
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.100～  ♪ 

                         
 

～新年、明けましておめでとうございます♪～ Leier-Moon 100号,記念号 

♪『 皆さま 新年おめでとうございます。そして、Leier－Moon 100号 おめでとうございます。  

     10周年がおわり、新たな始まりの新年号が100号！なんて素敵なのでしょう。 

毎月毎月のこと、続けていくのはやはり大変なことだと思います。ありがとうございます。 

これからもず～っと変わらず続いて行きますように。 

そして私もライアーを始めてから７年がたちました。はじめのオクターヴは登れているかしら？ 

今年は新たなオクターヴに向かって、初心を大切にして進みたいと思っています。 

どうぞ変わらず宜しくお願いします(^^♪) Nao』                              

♪『 ライアームーン100号、おめでとうございます。いつもいつも、本当に有難うございます。 

あまりお手伝いもできず、申し訳ないのですが、これからの活動にも期待しています。 

私も少しずつでも貢献できるように頑張ります。 

まだまだ自分だけのライアーですが、いつの日か他の人々の心も癒すことができるようになれればと思っています。

どうぞどうぞ末永く、いつまでも、ライアームーンとつくばライアーの響きが続きますように、 

心より願っています。 Keiko』 

♪『 100号記念に寄せて☆おめでとうございます！ 

10周年の時もライアームーンのファイルを見せていただきましたが、重さ通り中身が  

びっしり詰まったものであることを改めて感じたのを覚えています。それからまた号を重ね記念すべき100号！ 

 私自身、ライアーとともに気がつけば７年の年月を重ねて、細々としていた最初の年輪も少し太くなったかな？！ 

（身体ばかりでなく！）と眺めているのです が、やはりそれは芝山さん＆リーダーさんの皆さんが会の運営、 

練習の仕方、コンサートの企画等色々考えて下さっているお陰とただただ感謝の気持ちでいっぱいです。 

 皆さんと楽しく過ごすさまざまな時間＆空間がまたライアームーンの素敵な一面になることを願っています！ 

相変わらず発展途上で申し訳なく思いますが、今後 ともどうぞよろしくお願いします。Marit』 

♪『  明けましておめでとうございます。そしてライアームーン100号おめでとうございます。 

昨年も皆さまと共にライアーを共有できたこと、嬉しく思うと同時に感謝で一杯です。 

昨年は、度々体調を崩すことも多く、皆さまには色々といたわって頂きお世話になりました。 

体調や気持ちの変化がある時、ライアーが大きな支えになっている事は事実ですが、 

それが今回は、どこかよそよそしい音色だったり、 

体と気持ちと響きのちぐはぐさに、これまで感じた事のない気持ちを味わったりもしました。 

でもこの頃、体調の復調と共に思うのは、つくづくこれは本当に必要なことだったのだと、 

いくつかの事がパズルが符合するように思い至るのです。 

そうして認め受け入れると、すっと気持ちが、そう、まさに深呼吸した後、 

入ってくる空気のような心の静けさを見つけた時のような感じです。 

そんな事を感じていた矢先、『音と音の間の沈黙、その沈黙と共に魂が歌いだす』という 

TVで見た映画の中のセリフに出会い、そう、そう、そうなのよ、と妙に納得したのでした。 

      “魂が歌いだす”ほどの響きに皆さまと共に浸りたいものです。 

                また今年も一年どうぞよろしくお願いします。Yasu』 

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

昨年は10周年を迎え、記念誌や記念品も生まれて、そして記念コンサートもでき、大変、思い出深い年でした。 

また昨年は30公演（通算318回）、新たな出会いや沢山の感動とともに、多くの皆さんにご協力いただき、 

楽しく演奏活動ができましたこと、深く感謝いたします。 

皆さんに支えられ続いて参りましたライアームーン100号、お祝いの熱いメッセージをありがとうございます！ 

そして、momoには、ＨＰの管理、長年お世話になっており、感謝しております。 

また今年も、新たな第1歩を踏み出すと共に、さらなる飛躍を目指して、精一杯、努力して参りたいと思います。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。                        芝山恭子 

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



～2010年12月6日、ライアー公演、デビューの黒崎さんより～ 

「昨年の夏頃からライアーを始めてまだまだ練習不足で皆さんにご迷惑をおかけしながらでしたが、 

コンサートデビューを果たすことが出来ました。 

和やかな雰囲気で聞いて下さった養護学校の皆様のお陰もあり、 

緊張する事なく演奏出来ました。そして、皆さんにと一緒に演奏する心地好さを実感いたしました。 

更に、昨年最後のクリスマスコンサートでは、会場作りやお茶菓子の準備まで演奏以外も 

皆さんで造り上げていくパワーに圧倒されました。二部、三部の演奏は観客気分で拝聴させて頂きましたが 

早く自分もあのような響きを出せる事を目標にしていきたいと思います。Kimi」 

♪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）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１／６（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 １／１１,１８,２５（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

＊ １１日は一品持ち寄りで、新年会です。 

通信会員の皆様も是非遊びにいらしてくださいね～。 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 １／１９(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 １／２０(木)  10:00～12:00 ～ランチ休憩～ 14:00～16:00（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１／１３,２７（木）16:00～19:00 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 2011年 １／２３（日）14:00～16:00  

♪ 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  

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) １／１２,２６(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金) 

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

♪ ひたちライアーの奏          １／１３,２０（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）１／１４（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）１／１５（土）13:00～（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） １／１６（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 

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  １／１７（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） 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。 

４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサート（ゆかりの森 管理棟） 

＜関係者限定＞ 

  ２／２（水）  予定 茎崎の学校 詳細未定 

２／１６（水）予定 つくば市竹園東幼稚園 詳細未定 

３／１８（金）つくば市立沼田保育所 お別れ会 (10:00～）30分演奏 

**************************************************************************************************** 
＜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/ 
１／８（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 酒門公民館 

１／９（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 

１／１１（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

１／２３（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＞   2011年１月５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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.101～  ♪ 

                         
 

～♪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．13～ 

田原眞樹子さんの『響きを聴き、奏でるⅥ』 

2011 年4 月1 日（金）2 日（土）第一部 10：00～12：00 第二部 13：30～15：30 

つくば市ふれあいプラザ 多目的ホール http://www.fureai-plaza.jp/ 
田原さんの春の講座も6回目になります。毎年大きなエネルギーで実りあるご指導をいただいております。 

皆様どうぞご参加ください。詳しくはチラシをご覧ください。 

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

つくばライアーの響き１０周年おめでとうございます～♪ 

先日、Hさんから記念のご本を頂戴しました！私にまで誠にありがとうございます。 

芝山さんとお仲間の皆さんがつちかわれていらした10年の歩みを拝見して、 

丁寧に心を込めて創って来られた時間と空間、芝山さんの活動とお人柄の深さを改めて、 

うかがい知ることができました。恐縮にも私の名も入れていただいて幸せです。 

とっても中途半端な参加の私をいつもあたたかく迎えてくださって、ほんとうにありがとうございます。 

今年はもう少しくらむぼんの皆さんとご一緒できるよう、体力をつけます！ 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。感謝をこめて。           T.H. 

