16:00～ 

**************************************************************************************************** 
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＞    2010 年４月１日(木） 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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.91～  ♪ 

                         
                 

～10th anniversary series-３～七夕コンサート2010 ６月２６日（土）１３：３０～アルスホール～ 
1部は０歳～小さなお子様もご一緒に親子で楽しんで頂ける企画、そして2部は「七夕のお話」を交えながら、

星にまつわる曲の数々を、小学生以上のお子様から静かに聴いて頂けるプログラムの２部構成でお届けします。 

♪つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 シリーズ Ｎｏ．12 4 月 2 日（金）３日（土） 

恒例になりました田原さん５回目、春のライアー講座『響きを聴き、奏でるⅤ』、無事修了いたしました。 

２日間に渡って熱のこもったご指導をいただいた沢山の内容を少しずつ消化しながら、秋のコンサートに向け

てまた繰り返し練習して参りたいと思います。15名の参加者の皆さんの中からのご感想は、別紙をご覧ください。 

☆５月９日（日）つくばピンクリボンフェスティバル  http://homepage2.nifty.com/tsukuba-pinkribbon/ 

ピンクリボン on ステージ つくば国際会議場 多目的ホール（11:40～12:00）と、ピア交流サロン・患者の

コーナー エポカル中会議室 202 の演奏(10:30~11:00)です。onステージの司会は鈴木もえみさんです。 

＜４月の公演から＞ 

★ ４月１１日（日） 星のハーモニー 春まつり ライアーコンサート １１：００～ 

Marit＊のんのん＊Keiko＊momo＊Fuji＊＊芝山 

Nokota による素話、「イースターの物語」のテーブル劇、ミニバザー、アート体験、ライアーコンサート等を

親子で楽しんで頂きました。演奏はじめ、お手伝い頂いた皆さん、ありがとうございました。 
「日曜日は楽しい星のハーモニー春まつりに参加させていただき有難うございました。  
いつもながら皆さんがテキパキと準備される姿に感心し、Nokota の素話や人形劇に引き込まれて童心に戻っ 
て聞かせてもらったり、ほっと温かい時間の流れを感じました。 
親子でのワークがあまりにも楽しそうでそちらに見とれていたらすっかりＢＧＭのライアー演奏をすることを 

忘れてしまいお隣からトントンとしてもらったりと、スタッフの意識が低くてすみませんでした。 
殆どお役に立てずに申し訳なく思っていましたが、あるお父さんが生まれて２ヶ月半の赤ちゃんをあやしなが 

ら気持ちよさそうに聞いて下さり、また『ライアーの音色ですやすや眠ってしまったんですよ』と声をかけてく 
ださったのが、とても励みになりました。親子が楽しそうに過ごされる時間を共有させていただき、本当に癒さ 
れる時間となりました。有難うございました。」Marit 

４月１５日（木）特別養護老人ホーム「木の花さくや」ライアー演奏  

Nao＊おさちゃん＊芝山＊のんのん＊momo＊Fuji 

「ライアーって、とっても素敵な音色ですね。本当に素晴らしい演奏でした。中にいる人は、なかなかこういっ

た演奏を聴く機会がないから、本当によかったです。ありがとうございました。」とお礼をいわれました。また、

「おじいちゃん、おばあちゃんたちもとっても気持ちよさそうでしたよ。」とか、(曲目が)「おじいちゃんおばあ

ちゃんにぴったりの曲で嬉しかったのか、一緒に歌ってましたよ。歌声もとっても素敵でした。」と言って下さる

方もいて、この場所で皆様に演奏していただけて、本当によかったと思いました。木の花で演奏してくださった

皆様、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。                Tomo 
コンサート会場に入ったときは、皆さん表情がかたいように思えたのですが、ライアーの演奏が始まるとすぐ

に、演奏にあわせて歌声がきこえ会場の空気が和らいでいくのをとてもはっきり感じとることができました。 

「人形」「荒城の月」の演奏の時にはさらに強く感じられたように思います。今回のコンサートを企画してくだ

さったTomo本当にありがとうございました。今度はぜひご一緒しましょうね。            Fuji 

★ ４月２１日（水）１３：００～アルスホール～10th anniversary series-２ ゆりかごコンサート～ 

Yasu＊Nao＊おさちゃん＊芝山＊のんのん＊根本裕美＊momo＊Fuji＊渡辺 

リーダー会による子守歌を集めたコンサート、第1部は大津さんがお人形のゆうちゃんと眠りの精を登場さ

せて会話しながらの進行で、最後には色んな動物さんが登場して子供達がとても喜んでくれました。  

第２部は眠りの音楽～フォーレの曲までとても静かに聴いて頂きました。Ｋさんの素敵なお人形も飾られま

した。詳しくは感想集をご覧ください。この日はＡＣＣＳの取材があり、４月２８日～３０日のニュースで２

分間、放映されました。 

★ ４月２７日（火）１０：００～オルフェの庭 ～春のお楽しみコンサート～詳しくはオルフェの庭から⑮～ 

14 名のメンバーの皆さんが集まり、思い出の曲等を奏で、響きでいっぱいの春のひとときを満喫しました。 

http://homepage2.nifty.com/tsukuba-pinkribbon/


♪自由アンサンブルクラス 第 19回目 5月 27日（木）10:00～15:00 オルフェの庭 

（要予約☆参加費５００円）第18回目、4月 8日（木）TONEクラスで Yasu、Nao、渡辺さんのご参加で、旅立

ちの日に、桜色舞う頃、ユーミンの曲、その他春の曲のアンサンブルを楽しみました。５月は、野ばらにちなん

だ曲やアマリリスなどの予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 ５／６（木）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ５／１１,１８,２５（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  ５／１９(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 ５／２０(木)  10:00～14:00 (momo)   

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ５／１３,２７（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 ５／１５（土）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ５／２７（木）10:00～15:00 

♪ TONE クラス ☆グループレッスン(利根町) ５／１２,２６(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏          ５／１３，２０（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）５／２８（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） ５／１６（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）６／５（土）ライアー講座 10:00～12:00 午後～施設で演奏（千代川公民館） 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ５／２４（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）１０／２９（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。 

５／９（日）つくばピンクリボンフェスティバル ピンクリボンonステージ つくば国際会議場（11:40~） 

☆６／８（火）仲 正雄さん 講演会 ゆかりの森 森のホール １０：００～１２：００ 

☆６／２６（土） 七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ 

１０／１６（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール） 

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会）会場未定 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ５／１４（金）土浦協同病院「看護の日」ライアー演奏 13:00～14:00 

５／２２（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 （詳しくはleierkyokai@yahoo.co.jp へ） 

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ） 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

５／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
５／（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 

５    講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
５／９（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 

５／８（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～ 

５／１５（土）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  

５／２５（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:00,16:00～ 

６／４（金）ライアー響会主催 初めてライアーに触れる人のためのライアー体験講座 すたじお淳（桜上水） 

 10:30~12:00 参加費 1500 円 

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

＜Leier Moon 毎月発行＞    2010 年５月１日(土） 芝山 恭子 

mailto:leierkyokai@yahoo.co.jp
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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.92～  ♪ 

                         

 

～10th anniversary series-３～七夕コンサート2010 ６月２６日（土）13:30開演 アルスホール～ 

1部は小さなお子様もご一緒に楽しんで頂けるお楽しみプログラム、そして2部は「七夕のお話」を交えながら、

星にまつわる曲の数々を、２部構成でお届けします♪詳しくはチラシをご覧ください。 

 

＜5月の公演から＞    
★５月９日（日）つくばピンクリボンフェスティバル  

ピンクリボンonステージ つくば国際会議場 多目的ホール（11:40～12:00）司会 鈴木もえみさん 
ピア交流サロン・患者のコーナー エポカル中会議室202 (10:30~11:00)  

Yasu＊Nao＊Marit＊のんのん＊深津＊Keiko＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山 