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

～ライアームーン１００号によせて～ 

早いですね・・・もう100号になるんですね。 

思い返してみると、ライアーをはじめたのが、Sが小学校１年の時だったので、かれこれ８年になります。 

芝山さんはじめ、ライアーのメンバーの皆様に導かれて、ここまで続けてこられたように思います。 

練習していくうちに、どんどんライアーの音色の美しさに魅せられて、 

また、時には、自分を癒してくれる楽器であるということにも気づきました。 

まだ、”継続は力なり・・・”とは、いってないかもしれませんが、 

いつかそういえるようにこれからもがんばっていきたいと思います。 

記念すべき号に携わることができて、よかったです。これからもライアームーンが長く続きますように・・・ 

100号おめでとうございました。                          tomo 

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

～１月１１日、新年会＆今年のコンサート予定～～ 

1月１１日（火）今年最初のクラス、並木クラスで、新年会が開かれました。 

新年の響きの曲、新年のカノン等奏でた後、お昼からは一品持ち寄りのパーティーです。 

それぞれ今年の抱負を語っていただきました。また、新たなスタート地点に立って楽しい一年になりそうです。 

来年は「オルフェの庭」にて～お餅つき☆新年会～の予定までまとまりました。 

５月３１日（火）喫茶あひるコンサート、喫茶あひる 
６月２５日（土）七夕ライアーコンサート アルスホール 

１０月１５日（土）10thコンサート つくば恵光寺予定 
１２月 クリスマスコンサート  ノバホールホワイエ予定 

 

♪自由アンサンブルクラス 第26回目 2011年２月１０日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）１月13日は、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、Fuji、渡辺さんと８名で、 

新春の「オルフェの庭」で、新年の喜びの響きと冬の曲、ライアー響会付録楽譜集より最新号を奏でました。 

毎年弾いている曲でも、メンバーも増えて新たな響きが生まれ、全く別の音楽に感じるのが不思議です。  

 午後には、吉田さんが、お茶を立てて下さり、美味しい和菓子をいただきながらのお茶会となり贅沢な一時を、 

ゆったりと過ごしました。２月はクラシックではヘンデルの曲、季節の曲では早春賦、マイファニーバレンタイン等、

ポピュラー曲も加える予定です。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 ２／３（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ２／１,８,１５,２２（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

※8日は午前中公演の為12:00~15:00 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 ２／１６(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

※ ２／２（水）13:00～17:00 会場変更→水戸信用金庫研究学園支店２階コミュニティースペース 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ２／１７(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”２／１０,２４（木）16:00～19:00 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  ２／２７（日）14:00～16:00  ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟  ２／２７（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ２／１０（木）10:00～15:00  ♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭 ２／１０（木）10:00～15:00  

♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ２／９,２３(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金＊土) ♪ TONEクラス ☆グループレッスン(利根町) ２／９,２３(水）10:00～12:00  ☆個人レッスン（月＊金＊土) 

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

♪ ひたちライアーの奏          ２／３,１７（木）リーダー（根本裕美）10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏          ２／３,１７（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）２／２５（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  ♪ いわきライアーリング（福島県いわき市）２／２５（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）２／５（土）10:00～（高動祖市民センター） ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）２／５（土）10:00～（高動祖市民センター） 

～青少年を育てる下妻市民の会高動祖支部主催 たかさいライアーコンサート（高動祖市民センター）13:30～ ～青少年を育てる下妻市民の会高動祖支部主催 たかさいライアーコンサート（高動祖市民センター）13:30～ 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ２／２０（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） ２／２０（日）キンダーハープ＆ライアークラス  

10:00～＆13:00～幼児＆小学生 11:00～大人ライアー 13:40～大人キンダーハープ  10:00～＆13:00～幼児＆小学生 11:00～大人ライアー 13:40～大人キンダーハープ  

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ２／２１（月）ライアー講座 10:30～12:30  ♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ２／２１（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） ５／３０（月）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） ５／３０（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～  ～ ラ イ ア ー ・ コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆主催イベント～  
＜一般公開＞ ＜一般公開＞ 

３／６（日）裕美さんアトリエオープン記念ライアーコンサート つくばライアーの響き（日立市十王町）15:00～ ３／６（日）裕美さんアトリエオープン記念ライアーコンサート つくばライアーの響き（日立市十王町）15:00～ 

３／２６（土）裕美さんアトリエ 作品展 ライアーコンサート （日立市十王町）11:00～ ３／２６（土）裕美さんアトリエ 作品展 ライアーコンサート （日立市十王町）11:00～ 

３／２７（日）裕美さんアトリエ 作品展 ライアーコンサート ひたちライアーの奏（日立市十王町） ３／２７（日）裕美さんアトリエ 作品展 ライアーコンサート ひたちライアーの奏（日立市十王町） 

４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサート（ゆかりの森 管理棟）11:00～ ４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサート（ゆかりの森 管理棟）11:00～ 

５／３１（火）あひるコンサート （喫茶あひる）14:00～ 演奏 リーダー会メンバー ５／３１（火）あひるコンサート （喫茶あひる）14:00～ 演奏 リーダー会メンバー 

６／２５（土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～、第3部14:30～ ６／２５（土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～、第3部14:30～ 

                                    アルスホール                                     アルスホール 

＜関係者限定＞ ＜関係者限定＞ 

２／８（火）つくば市立竹園西幼稚園 人形劇『笠地蔵』とライアーミニコンサート 10:30～ ２／８（火）つくば市立竹園西幼稚園 人形劇『笠地蔵』とライアーミニコンサート 10:30～ 

３／１８（金）つくば市立沼田保育所 お別れ会 (10:00～）30分演奏 ３／１８（金）つくば市立沼田保育所 お別れ会 (10:00～）30分演奏 
４／２６（火）春のお楽しみコンサート オルフェの庭  10:00～15:00 ４／２６（火）春のお楽しみコンサート オルフェの庭  10:00～15:00 

**************************************************************************************************** **************************************************************************************************** 
＜その他の講座＞ ＜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／（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／（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   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
２／１２（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 稲荷第２公民館 

２／６（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 

２／８（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

２／２７（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＞   2011年２月１日(火） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.102～  ♪ 

                         
 

～２月の公演から～ 

★２月８日（火）つくば市立竹園西幼稚園 人形劇『笠地蔵』とライアーミニコンサート  

(はづき、Yasu、おさちゃん、Marit、momo、Fuji、渡辺、芝山) 

ライアーが運んでくれた楽しさ♪ 
先日竹園西幼稚園のライアー演奏＆人形劇の公演に参加せていただき、久しぶりに可愛い園児たちの前 

での演奏でしたが、とても静かに演奏を聴く姿に出会えた こと、また人形劇の『笠地蔵』にこちらもついつ

い見入ってしまい、静けさが運ぶ豊かさを園児たちと味わうことが出来てとても素敵な時間となりました。 
また 終了後ライアーに触れる時間を設けていただいたことによって、子供たちとの距離が一気に縮まり、

口べたな私でもライアーが子供たちとの間を繋いでくれた嬉 しい瞬間でした。こちらも楽しくなってきて、

『風の音が鳴るんだよ』とか『水が落ちる音がするんだよ』と促したらあちこちから手が伸びてきてびっく

り！中でも二人の女の子がほぼ同時に即興アンサンブル!?を弾きながら『きらきら♪…』と歌い始め、一度終

わったのに、余程楽しかったのか再び『きらきら♪…』と始まり、これこそライアーの魔法の力と思ってし

まいました。全身で触れる音楽の楽しさってこういうことなんですね♪いつも皆さんとたくさんの体験を共有

させていただき有難うございます。                          Marit 

アトリエ Kyklos 

この春、アトリエをＯＰＥＮすることになりました。Kyklos とは、ギリシャ語で「環」「円」「球」などの

意味を持ちます。皆さんとつながり合いながら、大きな輪を作って行けたらと願い名付けました。 
ウォルドルフ人形を作ったり、ライアーを練習したり、みんなで集まって何かをするにもやっぱり良い環

境が必要だなぁ～と思って、思い切って建ててしまいました。 新しいアトリエを建てよう！と思ってから

なかなか思うように物事が進まず、何度も足踏みをしましたが、その分深く考える時間もとれたのかもしれ

ません。 
 これからは、時間と空間を有効に、そして、時にはこれ以上の物が増えすぎないように「断捨離」も頭の

片隅におきながら、活動していきたいと思っています。 
 「つくばライアーの響き」の皆さまには、ＯＰＥＮイベント、続く作品展と演奏に来ていただけることに

なりとてもうれしく思っています。「オルフェの庭」ほどは広くありませんが、機会がありましたら是非遊び 
にいらしてください。 
海が近いので、初夏がお勧めかも。みんなで海辺を散歩するのもなかなか良いものですよ～根本裕美 

 
アトリエ kyklos 人形の四季ヴァルドルフ展 ３月２５日（金）～３１日（土）10:00～18:00(入場無料) 

 
アトリエ kyklos オープン、おめでとうございます☆記念すべき日にお招き頂き、ありがとうございます。 

参加される皆さんとお祝いの心を込めて演奏したいと思います♪ 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

～春のお楽しみ会 開催のお知らせ～ 

４月２６日（火）１０：００～オルフェの庭で、春のお楽しみ会を開きます。 

一品持ち寄りで楽しくお花見しながらの内輪の会です。弾きたい曲を持ち寄って楽しく奏でる予定です。 

メンバーの皆さんはじめ、通信会員の皆さん、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26回目 2011年３月１０日（木）10:00～15:00 オルフェの庭♪ 

（要予約☆参加費５００円）２月24日は、都合により、お休みになりました。楽しみにしてくださっていた

皆さんすみませんでした。３月は春の曲、卒業にちなんだ曲の数々の予定です。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 ３／３（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木公民館 ３／１,８,１５,２２,２９（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園公民館 ３／２,１６,３０(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 手代木公民館 ３／１７(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”３／１７,３１（木）16:00～19:00 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  ３／１３（日）14:00～16:00  

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

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町) ３／９,２３(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

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

♪ ひたちライアーの奏          ３／３,１０（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）３／１１（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）           ３／５（土）13:00～（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） ４／９（土）キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） ３／１４（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） ５／３０（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＞ 

３／６（日）アトリエ kyklos オープン記念ライアーコンサート つくばライアーの響き（日立市十王町）

15:30～16:30 

３／２６（土）ヴァルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート つくばライアーの響き（アトリエkyklos） 

３／２７（日）ヴァルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート ひたちライアーの奏（アトリエkyklos） 

                                 26日 27日共 11:00～ 

４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサートほか（ゆかりの森 管理棟）11:00～ 

５／３１（火）あひるコンサート （喫茶あひる）14:00～ 演奏 リーダー会メンバー 

６／２５（土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～、第3部14:30～ 

                                    アルスホール 

＜関係者限定＞ 

３／１６（水）つくば市立沼田保育所 お別れ会 (10:30～）30 分演奏 
４／２６（火）春のお楽しみ会 オルフェの庭  10:00～15:00 

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

３／（月）Artful Heart   講師 momo 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   講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
３／６（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 

３／８（火）星のハーモニー 手代木公民館 音楽室 17:00～ 

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

３／１３（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＞   2011年３月１日(火） 芝山 恭子 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.103～  ♪ 

                         
 

～3月11日(金)の東大震災で、 
被災された皆様、そのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。～ 

３月６日のアトリエkyklos「始めの会」でのライアーコンサートの余韻に浸りながら、３月 10 日のオルフェ

の庭でのアンサンブルクラスで、たっぷりとその響きを楽しんだ翌日、世の中が一変するような大地震が起こる

とは・・。あまりの大惨事と原発の事故の影響、連日の余震で、不安な毎日の中、多くの皆さんが大変だったご

様子でしたが、皆さんから頂いたメールに励まされながら過ごしました。田原さんや仲さんはじめ沢山の皆さん

からお見舞いのお電話や励ましのお言葉、また貴重な情報を頂き感謝しています。10年という歳月は一つのコミ

ュニティーを築き、仲間同志繋がっていることを心強く感じると同時に、声を掛け合うだけでも大きな力になる

ことを確信しました。３月中のつくばの活動や公演、東京でのイベントや、４月の田原さんの講座も中止を余儀

なくされましたが、世の中の様々な問題に向き合い、現代の時間に追われて忙し過ぎる社会や電気に頼った便利

過ぎる生活を振り返り、本当に必要なものが何であるかを見直す機会にもなりました。 
「大地の怒りを静めるためには、良いエネルギーの響きが必要だそうです。 

こんなときこそ、ライアーの音色ですね。みなさんも、祈りと響きを大地に宇宙に届けましょう～」 

という裕美さんからメッセージ・・、小さな活動でもこれから益々、私達の役割は重要になってきますね。 

癒しの森のＮさんとのご縁で、レーマンさんから、桜の咲く頃、♪タオライアー♪ が届く予定です！ 

二宮さんも「この震災のときに日本にやってくるライアー、きっと、大きな大きな力を発揮してくれることでしょう。」と

のこと。４月からはつくばの公民館での活動も再開でき、歌声にタオライアーも加えて、皆さんと共に少しずつ、

またライアーの響きを多くの皆さんに届けていきたいと思います。   

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

「20日はKさんの命日だったので、思い切ってライアーを出して優しく抱きしめてあげて 
『はるのてがみ』と『彼方の光』を弾いてみました。悲しい重い音になるのかと想像したのですが、 
そうではなくライアーは静かに深い音を響かせてくれました。 
長い音がその響きを遠くに運んでくれるような…ライアーも祈ってくれていると感じました。」Marit 

～３月の公演から～ 

★ ３月６日（日）アトリエkyklos「始めの会」ライアーコンサート  

(Nao、のんのん、Keiko、momo、Fuji、芝山) 
つくばライアーの皆さま    「 本日は、演奏どうもありがとうございました。 

                     とても素敵な演奏で、今までの頑張りが癒された気がしました。 

参加したたくさんの皆さんも、喜んでいただけたようで、本当に良かったです。 

    やっぱり、ライアーって、素敵＼(^_^)／     心から感謝です～根本裕美 」 

暦はまさに「啓蟄」！アトリエオープンにぴったりの日で、とても良いお天気に恵まれ、裕美さんと繋がりの

ある多くの皆さんが続々とお祝いにいらっしゃいました。 

明るくてとても素敵なアトリエで、可愛いいお人形さんたちやあたたかいゲストの皆さんに囲まれて、６名の

メンバーで思い出の曲の数々を演奏させて頂き、感慨深く本当に嬉しかったです。 

裕美さんと、集まられた方々の心からの喜び、そしてアトリエの優しい空間が、私達の演奏を引き出し盛り上

げて下さったようで、すごく曲にのって気持ち良く演奏できました。機会があったらまた是非演奏に伺いたいで

す。また色々とおもてなしやお土産まで沢山のお気遣いをいただき、オープンにふさわしい心に残る会に参加で

き幸せでした。「ヴァルドルフ人形の四季展」は６月末に延期とのこと、ご一緒できるのを楽しみにしています。 

         

★４月１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサート（ゆかりの森 管理棟） 
 2004年８月から始まった星のハーモニーの活動も、６年半余りになりました。３月は大地震の直後でしたので、 

急遽中止となってしまいましたが、ようやく訪れた春と共に、迎える春まつりです。 

 活動のご紹介を兼ねて、テーブル劇「イースターの物語」や水彩画の展示、ミニライアーコンサート、ミニバ

ザー等ご家族で楽しんでいただく企画です。お誘い合わせの上、多くの皆様のご来場をお待ちしております。 



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

～春のお楽しみコンサート 開催のお知らせ～４月２６日（火）10:30～オルフェの庭 

一品持ち寄りで楽しくお花見しながらの内輪の会です。弾きたい曲を持ち寄って楽しく奏でる予定です。 

メンバーの皆さんはじめ、通信会員の皆さん、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27回目 2011年４月１４日（木）10:30～15:30 オルフェの庭予定♪ 

（要予約☆参加費５００円）３月10日は、Nao、Yasu、Tomo、のんのん、Keiko、Kayoyo、渡辺さんと８名で、春

の曲、卒業にちなんだ曲の数々を楽しみました。４月は童謡、唱歌～ポピュラーまで、春を迎えた喜びの曲の数々

を奏でる予定です。どうぞお楽しみに～♪ ※４月から始まりが、10時半からになります。 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 ゆかりの森 森のホール ４／５（火）10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター４／１２,１９（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺）※５日はお休みです。 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター ４／６,２０(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター ４／２１(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”４／２１（木）16:00～19:00 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  ４／１０（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭予定 ４／１４（木）10:00～15:00  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町) ４／１３(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

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

♪ ひたちライアーの奏          ４／１４,２１（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） 未定 ／（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）           ４／２３（土）13:00～15:30（千代川公民館２階） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ４／９（土）キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） ４／１８（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） ５／３０（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＞ 