「ピンクリボンはとても盛大なフェスティバルでした。リハではお互いの音がほとんど聞こえない状態。フラダ

ンスの後の賑わう会場で 演奏を聴いてもらえるのだろうか・・・と少々の不安。 
でも本番は、司会の鈴木もえみさんがライアーの説明とともに静かにして下さるよう促してくださったので、互

いの音がきちんと聴こえて演奏できました。一緒に活動しているからこその司会ですね。もえみさん、ありがとう

ございます。そしてもう一つの演奏会場。練習のつもりで、打合わせしながら弾いていた演奏を、本番のように聴

いてくださっていたお客様、すみませんでした。オープンな会場では、即本番～♪ですね。  
当日は何が起こるか分からない・・・時もあり、自信をもって弾けるレパートリーをたくさん持ちたいと思いま

した。」                                                  Nao 
 
母の日、五月晴れの気持ちの良いお天気の中、患者さんのコーナーでは後半にはとても静かに、じっくりと耳を

傾けてくださる方が多く、会場が一体となって息の合った演奏ができたように思います。 
鈴木もえみさんが、ライアーについて「音楽療法にも用いられ、静かに耳を澄まして聴く楽器・・」とコメント

して下さったお陰で、本番ではよく聴いて頂く事ができ多くの方々にライアーの音色をお届けできて嬉しかったで

す。メンバーの皆さん、休日の貴重なお時間に、ご協力をありがとうございました。 
 

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

はづき＊Yasu＊Nao＊おさちゃん＊Marit＊のんのん＊深津＊Keiko＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山 

「今日はありがとうございました。人前で演奏するのは３年以上ぶりなのでどうなることかと思いましたが、、、

(白ブラウスも朝あわててアイロンかけたりして、あたふた。衣装もご迷惑おかけしました）皆さんの温かいサポー

トに助けられて、落としたところはたくさんありますが何とか無事弾き終えることができてほっとしています。 
  病院や施設での演奏は、何か心身に背負っている方々の前ということで、一つひとつの音が届いてほしいという

思いで弾きました。演奏することで言葉以上の何か大事なものをもらえたような気がしています。」 
                                                      はづき 

 
「病院での演奏は初めての参加でしたが、歌うことを楽しまれた方、静かに足でリズムを踏んで曲を楽しまれた

方、さまざまな想いでライアーの音色を聴いて下さったと感じられた午後でした。 
そんな中で、歌いたいという方のリクエストにさっと対応出来るこの会の懐の広さにも改めて感動しました。歌

われた男性の方のその背中からは、歌いながらゆっくりと想いが満たされていくことが感じ取られました。 
また看護士さんたちがそっと患者さんたちに寄り添う姿に接して、ライアーもやはり同じように寄り添うことを

大切にしている楽器かもしれないと、こちらも何かそっと受け取って帰ってきた気がしました。貢献度は相変わら

ず低いのですが、貴重な体験をさせていただき有難うございました。」                     Marit 
 

 昨年に引き続き、看護の日のイベントにお招きを受けました。朝早くから集まって練習した甲斐があって、当日

患者さんからの突然のリクエスト曲２曲にも、すぐにお応えでき喜んで頂くことができました。病院では初めてと

いう田島さんや久しぶりの浅野さん、深津さんとも御一緒できて楽しかったです。皆さんお疲れ様でした。 

 



★５月２２日（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館  

Nao＊Marit＊のんのん＊根本裕美＊Keiko＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山 

 

「先日は，大変お疲れ様でした。毎年、沢山の刺激を受ける交流のつどい、今年はお天気にも恵まれてとても楽し

かったです。(どういうわけか雨が多い・・・？) 
 新しいグループの演奏や，異国情緒たっぷりの舞もあったりして、また新鮮な気持ちになれました。 
ご夫婦でライアーを楽しまれているなんて、なんて素敵なんでしょう！お陰様で今までになく、リラックスした

気分？(あまり緊張感がないのも問題ですけど・・・)で演奏することができました。 
 ライアーに親しむ人たちが、一同に会して一緒に演奏し、気持ちよく響きに包まれる体験もまた楽しみの一つで

す。 
 今回は私用で、前半の演奏しか聴く事ができず、交流のつどいなのにほとんど交流もできないまま、後ろ髪を引

かれるような想いで会場を後にしなければならず、それが本当に残念でした。次回は、すでに日程が決まっている

そうなので、今から予定を入れておいて今度はラストまでいられるようにしたいと思います。来年こそはもっとも

っと楽しみたいです。有難うございました。」                               Keiko 
 
「いつも温かく迎えてくれる空間の明日館を訪れると、とても穏やかな気持ちになります。美しい季節のバラが微

笑みかけ、建物内の有機的な窓からは優しい光が入り、その中で会場作りのお手伝いをしていると不思議とその空

間の一員に融け込んでいきます。 
二年前はさすがにぴ～んとした空気の中で緊張して弾いた記憶がありますが、お陰様で今回は『ゴールドベルク

30番』も『風の道』もとてもリラックスして皆さんと演奏することが出来ました。 
他の会員さんたちがまたこの一年温めてこられた作品に触れることが出来たり、また今年は平井さんの歌声がと

ても内面に働きかけて下さり、その場に集うことで、お互いにとても影響力を及ばす空間でもあることにびっくり

もしました。 
今回は残念ながら、練習しながらも参加できなかったメンバーの方々と、また来年この空間を一緒に味わうこと

ができたら嬉しいかなと思いながら、会場を後にしました。そのような機会をいつも企画して下さる響会の運営の

方々に心より感謝したいと思います。」                                  Marit 
 
ライアー響会主催～交流のつどい～の６回目で、自由学園明日館の素敵な雰囲気の中で、24組の様々な演奏が披

露されました。私たちは９名の参加で、第1部の８番目に「ゴールドベルク変奏曲第30番」と「風の道」を演奏し

ました。先日ライアーオーケストラ合宿に参加そて、何度も年月をかけて合わせて３年目になると、当初は聴こえ

なかった響きが聞こえてきて、曲がよくわかり仕上げるにはやはり３年かかりますね～とお話されていましたが、

ゴールドベルク変奏曲はまさにその通りでしたね。 

これまでずっと参加されているグループや新しいグループ、ソロやデュオの演奏も個性が溢れていて、お若い方々

も増えてきて、年々響きが豊かになっていくのを感じました。今年は参加、そして会場に聴きにいらっしゃれなか

った皆さん、来年は是非、ご一緒に～。 

 

♪自由アンサンブルクラス 第20回目 6月10日（木）10:00～15:00 オルフェの庭 

（要予約☆参加費５００円）第19回目、5月27日（木）Yasu、Nao、のんのんのご参加で、オルフェの庭のバラ

に囲まれながら、５月の美しい季節を感じるシューマンの曲や、晴れ晴れした空気の中でポピュラーな曲まで、カ

ルテットで楽しみました。６月は10日（木）、会場はＴＯＮＥクラスの予定です。雨にちなんだ曲など皆さんと楽

しみたいと思います。どうぞご参加ください～♪ 

 

～～～～～～～メンバーの皆さまへお知らせ～～～～～～～ 
★ ライアームーン７月号10周年記念特別号 

７月号に、皆さんから10周年に寄せて、ライアーに関してそれぞれの出会いから、ライアーへの思い、 

またこれからのことなど、自由にご寄稿いただけたらと思います。 

６月２７日までにどうぞよろしくお願いいたします。 

★ ６月２２日（火）七夕コンサートリハーサル、ゆかりの森 管理棟にて９時半～１６時頃までの予定です。 

 ２６日本番にいらっしゃれないメンバーの皆さん等、どうぞ聴きにいらしてください～♪ 

★ ６月２４日（木）土浦社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者交流会 県南生涯学習センター6階  

12:45~13:50 演奏参加者募集中です! 

ご協力いただける方は、お早めにお知らせください。 

 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 ６／３（木）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ６／１,１５,２９（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  ６／２,１６,３０(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fiji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ６／１７(木)  10:00～14:00 (桃原)   

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ６／１０,２４（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 ６／２７（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス TONEクラス６／１０（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ６／９,２３(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆七夕コンサートリハーサル  ゆかりの森管理棟 ６／２２（火）9:30～16:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          ６／３，１７（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）６／２５（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ６／２０（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）６／５（土）ライアー講座 10:00～12:00 午後～施設で演奏（千代川公民館） 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ６／２１（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）１０／２９（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。 

☆６／８（火）仲 正雄さん 講演会 ゆかりの森 森のホール １０：００～１２：００ 

☆６／２６（土）七夕コンサート（アルスホール）１３：３０～１５：００ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺予定）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール） 

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）会場未定 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ６／２４（木）土浦社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者交流会 12:45~13:50 県南生涯学習センター6階  

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ） 

 ７／６（火）幼児クラス 七夕コンサート予定 （流山おおたかの森） 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

６／（月）Artful Heart   講師 桃原広子 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
６／（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 

６    講師 田村のり子 アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
６／４（金）ライアー響会主催 初めてライアーに触れる人のためのライアー体験講座 すたじお淳（桜上水） 

 10:30~12:00 参加費 1500円 

６／６（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 

６／１２（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～ 

６／１５（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:00～ 

６／２７（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 
 
 
＜Leier Moon毎月発行＞    2010年６月１日(土） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.93～  ♪ 

                         

 
～７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ）～ 

間もなく１０周年記念のお楽しみ交流コンサートです。非公開で内輪のイベントですが、多くのメンバーの皆さん、

そしてご家族の皆さんのご来場をお待ちしております。ひたちやいわき、下妻、栃木から姉妹グループの皆さんも参

加され、それぞれのグループの皆さんの演奏を披露していただいたり、始まりには会場の皆さんとともに歌声を響か

せたり、50名近くの皆さんによる全員演奏もあります。またつくばメンバーでこれまで秋や七夕コンサートで演奏し

た懐かしい曲の数々も演奏します。 

記念のパンフレットもmomoご夫妻、裕美さんの多大なご協力の元、手作りで立派に出来上がりました！日頃、活動、

また応援くださっているメンバーの皆さんには、裕美さん作のつくばライアーの響きロゴ入りクリアファイルととも

に差し上げます。その他裕美さん作の記念グッズもあります。どうぞお楽しみに～♪ 

 N様から切手3000円分のご寄付を頂き、楽器もレンタルしてくださるそうです。 

水戸市のA様からも1000円分の切手をご寄付頂きました。お二人に感謝いたします。ありがとうございました。 

＜6月の公演から＞   

★ ６月２６日（土）13:30開演 10th anniversary series-３～七夕コンサート2010 アルスホール～ 

はづき＊Yasu＊おさちゃん＊Marit＊のんのん＊Mifu＊Keiko＊Doji＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山 
1部は大津さん手作りのパネルシアターで始まり、９名の歌声とライアーで小さなお子様もご一緒に楽しんでいた

だくことができました。2部は三中さんの朗読で「七夕のお話」、そして星にまつわる曲の数々を、メンバーが少し入

れ替わって、９名での演奏をとても静かに聴いて頂きました。詳しくはお客様からの感想集等ご覧ください。 

★６月８日（火）仲 正雄さん 講演会 ゆかりの森 森のホール １０：００～１２：００ 

 埼玉、神奈川、栃木からも、40名の皆さんにお集まりいただき、５枚目のライアーＣＤ録音を終えられたばかりの

仲さんをお迎えして「自分に繋がる音・声・言葉」の講演会を開催しました。 

 2004年秋につくばに種を撒かれて以来、毎回、沢山の肥料やお水が注がれ栄養補給していただく気がします。

仲さんの心地よく響く声によって、お話いただいた内容がその都度、笑いやライアーの音色と共に、すーっと

身体の中に溶けていくような不思議な感覚がありました。詳しい感想集は別紙をご覧ください。 

★ ６月２４日（木）土浦社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者交流会 県南生涯学習センター6階 12:45~13:50  

Yasu＊Marit＊Fuji＊渡辺＊芝山 

５月の病院に続き、こちらも初めての経験でしたが、年配の方々が熱心に聞いて下さり、演奏途中で直接ライアー

に触れていただく時間を設けることによって、未知だった楽器を身近に感じていただけたのがとても印象的でした。

男性の方も興味を持って弦を鳴らされると、ご自身の身体に響く音色の心地よさを感じていただけたようで、とても

嬉しいことでした。ライアーが素敵な橋渡しもしてくれることに気付かされた貴重な時間となりました。また少ない

人数での参加で、私自身はなかなか安定した演奏ができなくて申し訳なく思いましたが、突然の役割分担があっても、

コンディションがベストでなくても見事にこなされるメンバーの皆さんに改めて尊敬の念を抱いた場面でもありまし

た。                                                        Marit 
特に６月はライアー響会、その他でも様々な大きいイベントが重なり、色々な雑務に追われてしまい、余裕がなく、

当日に選曲を見直し、時間をはかって曲順の変更しながらの練習になってしまいました。でも皆さんの臨機応変なご

対応を、本当に頼もしく思いました。Yasuも突然のお願いにもかかわらず、柔軟に上手く構成、進行してくださり助

かりました。Fujiは、沢山の曲で初めての伴奏パートを頑張ってくださいました。渡辺さんも鼻炎でお辛そうな中、

きれいな歌声を聴かせていただき、気持ちよくハモることができました。Maritにも何かと行き届いた気配りやお手

伝いを頂きとても心強かったです。お陰様で、ご老人の皆さんに喜んでいただくことができました。皆さん、お忙し

い中、ご協力ありがとうございました。 

 

♪自由アンサンブルクラス 第21回目 ７月22日（木）10:00～15:00 オルフェの庭 

（要予約☆参加費５００円）第20回目、6月10日（木）ＴＯＮＥクラスで、Yasu、Nao、のんのん、Fujiのご参加

で、リームさんの曲集等、クインテットで楽しみました。７月は22日（木）、会場はオルフェの庭です。オルフェの

庭の風に吹かれながら、夏の曲、O’カロラン曲など皆さんとご一緒に奏でたいと思います。お時間のある方、どうぞ

ご参加ください～♪ 



～～～～～～～メンバーの皆さまへお知らせ～～～～～～～ 
★ ライアームーン７月号10周年記念特別号 臨時増刊 

７月号に、皆さんから10周年に寄せて、ライアーに関してそれぞれの出会いから、ライアーへの思い、またこれ

からのことなど、自由にご寄稿いただけたらと思います。７月10日までに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 桃原さん宅 ７／１（木）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ７／１３,２０,２７（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  ７／７,２１(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 ７／１５(木)  10:00～14:00 (momo)   

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ７／８,２２（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 ７／１１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ７／２２（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ７／１４(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆９ｔｈコンサートリハーサル  ゆかりの森管理棟 ９／２８（火）9:00～16:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          ７／１，１５（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）７／３０（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／１２（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）８／（土）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（川崎市読売ランド前）  ７／１２（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）１０／２９（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＞ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール） 

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）会場未定 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

 ７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート（つくば市ふれあいプラザ） 

 ７／６（火）河野さん 幼児クラス 七夕コンサート 10:30～11:30 （流山おおたかの森） 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

７／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
７／（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 

７   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
７／４（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 

７／１０（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～ 

７／１１（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟10:30～  

７／１３（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:30～16:15～ 

**************************************************************************************************** 
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 
 
 
＜Leier Moon毎月発行＞    2010年７月１日(土） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.94～  ♪ 

                         