４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサートほか（ゆかりの森 管理棟）11:00～ 

５／３１（火）あひるコンサート（喫茶あひる）14:00～ 会場の都合で未定です。 

６／２５（土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～ 

                                        アルスホール 

＜関係者限定＞ 

４／２６（火）春のお楽しみ会 オルフェの庭  10:00～16:00 

************************************************************************************************ 
＜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 田村のり子 アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
４／３（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 竹園交流センター 

４／１０（日）星のハーモニー 春まつり ゆかりの森  管理棟 11:00～  

４／１２（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～ 

４／２７(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体験講座 10:00~狛江エコルマホール 

５／２８（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 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 
 

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2011年４月１日(金） 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.104～  ♪ 

                         
 

～新緑のあひるコンサート開催です♪５／３１（火）洞峰公園内、新都市記念館＆喫茶あひる～  

リーダー会メンバーによるあひるコンサートです。新都市記念館にて 15:00～入場無料で東日本大震災の募金

箱を置かせて頂くことにしました。洞峰公園の新緑の美しい景色を眺めながら、心安らぐひとときをお過ごしい

ただけたらと思います。演奏後は、お隣りの喫茶あひるでのティータイムです。こちらは定員がございますので、

要予約となっています。多くの皆様のご来場をお待ちしております。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

☆５／１４(土）ライアー響会主催 交流のつどい 自由学園明日館（池袋）第１部13:45～第２部17:00～ 

（休憩ティータイム15:45～17:00）入場無料 

毎年恒例のライアー響会主催、「交流のつどい」です。今回はこれまで最多の29組もの参加で、ソロやデュオ

をはじめ、様々なグループの多彩な演奏を、響きの良いホールで聴くことができます。 

「つくばライアーの響き」は第１部の１番に９名で演奏します。曲目は、モーツァルトの「ハレルヤ」とバッハ

＝グノーの「アヴェ・マリア」です。皆様、どうぞお出かけください。 

 
～4月の公演から～ 

★４月１０（日）星のハーモニー 春まつり ミニライアーコンサート（ゆかりの森 管理棟） 

(Yasu、Marit、のんのん、Keiko、momo、Fuji、芝山) 
麗かな春の日和、満開の桜とあたたかな陽射しの中で、８組のご家族と共に、テーブル劇「イースターの物語」

や、ミニライアーコンサート、アートワーク、ミニバザー等を楽しみました。余震もなくライアーも心地よく響

き、ゆったりと穏やかな時間を過ごすことができました。Dojiはじめ、当日スタッフ、演奏者の皆様、ご協力あ

りがとうございました。 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

★４月２６日（火）～春のお楽しみコンサート2011～オルフェの庭～ 

新緑のオルフェの庭に、15名のメンバーの皆さんが集まり、届いたばかりのレーマンさん作、タオライアーの

響きと皆さんの澄んだ歌声での始まりでした~♪うぐいすの美しい鳴き声を聴きながら春の曲など、皆さんと奏で

た後は、一品持ち寄りで和気藹々と歓談し、楽しい一日を過ごしました。会の終わりには最後までいらした皆さ

んに～タオライアーの癒し体験を～☆不思議に身体が楽になり疲れがとれましたね。詳しくは別紙をご覧下さい。 

 
メンバー 自己紹介 その７6 誕生日  １月１３ 日 阿見町 Fusako さん  

４月に仲間入りしましたFusakoです。 
私とライアーとの出会いは、一昨年友人に誘われて恵光寺で皆さんの生演奏を聴く機会ありました。 
その時のライアーの響きが忘れられず、まさに一目惚れです。音色に惹かれて無謀にも入会してしまいました。 
私は覚えるのにおそらく皆さんの倍以上時間を要すると思います。 
でも見放さずご指導のほどよろしくお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～各クラスご参加の皆様へお知らせ～～～～～～～～～～～～～～～～ 

今年度、６月から各クラス「登録制」となります。 

登録して頂くことによって、リーダー＆サブリーダーが、各クラスでどなたが参加されるのかを把握でき、 

そのメンバーの皆さんに合わせた準備（楽譜等）もスムーズになります。 

別紙、「リーダーより抱負とメッセージ 2011」をご覧いただき、それぞれのクラスに１年を通して継続的に参加ご

希望の方には、各クラスで登録票にお名前をご記入いただければ、登録完了となります。 

またほとんどのクラス後半の時間は、主にコンサート、公演等のアンサンブル練習になりますので、見学は自

由です。なお、ご欠席の場合や遅刻、早退される場合には、各クラスリーダーと芝山にも必ず事前にお知らせ

ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

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



♪自由アンサンブルクラス 第28回目 2011年５月１２日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

（登録制☆８月、12 月はお休みで、年間10 回、楽譜はお休みの場合も用意、１回当たり 300 円） 

４月1４日は、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、Fuji、芝山と７名で、桜が満開のオルフェの庭で、

童謡、唱歌～ポピュラーまで、春を迎えた喜びの曲の数々を楽しみました。５月は新緑に囲まれて心躍る楽しい

曲の数々を奏でる予定です。どうぞお楽しみに～♪  

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ５／６（金）10:00 ～12:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター      ５／１０,１７,２４（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター      ５／１８(水）13:00～17:00 （のんのん＆Fuji） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター     ５／１９(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”５／１９（木）16:00～18:00 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（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ５／１２（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ５／１１,２５(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆交流のつどい＆あひるコンサート 特別練習 竹園交流センター 音楽室 ５／６（金）13:00 ～17:00  

      ☆七夕コンサートリハーサル ６／１４（火）オルフェの庭 10:00～15:00 

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

♪ ひたちライアーの奏  ５／１２,１９，２６（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市） 未定 ／（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ５／１６（月）ライアー講座 10:30～12:30  

            ６／２０（月）ライアー響会主催 初めてライアーに触れる人のための体験講座 10:30～12:00 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）            ５／２２（日）13:00～15:30（千代川公民館） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市）  ５／２８（土）キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）  ５／３０（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＞ 

５／３１ （火）あひるコンサート15:00～（開場14:30）（洞峰公園内、新都市記念館 ティータイム 喫茶あひる） 

６／２５ （土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～ アルスホール 

７／２  （土）ヴァルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos）①11:00～②13:00～予定 

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば恵光寺）14:00～ 

１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～  

＜関係者限定＞ 

６／９   (木)  吾妻乳幼児学級開級式 ライアーコンサート 吾妻交流センター 音楽室 10:30～11:00 

１１／１８(金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40      

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

＜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 田村のり子 アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
５／１  （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 竹園交流センター 

５／１０（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～ 

５／１４ (土）ライアー響会主催 交流のつどい 自由学園明日館（池袋）13:45～ 

５／１５（日）星のハーモニー  ゆかりの森  管理棟 10:30～  

５／２８（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 稲荷第２公民館 

６／１８（土）ライアー響会公開講座No.27ジョン・ビリングと弾く“アルビノーニのアダージョ”  

10:00～15:00 横浜・みどり野幼稚園ホール 

**************************************************************************************************** 
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＞   2011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.105～  ♪ 

                         
 

～七夕コンサート開催のお知らせ～ 

６／２５ （土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～ アルスホール 

今年で８回目となります、七夕コンサートです。昨年のクリスマスコンサートと同様、小さなお子さん向きの

プログラムを午前に、大人向きのプログラムを午後に分かれた構成です。第１部は並木クラスのおさちゃん、渡

辺さん、Yasuを中心に皆さんでご相談いただいた七夕のお話など楽しい企画です。第２部はアイルランドの曲や

サウンドオブミュージックから、アルトライアーも沢山登場する豪華アンサンブルをどうぞお楽しみに～♪ 
 

☆ヴァルドルフ人形の四季展 ６月２７日（月）～７月３日（日）アトリエkyklos 10:00～18:00 
 ３月の予定から延期となった日立市、根本裕美さんのアトリエでの催しです。 ＜ライアーコンサート＞ 