☆10 周年特別記念号☆ 

～７／３（土）つくばライアーの響き 10th anniversary お楽しみ交流コンサート～ 

7月３日（土）ふれあいプラザにて、10周年記念のお楽しみ交流コンサートが開かれました。お天気にも恵まれ、

ひたちやいわき、下妻、栃木から姉妹グループの皆さん、つくばのグループとお子さんも合わせて約50名の皆さんが

参加されました。それぞれのグループの皆さんの演奏が披露され、全員での演奏も会場いっぱいに響きました。 

オープニングでは、合唱の後、お子さんたちにもキンダーハープや小物楽器で一緒に演奏に加わって頂きました。 

つくばのグループで大きなコンサートの中から思い出の曲の数々もリラックスした雰囲気の中で、懐かしく演奏で

きて良かったです。姉妹グループの皆さんからのご感想は別紙をご覧ください。 

朝早く、遠くからご参加いただいた姉妹グループの皆様、そして、聴きにきて下さいましたメンバーのはづき、Aya、

Kimi、keikos、Doji、Junko、ありがとうございました。 

 

＊ご来場頂いたお二人からメール頂きました。 

 

☆「先日の交流コンサートは素敵でした。特にバッハはそれぞれの音が響きあっていて美しかったです。」 
（Kimi） 

 
☆「先日は、10周年記念の盛大なイベントに観客として参加させていただき、ありがとうございました。私にとって、

つくばの『愛につつまれて』と『いつも何度でも』を久しぶりに生で聴けたことは、ほんとうにいい体験でした。 

ライアーで演奏したたくさんの想い出の曲の中でも、本当に大切な曲であり、今、この時だからこそ、心をやさ 

しく温かく包んでいただけました。また、勝手に午前の最後の全体演奏を動画に撮らせていただきましたので、

近いうちにディスクに焼いてお送りいたしますね。」（Junko） 

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

記念のパンフレットや記念品も完成し、このように盛大に10周年のお祝いができましたこと、本当に幸せでした。

事前の準備をはじめ、当日もお手伝いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。 

 

また新たにKS様から5000円と切手2400円分、AS様から3000円、MT様から3000円のご寄付をいただきました。

三人の方々に感謝いたします。ありがとうございました。 

 

＊引き続き記念ロゴ入りクリアファイル５色セットの販売をしております。ご希望の方は芝山まで。 

 

＜７月の公演から＞   

★ ７月６日（火）～Ｋさん 幼児クラス 七夕コンサート 10:30～11:30 （流山おおたかの森） 

はづき＊Yasu＊Nao＊Marit＊のんのん＊Mifu＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山 

以前つくばにお住まいで、1stコンサートにもおいでいただいたことのあるＫさんの乳幼児のクラスの七夕コンサ

ートにお招きいただきました。Fujiの楽しいわらべうたの手遊びで始まり、その後、七夕コンサート１部の再演とな

りましたYasu手作りのパネルシアターは今回も大変好評でした。 

この日はちょうど並木クラスの火曜日でしたので、Mifuにも外部公演に初めて参加していただくことができました。

10名での歌声とライアーで、七夕の曲、星の曲の数々を河野さんはじめ、会場の皆さんとご一緒に楽しみました。公

演終了後のランチタイムも楽しかったです。ご参加下さいました皆さん、遠くまでご協力ありがとうございました。 

 

♪自由アンサンブルクラス 第21回目 ７月22日（木）10:00～15:00 オルフェの庭 

（要予約☆参加費５００円）７月は22日（木）、会場はオルフェの庭です。オルフェの庭の風に吹かれながら、 

夏の曲、O’カロラン曲など皆さんとご一緒に奏でたいと思います。お時間のある方、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 オルフェの庭 ７／２９（木）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ７／２０,２７, ８／３,１０,２４（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  ７／２１, ８／４(水）13:00～17:00 サブリーダー（のんのん＆Fuji） 

               ※８／１８（水）の代わりに８／１７(火）手代木公民館音楽室です。13:00~16:00 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ８／ １９(木)  10:00～14:00   

                   ※8月の各クラスは、芝山が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ７／２２,８／５,２６（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 ９／２６（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ７／２２（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ８／１１,２５(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆９ｔｈコンサートリハーサル  ゆかりの森 管理棟 ９／２８（火）9:00～16:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          ７／１，１５（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）７／３０（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／１２（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）８／２１（土）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（川崎市読売ランド前）  ９／２７（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）１０／２９（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＞ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール） 

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）会場未定 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

７／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
７／（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 

７   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
８／１（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 

７／２４（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～ 

９／２６（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟10:30～  

９／１４（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:30～16:15～ 

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

＜Leier Moon毎月発行＞ 臨時増刊   2010年７月１5日(木） 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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.9５～  ♪ 

                         
 

～つくばライアーの響き10th anniversary  series-５ ９ｔｈコンサート開催のお知らせ～ ～つくばライアーの響き10th anniversary  series-５ ９ｔｈコンサート開催のお知らせ～ 

 １０月９日（土）14:00~つくば惠光寺にて 秋の９回目の定期コンサート、９ｔｈコンサートを開催します。  １０月９日（土）14:00~つくば惠光寺にて 秋の９回目の定期コンサート、９ｔｈコンサートを開催します。 

テーマは ～光へ Ⅰ～ 。10周年を迎えた私たちですが、また新たな出発のつもりで初心に返る意味で、また光の

色として、カラーは白です。 
テーマは ～光へ Ⅰ～ 。10周年を迎えた私たちですが、また新たな出発のつもりで初心に返る意味で、また光の

色として、カラーは白です。 
４月に田原さんの講座の課題曲に、光のイメージの曲をいただき、練習して参りましたが、さらにまた深めていき

たいと思います。その他、2006年にアイルランドの世界大会で演奏されたコリン・タンサー作曲「エブリマン」の中

から「レインボー」を弾きます。ライアーオーケストラの為の素敵な響きのオリジナル作品です。イージーパートも

ありますので、全員で演奏します。その他、１stコンサートで弾いたサン＝サーンスの「白鳥」、ドビュッシーの「月

の光」等、美しい名曲等です。第２部では、かんのゆうこ作「光り降る音」で、大津さんの朗読とともに、 

４月に田原さんの講座の課題曲に、光のイメージの曲をいただき、練習して参りましたが、さらにまた深めていき

たいと思います。その他、2006年にアイルランドの世界大会で演奏されたコリン・タンサー作曲「エブリマン」の中

から「レインボー」を弾きます。ライアーオーケストラの為の素敵な響きのオリジナル作品です。イージーパートも

ありますので、全員で演奏します。その他、１stコンサートで弾いたサン＝サーンスの「白鳥」、ドビュッシーの「月

の光」等、美しい名曲等です。第２部では、かんのゆうこ作「光り降る音」で、大津さんの朗読とともに、 
ライアーアンサンブルの響きによる光の世界を表現します。ご参加ご希望の方は８月10日までにお知らせください。 ライアーアンサンブルの響きによる光の世界を表現します。ご参加ご希望の方は８月10日までにお知らせください。 
 各クラス後半のアンサンブルの時間で少しずつ練習をしますが、８月30日（月）と31日（火）にオルフェの庭に

て、集中練習の予定です。また９月 28 日（火）に、ゆかりの森管理棟にて、リハーサルの予定です。どちらとも、

コンサートに参加されない方もどうぞ聴きにいらしてください。 

 各クラス後半のアンサンブルの時間で少しずつ練習をしますが、８月30日（月）と31日（火）にオルフェの庭に

て、集中練習の予定です。また９月 28 日（火）に、ゆかりの森管理棟にて、リハーサルの予定です。どちらとも、

コンサートに参加されない方もどうぞ聴きにいらしてください。 
なお、全3曲から成るエブリマン全曲は10月17日（日）アルスホールで開かれる「音の泉コンサート」で演奏の

予定です。 
なお、全3曲から成るエブリマン全曲は10月17日（日）アルスホールで開かれる「音の泉コンサート」で演奏の

予定です。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「ライアームーン臨時増刊号も楽しく読ませていただきました♪ 
10年の皆さんの想いがぎっしり詰まっていて、改めてそこに秘められたエネルギーが伝わってきました！ 
不思議なことに、今回書かないで終わった気持ちなどが他の方の中にあったりして、嬉しくも感じました。」Marit 