７月２日（土）11:00～13:00～ つくばライアーの響き  ３日（日）11:00～ ひたちライアーの奏 

～5 月の公演から～ 

★ ５月３１日（火）ライアーコンサート♪洞峰公園内、新都市記念館 
（Nao＊おさちゃん＊のんのん＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山） 

台風の影響で心配されていたお天気も回復し、洞峰公園の新緑と、バラの芳香に包まれて、30名余りのお客様

にご来場いただき、多くのメンバーの皆さんのご協力のお陰で無事終了いたしました。全員で心を込めて演奏し、

ティータイムもお客様と歓談しながら和やかに過ごすことができました。  

裕美さんの「支援の輪」を応援すべく、星の子と共に置かれた募金箱には、沢山の義援金が集まりました。ご

協力に感謝いたします。詳しくは別紙をご覧ください。 

 

★ ５月１４日(土）ライアー響会主催 交流のつどい 自由学園明日館 

（Yasu＊Nao＊Marit＊根本裕美＊Keiko＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山） 

今年も明日館を訪れる機会に恵まれ、窓辺から見え隠れする初夏の美しい緑を楽しみながら皆さんと演奏した 
午後はとても思い出深いものとなりました。今回の 曲、モーツァルトの「ハレルヤ」は歌のカノンで＆バッハ＝ 

グノーの「アヴェ・マリア」はあまりにも知られた曲であり、最後まで未熟者の私が本当に参加してよいものだ 
ろうかと悩んでいましたが、本番、 メンバーの皆さんが呼吸を合わせ、会場の澄んだ空気を美しい音色で優しく 
染めていくと私自身も皆さんの魔法のベールに包まれて、最後まで守られながら不思 議と弾くことが出来ました。 
本当に感謝でした。また一番最初の演奏だったので、終了後ゆっくり他の参加された方々の素敵な音色をゆった 
りと聞けたのも楽しい時間となりました。中でも、バンビーノさんたちの、その小さな手で奏でた演奏はまるで 
天使が舞い降りてきたような純粋な音色で、魅了されてしまいまし た。決して大きな音ではなくても、確実に美 
しい音色の本質をしっかり届けてくれて、心に沁み込んでいくのでした。素敵な♪をたくさん胸のポケットにいた 
だいて帰宅できましたこと、企画して下さったライアー響会の運営の方々そして参加された皆さんに有難うござ 
いました。                                                                       Marit 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

☆ 自由アンサンブルクラス 
今まであまり参加していなかったアンサンブルクラスに出られるようになって、嬉しい発見がありました。 

まだ自分が弾くには難しいレベルの曲がたくさんあって聞くだけでもと思って楽しんでいたら、仕事先でオルガ

ニストの方が弾かれていた曲がたまたまアンサンブルで聞いた曲で、休憩の時に、『季節に合った素敵な曲でした

ね』とその方に自然に声掛けしている自分がいました。また先日出かけたチャリティーコンサートでは、いくつ

もの有志が集まっての演奏だったので すが、その息の合った演奏に感動できたのも、アンサンブルで体験させて

もらっているからその気付きに繋がったのだと。 
  これからも、新たな発見を楽しみながら参加出来たら嬉しく思います。             Marit 
 



♪自由アンサンブルクラス 第29回目 2011年６月３０日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

５月12日は、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、keiko、Kayoyo、Fuji、渡辺さん、芝山と10名で、

新緑とバラに囲まれて心躍る楽しい曲の数々を奏でました。６月は映画音楽やポピュラーな曲を中心に楽しみな

がら弾きます。  

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ６／２（木）10:00 ～15:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室   ６／７,２１,２８（火）10:00～14:00 （おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   ６／１(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス           ６／１５(水）10:30～14:30 (のんのん) 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  ６／１６(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”６／１６（木）15:30～18:00 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  ６／１２（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ６／３０（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ６／８,２２(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

      ☆七夕コンサートリハーサル ６／１４（火）オルフェの庭 9:30～15:00 

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

♪ ひたちライアーの奏  ６／２,９，１６（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング（福島県いわき市） ６／１０,２４（金） リーダー（根本裕美）13:00～                  

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）  ６／２０（月）ライアー響会主催  

初めてライアーに触れる人のための体験講座 10:30～12:00 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）            ７／１７（日）13:00~15:30（千代川公民館） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市）  ６／１１（土）キンダーハープ＆ライアークラス 体験講座  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）  １０／３１（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＞ 

６／２５ （土）七夕ライアーコンサート 第1部（子ども向き）11:15～、第2部14:00～ アルスホール 

７／２  （土）ヴァルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos）①11:00～②13:00～ 

７／３  （日）ヴァルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos）11:00～ひたちライアーの奏 

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば恵光寺）14:00～ 

１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～  

＜関係者限定＞ 

６／９   (木)  吾妻乳幼児学級開級式 ライアーコンサート 吾妻交流センター 音楽室 10:30～11:00 

７／１５  (金)  葛城小学校家庭教育学級 ライアーコンサート エムズ・ティールーム 11:00～12:00 

１１／１８(金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40  

2012 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30      

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

＜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/ 
６／５  （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 竹園交流センター 

６／１２（日）星のハーモニー  ゆかりの森  管理棟 10:30～ 

６／１８（土）ライアー響会公開講座No.27ジョン・ビリングと弾く“アルビノーニのアダージョ”  

10:00～15:00 横浜・みどり野幼稚園ホール 

６／２５（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 城東公民館 

６／２８（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～ 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2011年６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.106～  ♪ 

                         
 

～七夕コンサート☆2011 無事終了しました♪～ 

６月２５日（土）七夕ライアーコンサート アルスホール 

（はづき＊Yasu＊Nao＊おさちゃん＊Fusa＊Marit＊Tommy＊のんのん 

根本裕美＊Mifu＊Keiko＊momo＊Kayoyo＊Fuji＊渡辺＊芝山） 

８回目の七夕コンサート、猛暑が続いた後やや涼しい一日となり、お客様も１部２部とも約60名ずつ、 
ご来場いただきました。第１部は15名、第２部は13名での演奏でした。詳しくは別紙をご覧ください。 
 

６月９日 (木)  吾妻乳幼児学級開級式 ライアーコンサート 吾妻交流センター 音楽室  

（Yasu＊Nao＊おさちゃん＊Marit＊Fuji＊渡辺＊芝山） 

渡辺さんは、吾妻乳幼児学級の先輩だそうで、その経験を生かして、司会をして頂きました。 

はじめは、初対面のお仲間同志、まだ戸惑いも感じられる様子でしたが、「雨降りくまのこ」や「水たまり」等、

歌になると、リラックスした雰囲気になり、親子で楽しんでくださっていました。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
７月２日  （土）ウォルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos）①11:00～②13:00～ 

裕美さんのアトリエkyklosでのスウェーデンひつじの詩舎ぱたぼん講師の皆さんの作品展を観に行き、 

６名で演奏して参ります。３日にはひたちライアーの奏の演奏もあります。 

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

～ ５月１４日（土）ライアー響会交流のつどい メモリー ～ お二人からご感想が届きました～♪ 

＊「先日は交流コンサートで大変お世話になりました･  

トップバッターのつくばの皆様の、泉が湧き出るような、静かで力のある演奏に感動してしまいました･  

まさに「弾かない弾き方」でした Y.M.」 

＊「先刻は素敵なライアーコンサートをありがとうございました。 

つくばの皆さんの美しいハーモニーに心が癒されました。M.T.」 

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

 
メンバー 自己紹介 その７７ 誕生日  ４月２９日  Y.Uさん 千葉県白井市 

ライアーと出会った時、長い間求めていた何かが見つかるような、不思議な予感に包まれました。 

素敵な先生にも恵まれて、これからが楽しみです。どうぞ宜しくお願い致します！ 

 