「ライアームーン臨時増刊号も楽しく読ませていただきました♪ 
10年の皆さんの想いがぎっしり詰まっていて、改めてそこに秘められたエネルギーが伝わってきました！ 
不思議なことに、今回書かないで終わった気持ちなどが他の方の中にあったりして、嬉しくも感じました。」Marit 
  

「つくばで芝山さんやみなさんが始められた活動の輪がこのように拡がっていることを、私も嬉しく思います。 「つくばで芝山さんやみなさんが始められた活動の輪がこのように拡がっていることを、私も嬉しく思います。 

私も今は時間のある時に本を読んだりして少しずつですが、勉強を続けてゆきたいと思っています。暑い日々ですが、

お体に気をつけてお過ごし下さい。」Junko 

私も今は時間のある時に本を読んだりして少しずつですが、勉強を続けてゆきたいと思っています。暑い日々ですが、

お体に気をつけてお過ごし下さい。」Junko 

  

＊ Junko が、７月３日午前の部の『24のヴァリエーション』と『主よ人の望みの喜びよ』のＤＶＤを送ってくださ

いました。回覧させていただきますね。ありがとうございました。 

＊ Junko が、７月３日午前の部の『24のヴァリエーション』と『主よ人の望みの喜びよ』のＤＶＤを送ってくださ

いました。回覧させていただきますね。ありがとうございました。 

  

「このたびは１０周年記念文集を送っていただき本当にありがとうございました。 「このたびは１０周年記念文集を送っていただき本当にありがとうございました。 

いつもいつも感じているのですが、芝山さんの細やかな心遣いが、人を繋ぎ、人を生かして いつもいつも感じているのですが、芝山さんの細やかな心遣いが、人を繋ぎ、人を生かして 

すべてを成就させていくのを、この１０年の歩みを見せていただいて、改めて思いました。 すべてを成就させていくのを、この１０年の歩みを見せていただいて、改めて思いました。 

１０周年本当におめでとうございます。素晴らしい広がりですね。・・・」Sumi １０周年本当におめでとうございます。素晴らしい広がりですね。・・・」Sumi 

＊四国、高知市の角さんとは2002年ドイツの療法的音楽教育者養成コースでお知り合いになり、つくばの仲さんのラ

イアー講座にもご参加頂きライアームーンもずっとご購読くださっています。現在地元で「子どもの園ルーエ」 Ｈ

Ｐ http://kochi-ruhe.com/

＊四国、高知市の角さんとは2002年ドイツの療法的音楽教育者養成コースでお知り合いになり、つくばの仲さんのラ

イアー講座にもご参加頂きライアームーンもずっとご購読くださっています。現在地元で「子どもの園ルーエ」 Ｈ

Ｐ http://kochi-ruhe.com/ の教師として幼児教育に貢献されています。いつかまた遊びにいらしてくださいね。 

 
メンバー 自己紹介 その７4 誕生日  ３月 ２９ 日 つくば市 Kimiko 

 私が初めてライアーを知ったのは三年前、何気なく見ていたＴＶ番組で紹介されていたのがきっかけでした。 

その時からライアーの美しい音色が耳から離れず、ネットでつくばライアーの響きの存在を知り梅園在住の私は、

こんな身近にライアーと出会える場所が有ったことに驚き喜びました。 

当時は妊娠中でしたので自分の時間が持てませんでしたが、娘も二歳になりましたので思い切って練習に参加さ

せて頂こうと決心しました。 

  音楽に精通していたわけでもない素人の私に、並木クラスの皆様はとても丁寧に教えて下さり感謝しております。

今後は皆様と一緒に演奏会にも参加していきたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

http://kochi-ruhe.com/
http://kochi-ruhe.com/
http://kochi-ruhe.com/
http://kochi-ruhe.com/


♪自由アンサンブルクラス 第22回目 ９月９日（木）10:00～15:00 オルフェの庭 8月はお休みです♪ 

（要予約☆参加費５００円）第21回目の７月22日（木）は、オルフェの庭で、Teikoi、Yasu、Nao、おさちゃん、

のんのん、Fujiと、7名で、涼し気な響きの曲や夏の曲、O’カロランの曲等が入った曲集「グリーンアイランド」な

ど、美しく多彩な響きを十分に満喫しました。９月はミカエルの曲、秋の曲等の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭 ８／５（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ８／３,１０,２４（火）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 ８／４(水）13:00～17:00 ☆２階会議室に戻りました。 

               ※８／１８（水）の代わりに８／１７(火）手代木公民館音楽室です。13:00~16:00 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ８／ １９(木)  10:00～14:00   

                   ※8 月の各クラスは、芝山が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”８／５,２６（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 ９／２６（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ９／９（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ８／１１,２５(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆９ｔｈコンサートリハーサル  ゆかりの森 管理棟 ９／２８（火）9:00～16:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          ９／２，９,１６（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）８／２７（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／１２（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）８／２１（土）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（川崎市読売ランド前）  ９／２７（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）１０／２９（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＞ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール） 

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）会場未定 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

９／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
８／（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 

８   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
８／２９（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 

９／１１（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～ 

９／１４（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:30～16:15～ 

９／２６（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 
 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2010年8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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.9６～  ♪ 

                         
 

 
記録的な猛暑の夏、まだまだ残暑は厳しいようですが、９月に入り、朝夕の風は少しずつ秋の気配が漂って参りま

した。 
例年８月は並木クラス、手代木クラスはお休みでしたが、今年は、秋のコンサートまで間もない為、シルク等を使

い広い空間を感じて音を受け渡しし、遠くに響く音やフレーズをつなげることを意識していただきながらほとんど休

まずに頑張って練習しました。 

～つくばライアーの響き10th anniversary  series-５ ９ｔｈコンサート 夏の集中練習～ 

 １０月９日（土）14:00（於：つくば惠光寺）９ｔｈコンサート テーマ ～光へ Ⅰ～に向けて、８月30日（月）

31日（火）の２日間、オルフェの庭にて集中練習しました。のんのん、お世話になりありがとうございました。 
１日目は9thコンサート参加者全員の16名、２日目は12名の皆さんのご参加で、響きの楽器による即興演奏や歌

声のカノンから始め、交流も深めながら、楽しく充実した練習ができました。レガートの弾き方や、様々な奏法によ

る音色のちがいにも注意を向けて弾き込み、２日目には呼吸も次第に合ってきて曲も流れ出したように思いました。  
 参加された皆さん、お疲れ様でした。 
今月 18 日、19 日に開かれるライアー響会主催の「ライアー2010 東京」では、全国から 100 名近い会員の皆さん

が集い、初日の夜には小さなコンサートが開かれます。♪つくばライアーの響き♪も 10 名で 2 曲演奏の予定で、そ

の為の練習もしました。また10月17日（日）アルスホールで開かれる「音の泉コンサート」で演奏予定の、エブリ

マン全曲を出演者で練習しました。 
９月 28 日（火）には、ゆかりの森管理棟にてリハーサルの予定です。コンサートに参加されない方もどうぞ遊び

にいらしてください。 
 

メンバー 自己紹介 その７5 誕生日  ３月２６ 日 我孫子市 Ｋayoko さん  
私と 「 ライアー 」 との出会いは、 

「 千と千尋の神隠し 」 で木村弓さんが演奏なさった 「 いつも何度でも 」 という楽曲を通してでした。 

でもその時はまだ、自分がこの楽器を奏でることになるなんて想像もしておりませんでした。 

色々な経験、様々な感動をした今だから、この楽器に導かれたような気がしております。 

そして、芝山先生にも出会うことができ、心から感謝いたしております。。ありがとうございます（＊＾＾＊） 

夢は大きく、、「 人々の心に安らぎを感じて戴けるような、そんな音楽療法的な活動ができれば、、」  

と思っております＾＾； 

 10周年の節目の年に、私もお仲間に入れて戴けてとても光栄です。どうぞ宜しくお願い致します（＊＾＾＊） 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
長田 弘 『詩ふたつ』 クレヨンハウス刊 
長田 弘のふたつの詩と、グスタフ・クリムトの風景画が見開きに並んだ詩画集を 
Yasuが、８月１０日並木クラスにて、朗読してくださいました。 
     ～Yasu、いつも良い作品のご紹介をありがとうございます～ 
 