Uさんは、５月から個人レッスンを始められました。ライアー響会でもお会いできそうです。 

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

6月16日（木）夕方５時10分～20分、ラジオ茨城放送「ほっとボイス」出演♪ 

つくばライアーの響きを代表して、根本裕美さん、Keikoが生出演して下さいました。 

始まりの「サリーガーデン」の演奏も、落ち着いてよく聞こえました。 

トークも素敵なお声で、七夕コンサートの宣伝をしていただき、ありがとうございました。 

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

～～ホームページリニューアルのお知らせ～～ 
このたび、momoご夫妻が、ホームページを素敵にリニューアルしてくださいました☆  
いつもお世話になりありがとうございます。益々、公演依頼が増えそうな予感です。是非、ご覧ください。 

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

              11周年記念☆お楽しみコンサート♪ 7月２０日(水）10:00～15:00 オルフェの庭 

つくばライアーの響き11周年を記念し、皆さんと集い響きを楽しむ、お楽しみコンサート☆夏♪開催です。 

ひたちライアーの奏の方も参加される予定です。詳しくは後日お知らせします。 



♪自由アンサンブルクラス 第30回目 2011年７月１４日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

６月30日は、猛暑となりましたが、はづき、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、momo、芝山と７名で、 

カロランの新しい曲集や、ヘンデルの水上の音楽、ポピュラーな曲等、沢山の曲を奏でました。 

７月はグリーンアイランド曲集や、映画音楽やポピュラーな曲を中心に弾く予定です。  

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ７／７（木）10:00 ～15:30  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室    ７／５,１２,１９,２６（火）10:00～14:00（おさちゃん＆渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   7／６(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス・11周年記念お楽しみコンサート♪ ７／２０(水）10:00～15:00 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  ７／２１(木)  13:00～17:00（momo）＊午後になります 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”７／２１（木）17:00～18:00 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  ７／１０（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ７／１４（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ７／１２,２６(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ 秋10thコンサート 夏の集中練習 オルフェの庭 

                     ８／３０（火）,３１(水）10:00～予定 

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

♪ ひたちライアーの奏 ７／７,１４，２１（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング７／２２，２９（金）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 13:00～                  

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） ７／１１（月）10:30～12:30 ライアー講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）            ７／１７（日）13:00~15:30（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）  ７／９（土）13:00～キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市） １０／３１（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＞ 

７／２（土）～３日（日）ウォルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos） 

＜演奏＞２日 つくばライアーの響き①11:00～②13:00～、３日 11:00～ひたちライアーの奏      

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば惠光寺）14:00～ 
１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 

１０／２３（日）つくば山麓秋祭り 華の幹 古民家   人形劇＆ライアー演奏 （詳細未定） 

１０／２９（土）つくば山麓秋祭り 華の幹 古民家  鈴木もえみさん朗読＆ライアー演奏 （詳細未定） 

＜関係者限定＞ 

７／１５  (金) 葛城小学校家庭教育学級 ライアーコンサート エムズ・ティールーム 11:00～12:00 

１１／１８ (金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40  

2012 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30      

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

＜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/ 
７／３  （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 竹園交流センター 

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

７／１２（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30 

７／９（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 城東公民館 

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

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2011年７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.107～  ♪ 

                         
 

～秋の１０th コンサート開催のお知らせ♪10月15 日（土）14:00開演 つくば恵光寺～ 

秋の定期コンサート、今年は10回目となります。テーマは～日本の秋～ 

お馴染みの日本の秋の曲、赤とんぼや紅葉のほか、わらべうたや、J.ビリング氏が日本の秋をイメージして作曲

された「秋の庭」等、美しい日本の秋を彩る名曲の数々のアンサンブルの予定です。 

 
～*～*～*～*～７月の公演から～*～*～*～*～ 

７月２日（土）ウォルドルフ人形の四季展 ライアーコンサート（アトリエkyklos）①11:00～②13:00～ 

（Nao＊Marit＊Keiko＊Fuji＊渡辺＊芝山） 
3月の震災のため延期されたウォルドルフ人形の作品展が、アトリエkyklosで開催されました。今回は、2009 

年にスウェーデン大使館で行われた作品展の巡回展となっていて、ぱたぽんの皆さまが愛情込めて作ったお人形

達をたくさん見ることが出来ました。 
 7 月 2 日には、いつもお世話になっている「つくばライアーの響き」メンバー、6 名の皆さまに来ていただい

て、ライアー演奏をしていただくことが出来ました。 
 七夕コンサートで演奏したオ・カロランやジョンビリングの曲、夏の曲などたっぷり演奏していただき、心か

ら癒されました。遠いところおいで下さって本当にありがとうございます。心から感謝です＼(^_^)／ 
 日立でも、もっとライアーの音色に癒されて、ライアーを好きになってくれる方が増えるといいなぁ～とお星

さまに願っています。 
 アトリエ Kyklos はきれいな海のすぐ側です。少し遠いですが、夏休みに足を伸ばして是非一度遊びにおいで

下さいませ。お待ちしています！                              根本裕美 

 

７月１５日(金) 葛城小学校家庭教育学級 ライアーコンサート エムズ・ティールーム 11:00～12:00 

（Yasu＊Nao＊おさちゃん＊のんのん＊momo＊Fuji＊渡辺＊芝山） 

 葛城小学校家庭教育学級のご父兄の皆様からのお招きで、大人の為のコンサートです。 

インテリア九重の２階にある、輸入家具、アンティーク家具の展示スペースにステージを作り、16名の皆さん

に約１時間、聴いていただきました。海や浜辺のうたなど、日本の夏の曲の他、七夕コンサートで弾いた O’カ

ロランやJ.ビリングの曲、星に願いを、星ひとつ、見上げてご覧夜の星を、等を８名で演奏しました。色々なエ

ピソードも交えたmomoの名司会、時間もぴったりで好評でした。暑い中ご協力ありがとうございました。 

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

☆Kimi、Kちゃん、ご誕生おめでとうございます！☆ 

 今年５月22日、昨年からの新メンバー、Kimiに、女の子の赤ちゃんが誕生し、７月26日（火）の並木クラス

にKちゃんと共に遊びにいらっしゃいました。皆で代わる代わる天使のような赤ちゃんを抱っこさせていただき

とても幸せな時間でした。最後に♪「よろこびのうた」と♪「あなたへ」の演奏＆歌をプレゼントしました～。

またいつでも遊びにいらしてくださいね。 

「プレゼントと可愛いメッセージカードを有り難うございました。昨日は久しぶりにライアーの響きを耳にして

親子共に癒されました。ライアーと素敵な歌声に涙腺がウルウルしてしまいました。Kも皆さんにあやしてもら

えて満足そうでした。夜もぐっすり寝てくれましたよ。また機会がありましたらオルフェの庭へも行きたいと思

います。Kimi」 

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

 11周年記念☆お楽しみコンサート♪ 7月２７日(水）10:00～15:00 オルフェの庭 

つくばライアーの響き11周年を記念し、皆さんと集い響きを楽しむ、お楽しみコンサート☆夏♪、当初

予定していた20日は台風の為延期となりましたが、ひたちライアーの奏からYama、裕美さん、そして発足

当初メンバーでコンサートにご協力いただいているHisa、Nokotaもご参加くださり、14名の皆さんが集ま

り、楽しい１日を過ごしました。詳しくは「オルフェの庭から20」をご覧ください。 

 



～響きへのヒント～ 

名ピアノ・トリオとして知られたボザール・トリオのピアニストだったメナハム・プレスラーが、その人気の秘

訣は「何千回と演奏しても飽きないのは、冷凍品を暖め直すだけの繰り返しの料理ではなく、常に新鮮な料理の

ように演奏すること・・」と、ある番組で語っていました～。皆さんは名シェフ揃い、次はどんな味の演奏にな

るのか楽しみですね。 

♪自由アンサンブルクラス 第31回目 2011年９月８日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

７月14日はYasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、Fuji、渡辺さん、芝山と8名で、６月に引き続きヘ

ンデルの水上の音楽など、またポピュラーな曲ではムーンリバー、グリーンアイランド曲集等をパートチェンジ

しながら奏でました。９月は秋の曲、ミカエルの曲等の予定です。 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭         ８／２５, ９／２９(木) 10:00 ～15:30  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室   ８／２,９,２３（火）10:00～14:00（２日 おさちゃん・渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   ８／３(水）13:00～17:00 （のんのん・momo） 

♪ オルフェの庭クラス                      ９／２１(水）10:00～15:00（のんのん）8月はお休み 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  ９／１５(木)  13:00～15:30（momo）＊午後 8月はお休み 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ９／１５（木）15:30～18:00 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  ９／２５（日）14:00～16:00 8月はお休み 

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ９／８（木）10:30～15:30 8月はお休み 

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ８／１０,２４(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ 秋10thコンサート 夏の集中練習   ８／３０（火）,３１(水）10:00～16:00予定（オルフェの庭） 

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

♪ ひたちライアーの奏 ８／４,１８（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング８／２６（金）  リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 13:00～                  

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） ９／２６（月）10:30～12:30 ライアー講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）       ８／２８（日）13:30～15:30千代川公民館レストハウス 

９／９ （金）10:00~12:00（砂沼荘）午後、施設で演奏 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市）  ９／１０（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／３１（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＞                                  

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば惠光寺）14:00～ 
１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 

１０／２３（日）筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家   人形劇＆ライアー演奏 （詳細未定） 

１０／２９（土）筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家  鈴木もえみさん朗読＆ライアー演奏 （詳細未定） 

＜関係者限定＞ 

１１／１８ (金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40  

2012 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30      

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

＜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月はお休み 

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/ 
８／２１（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 竹園交流センター 

９／２５（日）星のハーモニー  ゆかりの森  管理棟 10:30～12:20 8月はお休み 

９／１３（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30 8月はお休み 

９／２４（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市内の公民館（未定） 

**************************************************************************************************** 
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＞   2011年８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.108～  ♪ 

                         
 

～秋の１０thコンサート♪10月15日（土）14:00開演 つくば恵光寺～ ～秋の１０thコンサート♪10月15日（土）14:00開演 つくば恵光寺～ 
８月30日に秋のコンサート参加者16名全員、31日に13名の皆さんと２日間、オルフェの庭にて、夏の集中

練習をしました。参加された皆さんお疲れ様でした。今回のテーマは～日本の秋～、ということで、演奏依頼の

多い秋、多くのメンバーの皆さんにご参加頂ける様に毎年、様々な外部コンサートで定番のレパートリーを揃え

ています。お客様には、わらべうたや美しい日本の曲で、ほっとするひと時を過ごしていただけたら嬉しいです。

手代木クラスの皆さんが、１年かけてじっくり仕上げてきたＪ.ビリング「秋の庭」もどうぞお楽しみに～。 

８月30日に秋のコンサート参加者16名全員、31日に13名の皆さんと２日間、オルフェの庭にて、夏の集中

練習をしました。参加された皆さんお疲れ様でした。今回のテーマは～日本の秋～、ということで、演奏依頼の

多い秋、多くのメンバーの皆さんにご参加頂ける様に毎年、様々な外部コンサートで定番のレパートリーを揃え

ています。お客様には、わらべうたや美しい日本の曲で、ほっとするひと時を過ごしていただけたら嬉しいです。

手代木クラスの皆さんが、１年かけてじっくり仕上げてきたＪ.ビリング「秋の庭」もどうぞお楽しみに～。 

  

～☆１０月1日(土)「ティンクルライアーＭito」スタート☆～ ～☆１０月1日(土)「ティンクルライアーＭito」スタート☆～ 
「ティンクルライアーＭito」が10月1日(土)から、いよいよスタートします。 「ティンクルライアーＭito」が10月1日(土)から、いよいよスタートします。 

活動拠点となる予定だった常磐市民センターが、東日本大震災の影響で使用不可となり、延び延びになっていま

したが、ようやく新しい常磐市民センターが完成し、水戸での活動がスタートできる運びとなりました。 
活動拠点となる予定だった常磐市民センターが、東日本大震災の影響で使用不可となり、延び延びになっていま

したが、ようやく新しい常磐市民センターが完成し、水戸での活動がスタートできる運びとなりました。 
水戸では、まだライアーの知名度は極めて低いといえますが、ゆっくりでも地道に活動をしていく中で、ライ

アーの響きを水戸の地にも浸み込ませ、聞く人の心にも沁み込んでいけるようなサークルを作り上げていければ

と思います。 

水戸では、まだライアーの知名度は極めて低いといえますが、ゆっくりでも地道に活動をしていく中で、ライ

アーの響きを水戸の地にも浸み込ませ、聞く人の心にも沁み込んでいけるようなサークルを作り上げていければ

と思います。 
しばらくは、つくばや日立の皆様のお力をお借りすることになりますが、10年後には県央地区の人間だけでも

しっかり運営し、演奏活動ができるようなサークルになれればいいなぁ、と言い出しっぺとしては思うのであり

ます。 

しばらくは、つくばや日立の皆様のお力をお借りすることになりますが、10年後には県央地区の人間だけでも

しっかり運営し、演奏活動ができるようなサークルになれればいいなぁ、と言い出しっぺとしては思うのであり

ます。 
まだまだの私が本当に責任者としてやっていけるかどうか、とても不安ですが、今までの「なぁ～んとなく」

というのから脱皮して、幼虫からせめてサナギになれるよう勉強していきたいと思います。皆さ～ん、どうか応

援してくださいね。 

まだまだの私が本当に責任者としてやっていけるかどうか、とても不安ですが、今までの「なぁ～んとなく」

というのから脱皮して、幼虫からせめてサナギになれるよう勉強していきたいと思います。皆さ～ん、どうか応

援してくださいね。 
 10月1日(土)の記念すべき初日は、水戸の皆様にライアーのお披露目を兼ねて、「ミニチャリティコンサート」

をします。ご協力、よろしくお願いいたします。                    Keiko 
 10月1日(土)の記念すべき初日は、水戸の皆様にライアーのお披露目を兼ねて、「ミニチャリティコンサート」

をします。ご協力、よろしくお願いいたします。                    Keiko 
～～～～～癒しの音色 ライアー チャリティコンサート～～～～～ ～～～～～癒しの音色 ライアー チャリティコンサート～～～～～ 

10月1日(土) 午後1時30分～ 常磐市民センター 入場無料  10月1日(土) 午後1時30分～ 常磐市民センター 入場無料  
東日本大震災募金にご協力ください。 東日本大震災募金にご協力ください。 

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

～～オルフェの庭クラス～９月から新スタート～ ～～オルフェの庭クラス～９月から新スタート～ 
オルフェの庭クラスは、コンサートのための練習というところから一歩離れて、季節の祝祭の曲や惑星の曲、

響きの曲等を弾いていく新しいクラスとして9月からスタートします。「レインボーサークル」（「Kanons Durchs 

Jahr ２５Kanons」より）をテーマ曲に、ゆっくりのんびり、ひとつひとつの音を味わいながら、季節のめぐり

や星々の世界を、ライアーの響きを通して感じる時を持てたら・・・と思います。 

オルフェの庭クラスは、コンサートのための練習というところから一歩離れて、季節の祝祭の曲や惑星の曲、

響きの曲等を弾いていく新しいクラスとして9月からスタートします。「レインボーサークル」（「Kanons Durchs 

Jahr ２５Kanons」より）をテーマ曲に、ゆっくりのんびり、ひとつひとつの音を味わいながら、季節のめぐり

や星々の世界を、ライアーの響きを通して感じる時を持てたら・・・と思います。 

第３水曜日10:30～15:00 場所は、オルフェの庭にて、９月から新スタートなので、改めて、登録メンバーを

募集し直します。よろしくお願いいたします。                        のんのん 

第３水曜日10:30～15:00 場所は、オルフェの庭にて、９月から新スタートなので、改めて、登録メンバーを

募集し直します。よろしくお願いいたします。                        のんのん 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* ～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
～a song for Japan～ 日本に捧ぐ歌 ～a song for Japan～ 日本に捧ぐ歌 