☆「花を持って会いにゆく」より 

ことばって、何だと思う？けっしてことばにできない思いが、 
ここにあると指さすのが、ことばだ。 

☆☆「人生は森のなかの一日」より 
森の中では、すべてがことばだ。ことばでないものはなかった。 

 

注☆Yasuのお気に入り ☆☆momoのお気に入り 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



♪自由アンサンブルクラス 第22回目 ９月９日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）第21回目の７月22日（木）は、オルフェの庭で、Teikoi、Yasu、Nao、おさちゃん、

のんのん、Fujiと7名で、涼し気な響きの曲や夏の曲、O’カロランの曲等が入った曲集「グリーンアイランド」な

ど、美しく多彩な響きを十分に満喫しました。９月はミカエルの曲、秋の曲等の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 並木公民館 ９／７（火）10:00 ～15:00 ・・通常の並木クラスはお休みです 

♪ 並木クラス 並木公民館 ９／１４,２１（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 ９／１,１５,２９(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuii） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ９／１６(木)  10:00～14:00  （momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”９／２,１６（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 ９／２６（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ９／９（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ９／８,２２(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆９ｔｈコンサートリハーサル  ゆかりの森 管理棟 ９／２８（火）9:00～16:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          ９／２，９,１６（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）９／２４（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ９／１２（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）９／１１（土）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（川崎市読売ランド前）  ９／２７（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）１０／２９（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＞ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺）１４：００～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール）１４：００～  午前中 手代木公民館音楽室で練習   

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）みどり野幼稚園ホール 

１２／     つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール 

 １２／６（月）つくば養護 クリスマス会 小野川公民館予定 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

９／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
９／（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 

９   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
９／５（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 

９／２５（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～ 

９／１４（火）星のハーモニー 子どものキンダーハープ体験クラス 手代木公民館中会議室 15:30～16:15～ 

９／２６（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 
 
 

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2010年９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.9７～  ♪ 

                         
 

 ～１０月、秋のライアーコンサート♪～  ～１０月、秋のライアーコンサート♪～ 
 ☆１０／９（土）14:00～（於：つくば惠光寺）つくばライアーの響き10th anniversary  series-５  ☆１０／９（土）14:00～（於：つくば惠光寺）つくばライアーの響き10th anniversary  series-５ 

９ｔｈコンサート テーマ ～光へ Ⅰ～ ９ｔｈコンサート テーマ ～光へ Ⅰ～ 
9月28日（火）ゆかりの森管理棟にてリハーサルをし、本番に向けて、様々な光をイメージしながらより良い演奏

を目指して練習を重ねています。お誘い合わせの上、ご来場を心よりお待ちしております。 
9月28日（火）ゆかりの森管理棟にてリハーサルをし、本番に向けて、様々な光をイメージしながらより良い演奏

を目指して練習を重ねています。お誘い合わせの上、ご来場を心よりお待ちしております。 
☆ １０／１７（日）14:00～ アルスホール 第10回「音の泉コンサート」 ☆ １０／１７（日）14:00～ アルスホール 第10回「音の泉コンサート」 
アンサンブルブーケのピアノ・ヴァイオリン・チェロの皆さんによる演奏の他、声楽アンサンブルなど多彩な演奏

をお楽しみ頂けます。私たちも９名で『エブリマン』全曲演奏をいたします。どうぞお楽しみに～。 

アンサンブルブーケのピアノ・ヴァイオリン・チェロの皆さんによる演奏の他、声楽アンサンブルなど多彩な演奏

をお楽しみ頂けます。私たちも９名で『エブリマン』全曲演奏をいたします。どうぞお楽しみに～。 

☆ １０／２４（日）14:30～（14:10開場） 横浜美術館 １階 レクチャーホール  ☆ １０／２４（日）14:30～（14:10開場） 横浜美術館 １階 レクチャーホール  

ライアーオーケストラ発表コンサート2010（ライアー響会主催） ライアーオーケストラ発表コンサート2010（ライアー響会主催） 

２年前から横浜で、年に数回の練習と５月の合宿に参加し、昨年スウェーデン世界大会のコンサートにおいて参加

者全員で演奏したスウェーデンのオイリュトミストで作曲家のディルマン氏の曲や、日本人グループとして演奏した

曲の数々等を、Iさん、Tさん、Hさんの指揮により28名で大きなライアーハープも加わり演奏します。 

２年前から横浜で、年に数回の練習と５月の合宿に参加し、昨年スウェーデン世界大会のコンサートにおいて参加

者全員で演奏したスウェーデンのオイリュトミストで作曲家のディルマン氏の曲や、日本人グループとして演奏した

曲の数々等を、Iさん、Tさん、Hさんの指揮により28名で大きなライアーハープも加わり演奏します。 

詳しくはチラシをご覧ください。 詳しくはチラシをご覧ください。 

横浜美術館ではちょうど「ドガ展」が開催されています。ご予定が合いましたら是非聴きにいらして下さい。 横浜美術館ではちょうど「ドガ展」が開催されています。ご予定が合いましたら是非聴きにいらして下さい。 

                                http://www.yaf.or.jp/yma/index.php                              http://www.yaf.or.jp/yma/index.php 

☆１０／３０（土）アトリエくらむぼん オータムコンサート 14:30～15:30（14:00開場） 

 川崎市のアトリエくらむぼんで月１回のライアークラスが始まってから、７年目になります。 

ここ数年、毎年、秋にコンサートを開いています。新メンバーも加わったくらむぼんの５名のお仲間と共に演奏す

る他、momo、Naoとトリオで６曲演奏もします。深まりゆく秋の午後のひと時ライアーの響きを是非～。 

＜関係者限定＞ 

☆１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール10:15開場 10:30開演 

リーダー会メンバーによる約１時間のプログラムです。 メンバーの皆さんは聴きにいらして良いとのことですが、

いらっしゃる場合は事前に芝山まで必ずお知らせください。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
９月 18 日、19 日に開かれたライアー響会主催の「ライアー2010 東京」では、全国から 96 名の会員の皆さんが、

集い、初日の夜には小さなコンサートで、最後に♪つくばライアーの響き♪は9名で2曲演奏し大変好評でした。 
Maritからご感想をいただきましたので、別紙をご覧ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
～～NOKOTAよりお知らせです。～～ 

＜おやこのあーと パレット＆パステル展＞ 
2010年10月7日（木）～10月11日（月祝）9時～17時（最終日15時まで） 
つくば市民ギャラリー（中央公園レストハウス内）   ●つくば市吾妻２－７－５  
11日14時～ライアー演奏あります  ●西・北駐車場（有料）●つくば駅A２出口 徒歩5分 

障がいをもつ子どもと親のアートクラス「パレット」と「パステル」は今年で8年目を迎えました。 
これまで共同制作した作品を中心に展示しています。 
また最終日(11日祝日)14時からは、アートクラス「パステル」の前講師 
のんのんのライアー演奏もありますので、是非お越しください。   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
☆ ライアームーンを頂いて、いつも楽しく拝見させていただいています。 

皆さんが丁寧に１歩ずつ活動を積み上げていらっしゃる様子に、私まで元気を頂いています。 
いつも有難うございます。  Nさん 

☆ ライアームーンとオルフェの庭もさりげなく深い内容が入っていたりと楽しんで読ませていただき、 
有難うございました。    Marit 

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



♪自由アンサンブルクラス 第23回目 10月 14日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）第22回目の9月9日（木）は、オルフェの庭で、Teikoi、Yasu、Nao、おさちゃん、の

んのん、Fuji、渡辺さんと8名で、虫の声（ふうりん）や秋の曲、チャイコフスキーやラヴェルの曲、また映画音楽

等を楽しみました。10月は秋の曲、クラシック曲等の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

♪ 手代木クラス オルフェの庭 １０／２１(木)  10:00～15:00（momo）９thコンサート打ち上げ お楽しみ会 

一品持ちよりで、ライアー響会の新刊楽譜「レーゲンボーゲン」やOさんの楽譜「ライアーのうた」 

を楽しく奏でる予定です。メンバーの皆さん、どなたでもどうぞ、ご参加ください。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 桃原さん宅 １０／７（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 １０／１２,１９,２６（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 １０／６,２０(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス オルフェの庭 １０／２１(木)  10:00～15:00（momo）９thコンサート打ち上げお楽しみ会 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１０／１４,２８（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 １０／３１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １０／１４（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) １０／１３,２７(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

♪ ☆９ｔｈコンサート臨時練習  並木公民館 １０／１（金）12:00～15:30  １０／５（火）13:00～17:00 

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

♪ ひたちライアーの奏          １０／７，２１（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）１０／８（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １０／１０（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～大人ライアー 13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ  

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１０／２２（金）ライアー講座 10:00～12:00（ 下妻市の施設 ） 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  １０／１８（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）１０／２９（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＞ 

１０／９（土）つくばライアーの響き９ｔｈコンサート（つくば惠光寺）14:00～ 

１０／１７（日）音の泉コンサート（アルスホール）14:00～  午前中 手代木公民館音楽室で練習   

１０／２４（日）ライアーオーケストラ発表コンサート（ライアー響会主催）横浜美術館１階レクチャーホール 

１０／３０（土）アトリエくらむぼんオータムコンサート 14:30～ 

１２／  （火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ予定） 

＜関係者限定＞ 

１０／５（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール10:15開場 10:30開演 

１１／３（水・祝）茎崎第三小学校 文化祭 ライアーコンサート 小学校体育館 10:30～11:30 

 １２／６（月）つくば養護 クリスマス会 小野川公民館予定 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

１０／（月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30 
１０／（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 

１０   講師 NOKOTA アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１０／３（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 

１０／２３（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～ 

１０／１２（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

１０／３１（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 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2010年１０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.98～  ♪ 

                         
 

 ～１０月、秋の公演から♪～ 
 ★１０月９日（土）14:00～（於：つくば惠光寺）つくばライアーの響き10th anniversary  series-５ 

９ｔｈコンサート テーマ ～光へ Ⅰ～ 
初めて参加者全員により合唱（カノン）で始め、リラックスした雰囲気の中、10周年にふさわしく光のお祭りのよ

うな美しい舞台装飾と、白い衣装、そして、朗読と音楽や、演奏もご好評いただきお陰様で、無事終了いたしました。 

皆様からも沢山のご感想お寄せいただきました。詳しくは別紙をご覧ください。 
 ★１０月１１日（月・祝）『おやこのあーとパレット＆パステル展』ライアー演奏（Yasu、Marit、のんのん、Fuji） 

  レムニスカートのメンバーからいつも勇気をいただいて新たな場面での演奏経験を少しずつ重ねさせていただい

ていますが、今回は親子の方々の8年間の流れを語ってくれるあったかいアートに包まれた空間での演奏をNokota

からいただいて、メンバーそれぞれの素敵な響きに感動しながら、未熟ながらも気持ちよくアンサンブルを楽しませ

ていただきました。美しい音色を聞くことによって自分の響きも育ててもらっているんだなと感じた午後でした。 

                                                 Marit 

★１０月１７（日）14:00～ アルスホール 第10回「音の泉コンサート」 『エブリマン』全曲演奏 
（Nao、Tomo、marit、芝山、のんのん、根本裕美、keiko、momo、Fuji） 

定期コンサートのプレッシャーからは解放され、当日は私としてはめずらしく大変リラックスして演奏に参加でき

たと思います。エブリマンは本当に素敵な曲ですね、どのパートも生かされている、それにしてもアルスホールはい

ろいろと表情をかえるホールですね。リハーサルの時は１台１台のライアーの音が聞こえきれいに響いていたのに 

本番はあれ～私のライアー響かなくなっている？？そんな戸惑いを感じたのは私だけではないはず 

けれどもそんな不安を吹き飛ばしてくれたのは練習をともにしてきたメンバーと、練習を重ねて生まれた呼吸のお

かげではないでしょうか。ぜひまたライアーのために作られた曲にチャレンジしてみたいと思います。      Fuji 

  
  たまたま他の練習の為に訪れた手代木でこのコンサートで弾く『ＥＶＥＲＹＭＡＮ』の曲に出会いました。それは、

まるで小説の中の旅人に出会ったような響きに惹かれ、一見、レベル別に選べるパートもあって参加してもいいかな

と楽天的に考えてしまいましたが、美しい曲ほどそれを奏でる難しさに練習をする毎にわかるようになり…何度とな

く脱落してしまいそうになるのを、個別特訓もしていただき、お陰様で何とか当日を迎えることが出来ました。歌詞

の中にあるようにさ迷いながらも自分の流れに沿って、他のパートさんの音色の聞けるようになり、美しいレインボ

ーが最後にかかって皆で共に存在する喜びを感じることが出来てとても幸せでした。裕美さんからアイルランド大会

でのこの曲の様子なども当日の合間に聞けて、コンサートだけでなく皆さんと過ごせるこのような時間もとても大切

に思えた一日でした。ご一緒に参加させていただき有難うございました。                 Marit 

★１０月５日（火）竹園西小学校家庭教育学級  ライアーコンサート アルスホール10:30～ 

（Yasu、Nao、おさちゃん、芝山、のんのん、momo、Fuji、渡辺） 
アルスホールで行われたコンサートはとてもシンプルな布の飾りつけでありながら、ライアーの豊かな音色が秋を

語り、ゆっくりとミストのように会場内に舞い降りてきました。木の葉が風と戯れていたり、美しいもみじの歌声も

加わり、一音、一音が四季の秋を奏で、そして最後の『主よ、人の望みの喜びよ』は冬へと思いを導いてくれそうな、

そんな終わり方でした。そしてアンコールで再び耳にした『もみじ』はやはり日本の情緒をこのような形で感じさせ

ていたたき何と幸せだろうと思った一時でした！西小の方々と素敵な響きを聞かせていただき有難うございました。 

                                                 Marit 

                                                        

★１０月２４日（日）14:30～ 横浜美術館 １階 レクチャーホール  

ライアーオーケストラ発表コンサート2010（ライアー響会主催） 

当日は秋晴れに恵まれ、200 名ほどの多くのお客様がご来場くださり、ご好評いただきました。長く練習を積み重

ねてきた曲ばかりで、メンバーの皆さんが楽しみながらリラックスして演奏されていたことが印象的でした。また次

期も頑張って通いたいと思います。遠くから聴きにいらして下さいました皆様ありがとうございました。 

★１０月３０日（土）アトリエくらむぼん オータムコンサート 14:30～15:30（14:00開場） 

 台風の為、コンサートは中止となってしまいました。今回は残念でしたが、来年また～。 



♪自由アンサンブルクラス 第24回目 11月 11日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）第23回目の10月14日（木）は、オルフェの庭で、Teikoi、Yasu、Nao、おさちゃん、

Tomo、Marit、のんのん、Fujiと9名で、秋の曲、クラシック曲、ポピュラーな曲と盛り沢山に合わせました。１１

月は中世の曲や、バッハの曲等加えてたっぷりと楽しむ予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

♪ 手代木クラス オルフェの庭 １０／２１(木)  10:00～15:00（桃原）９thコンサート打ち上げ お楽しみ会 

ライアー響会の新刊楽譜「レーゲンボーゲン」や小野さんの楽譜「ライアーのうた」「欧州の静かなクリスマス曲集」

等を８名の皆さんと楽しく奏でました。豪華一品持ちよりでコンサートのご相談もできて楽しい会でした～。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭１２／２（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 １１／２,９,１６,３０（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 １１／１７(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 １１／１８(木)  10:00～15:00（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１１／４,１８（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 １１／２１（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 １１／１１（木）10:00～15:00 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) １１／１０(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊水＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏          １１／１８（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）１１／２２（月） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １１／１４（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～、13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ 14:30～大人ライアー 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１１／６（土）下妻市文化祭 （下記、一般公開欄参照） 

１２／１０（金）10:00～（砂沼荘）13:00～施設で演奏 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  １１／１５（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） 2011年 １／３１（月）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。 

１１／６（土）下妻市文化祭 ライアー演奏＆体験 ①10:30～②13:00（千代川公民館レストハウス ） 

☆１２／５（日）親子に贈るクリスマスオイリュトミー公演 広岡公民館ホール 11:15～ 

せむしの小人ほか ＜出演＞オイリュトミー、高久真弓、山本みちる ピアノ 門脇郁香里 

      ライアー Nao、のんのん 

☆１２／２１（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ） 

              1部 11：00～、2部 13:30～ 3部14:10～ 

＜関係者限定＞ 

１１／３（水・祝）茎崎第三小学校 文化祭 ライアーコンサート 小学校体育館 10:30～11:15 

 １２／６（月）つくば養護 親の会 クリスマス会 小野川公民館  13:30～14:00 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

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   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１１／７（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 

１１／１３（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 酒門公民館 12:30～ 

１１／９（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

１１／２１（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 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2010年１１月１日(月） 芝山 恭子 
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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.99～  ♪ 

                         
 

～クリスマス☆コンサート2010開催♪～ 
☆１２／２１（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ） 

              1部 11：00～、2部 13:30～ 3部14:10～ 

ノバホールホワイエでのクリスマスコンサートも５回目となりました。今回は３部構成で、小さなお子さん向けの 
プログラムは、午前中に開催します。お話と音楽「かみさまからのおくりもの」では、Yasuの朗読で、根本裕美さん

作の可愛らしいお人形や動物たちが登場します。午後は静かにゆっくり、欧州の静かなクリスマスの雰囲気で、合唱

と共に豊かな響きをお楽しみいただけるプログラムをご用意しています。どうぞお楽しみに～♪ 
 

☆１２／５（日）親子に贈るクリスマスオイリュトミー小公演 広岡公民館ホール 11:15～ 

「せむしの小人」ほか ＜出演＞オイリュトミー、高久真弓、山本みちる ピアノ 門脇郁香里 

                   ライアー Nao のんのん 

毎月第１日曜日に開かれている『つくばオイリュトミーの会』主催で、講師にお招きしている高久真弓先生と、 
お仲間の山本みちる先生による、お子さん向けの色彩豊かで楽しい舞台「せむしの小人」です。大人のための音楽オ

イリュトミーでは、門脇さんの伴奏でバッハ＆グノーの「アヴェマリア」、サン-=サーンスの「白鳥」など、美しい色

彩のシルクの衣装でご披露くださいます。クリスマスの贈り物として皆様にあたたかな明るい光が届くことでしょう。 
メンバーのNao、のんのんのライアーデュオ演奏もあります。皆様のご来場を心よりお待ちしています。 

～１１月の公演から～ 
★ １１月３日（水・祝）茎崎第三小学校 文化祭 ライアーコンサート 小学校体育館 10:30～11:15 

（Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、Keiko、momo、Fuji、渡辺） 
 茎崎第三小学校文化祭で、体育館にて９名の皆さんで演奏していただきました。 

 休日のお忙しい中、ありがとうございました。参加された皆さんからの詳しいご感想は別紙をご覧ください。 

★１１月６日（土）下妻市文化祭 ライアー演奏＆体験 ①10:30～②13:00（千代川公民館レストハウス ） 

 昨年同様、下妻市文化祭に参加し、メンバー６名の皆さんと、園児作品展会場で演奏し、キンダーハープの 

体験も交え、観にいらした多くの皆さんにライアーアンサンブルを聴いていただきました。 

～～～～～～～～J.O.さん、N.K.さんからメッセージ～～～～～～～～ 

 
 

「先日は10 周年記念誌をありがとうございました。 

とてもきれいでした。組織というのか、大きな器を育てておられること、 

学びつつ、深めつつ、社会の中で役割を担って働きをされていること、すばらしいと思います。 

10 年間のみなさんの努力も労苦も、神さまが充分ねぎらい、祝福してくださり、 

次の新しい10 年にも大きな光がともにありますように、お祈りします。 

あっというまに11 月中旬です。よきクリスマスに導かれますように。   J.O.」 

 

 

 

「先日は、つくばライアーの響きの10 周年記念の素敵な冊子をありがとうございました。 

こうして、活動をまとめられ、また新しい第一歩を進まれること、陰ながら応援しています。 

コンサートに参加させていただいたことも、私にとって良い経験となりました。 

未熟ですが、またこれからもどうぞよろしくお願いします。   N.K.」 

 

 

 



♪自由アンサンブルクラス 第25回目 2011年1月１３日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）第24回目の11月11日（木）は、オルフェの庭で、Teikoi、Yasu、Nao、おさちゃん、

田Marit、のんのん、Fujiと8名で、「旅愁」など日本の秋の曲、11月のライアーオリジナル曲、 

「イタリアーナ」「シチリアーナ」等中世の曲や、バッハの曲、「追憶」や「枯葉」等ポピュラーな曲もたっぷりと楽

しみました。１月は新年の喜びの響きと冬の曲等の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

    

 ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭１２／２（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 １２／７,１４（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

＊１４日は２階会議室でクリスマスコンサートのリハーサル、16:00までです。 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 １２／１,１５(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 １２／１６(木)  9:00～12:00（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１２／９（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 １２／１９（日）, 2011年 １／２３（日）14:00～  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 2011年１／１３（木）10:00～15:00 １２月はお休みです。 

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) １２／８,２２(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊水＊金) 

                                 ＊２２日はクリスマス会（一品持ちより、ミニコンサート） 

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

♪ ひたちライアーの奏          １２／２,１６（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）１２／１０（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） 2011年１／１４（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

11:00～、13:00～幼児＆小学生 13:40～大人キンダーハープ 14:30～大人ライアー 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１２／１０（金）10:00～（砂沼荘）13:00～施設で演奏 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  １２／２０（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） 2011年 １／３１（月）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。 

☆１２／５（日）親子に贈るクリスマスオイリュトミー公演 広岡公民館ホール 11:15～ 

せむしの小人ほか ＜出演＞オイリュトミー、高久真弓、山本みちる ピアノ 門脇郁香里 

      ライアー Nao、のんのん 

１２／１６（木）つくばひたち野教会 人形劇＆クリスマスコンサート 13:30～ 

☆１２／１９（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 ライアー演奏他10:45～ 

☆１２／２１（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート2010（ノバホールホワイエ）11:00～13:30～ 

＜関係者限定＞ 

 １２／６（月）つくば養護 親の会 クリスマス会 小野川公民館  13:30～14:00 

１２／９（木）Kさん幼児クラス クリスマスコンサート （流山おおたかの森）10:45～ 

１２／１８（土）土浦養護 親の会 クリスマスコンサート 土浦二区公民館 15:00～15:40 

**************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ 

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/ 
☆１２／５（日） オイリュトミー公演 一般公開欄ご覧ください。 

2011年１／１０（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 

１２／１１（土）サークルわ オイリュトミー 水戸市 稲荷第２公民館（りんごロウソク）12:30～ 

１２／１４（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

１２／１９（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～  

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2010年１２月１日(水） 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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