 7月23日（土）にフルート奏者の友人が出演するブロカートフィルハーモニー管弦楽団の小編成の複数グルー

プによるコンサートを東京に聞きに行った際、Ｓ．フェルヘルスト作曲「ア・ソング・フォー・ジャパン」とい

う曲が、トロンボーン四重奏で演奏され、とても美しい曲で感動しました。プロアマを問わず、演奏した動画や

音源をYou Tubeにアップすることによって、チャリティ活動の輪を広げていくことを目的としたプロジェクトだ

そうです。詳しくは下記サイトご覧ください。 

 7月23日（土）にフルート奏者の友人が出演するブロカートフィルハーモニー管弦楽団の小編成の複数グルー

プによるコンサートを東京に聞きに行った際、Ｓ．フェルヘルスト作曲「ア・ソング・フォー・ジャパン」とい

う曲が、トロンボーン四重奏で演奏され、とても美しい曲で感動しました。プロアマを問わず、演奏した動画や

音源をYou Tubeにアップすることによって、チャリティ活動の輪を広げていくことを目的としたプロジェクトだ

そうです。詳しくは下記サイトご覧ください。 

世界中のトロンボーン吹きとファンによる東日本大震災チャリティコラボプロジェクト 世界中のトロンボーン吹きとファンによる東日本大震災チャリティコラボプロジェクト 

～a song for Japan～日本に捧ぐ歌   http://www.trombones.jp/～a song for Japan～日本に捧ぐ歌   http://www.trombones.jp/ 

記念楽曲・編曲版、無料でダウンロードできます。色んな編曲版が出ていて、Brass Ensemble Versionの響き

をライアーでも奏でてみたいと思っています。 
 

http://www.trombones.jp/


♪自由アンサンブルクラス 第31回目 2011年９月８日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

8月はお休みで、９月でちょうど４年目に入ります。これまで奏でて参りました秋の曲などを楽しみたいと思

います。聴いて頂くだけでもＯＫです。初秋、オルフェの庭でのライアーの響きを、どうぞ楽しみに～。 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ９／２９(木) 10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  ９／６,１３,２０,２７（火）10:00～14:00（おさちゃん/渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   ９／７(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      ９／２１(水）10:30～15:00（のんのん） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  ９／１５(木) 10:00～15:30（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん” ９／１５（木）15:30～18:00 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  ９／２５（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ９／８（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ９／１４,２８(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ 秋10thコンサート リハーサル    １０／４（火）10:00～16:00（オルフェの庭） 

１０／１１(火）9:30～12:30 (恵光寺) 

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

♪ ひたちライアーの奏  ９／１,８,１５（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング ９／９,１６（金）  リーダー（根本裕美）       13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １０／１（土）  ライアーチャリティーコンサート 常磐市民センター 13:30～          

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） ９／２６（月）10:30～12:30 ライアー講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）       ９／９ （金）10:00~12:00（砂沼荘）午後、施設で演奏 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市）  ９／１０（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市）１０／３１（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＞ 

１０／１（土）癒しの音色ライアー・チャリティコンサート ティンクルライアー水戸（常磐市民センター）13:30      

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば惠光寺）14:00～ 
１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 

１０／２３（日） 筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏  

(1回目 11:00~ 2回目 14:00~） 

１０／２９（土）筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  

(1回目 11:00~  2回目 14:00~） 

＜関係者限定＞ 

１０／２２（土）女子留学生日本語弁論大会 （土浦市ワークヒル土浦 会議室）15:00～15:20 

１１／１８ (金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40  

１２／２０ (火) 沼田保育所「ライアー演奏」 

2012 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30      

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

＜その他の講座＞ 

９     （月）Artful Heart   講師 桃原広子 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 田村のり子 アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
９／４（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 竹園交流センター 

９／１３（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

９／２４（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 百合ヶ丘集会所 

９／２５（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 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2011年９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.109～  ♪ 

                         
 

～秋の１０thコンサート♪10月15日（土）14:00開演 つくば恵光寺～ ～秋の１０thコンサート♪10月15日（土）14:00開演 つくば恵光寺～ 
ようやく秋らしい日和が続き、10回目の定期コンサートも近づいて参りました。余りに暑かった時期に比べて

楽器の音色も落ち着き、秋の曲のアンサンブルも、次第にまとまってきています。   

ようやく秋らしい日和が続き、10回目の定期コンサートも近づいて参りました。余りに暑かった時期に比べて

楽器の音色も落ち着き、秋の曲のアンサンブルも、次第にまとまってきています。   

10月 4日（火）午前中のみ10時半～オルフェの庭にて、11日（火）つくば恵光寺ホールにて、２回リハー

サルをします。15日（土）のコンサートにいらっしゃれないメンバーの方、どうぞ聴きにいらしてください。 

10月 4日（火）午前中のみ10時半～オルフェの庭にて、11日（火）つくば恵光寺ホールにて、２回リハー

サルをします。15日（土）のコンサートにいらっしゃれないメンバーの方、どうぞ聴きにいらしてください。 

  

～☆１０月1日(土)「ティンクルライアーＭito」スタート☆～ ～☆１０月1日(土)「ティンクルライアーＭito」スタート☆～ 
「ティンクルライアーＭito」が10月1日(土)、常磐市民センターホールにて、スタートしました。 「ティンクルライアーＭito」が10月1日(土)、常磐市民センターホールにて、スタートしました。 
～はじめの一歩 ～ライアーの響き～と題して、６名で演奏したり、お客様に体験していただきました。 ～はじめの一歩 ～ライアーの響き～と題して、６名で演奏したり、お客様に体験していただきました。 

                         （おさちゃん 根本裕美 keiko momo 渡辺 芝山）                          （おさちゃん 根本裕美 keiko momo 渡辺 芝山） 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* ～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 入場無料 １０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 入場無料 

 ヴァイオリン、チェロ、ピアノのアンサンブルブーケの皆さん主催のコンサートに参加します。  ヴァイオリン、チェロ、ピアノのアンサンブルブーケの皆さん主催のコンサートに参加します。 

震災の為に作られた曲２曲等、10名で演奏する予定です。皆様のご来場お待ちしております。 震災の為に作られた曲２曲等、10名で演奏する予定です。皆様のご来場お待ちしております。 

（Yasu おさちゃん Marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 渡辺 芝山） （Yasu おさちゃん Marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 渡辺 芝山） 

  

＜筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家（つくば市小田 青木邸） 入場無料＞ ＜筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家（つくば市小田 青木邸） 入場無料＞ 

１０／２３（日） 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏 （星のハーモニー合同） （1回目 11:00~ 2回目 14:00~） １０／２３（日） 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏 （星のハーモニー合同） （1回目 11:00~ 2回目 14:00~） 

１０／２９（土） 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  （1回目 11:00~  2回目 14:00~） １０／２９（土） 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  （1回目 11:00~  2回目 14:00~） 

古民家再生保存の活動をされている「華の幹」さん主催のイベントに参加いたします。 古民家再生保存の活動をされている「華の幹」さん主催のイベントに参加いたします。 

それぞれ、２回公演です。古民家での響きはどんな感じになるのか楽しみです。また鈴木もえみさんの朗読と

音楽もどうぞお楽しみに～。皆様どうぞお出かけください。華の幹 ブログ http://blog.livedoor.jp/odakominka/

それぞれ、２回公演です。古民家での響きはどんな感じになるのか楽しみです。また鈴木もえみさんの朗読と

音楽もどうぞお楽しみに～。皆様どうぞお出かけください。華の幹 ブログ http://blog.livedoor.jp/odakominka/  
１０／２２（土）アトリエくらむぼん オータムライアーコンサート 14:30～15:30（川崎市） 

くらむぼんのお仲間とも７年目です。ライアーオーケストラメンバーの３名の方々も加わり、レーマンライア

ーデュオなど、３組のデュオや、７名でのアンサンブルをお楽しみいただけます。お近くの方がいらしたら是非

ご紹介ください。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
＜ライアー世界大会＞ 来年開かれるライアー世界大会の情報をご覧いただけます。 

ライアー２０１２ボーデン湖 ホームページ  http://lyre2012.heidsiek.eu/?q=ja  

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
＜ラジオ茨城放送 ＴＯＮＥクラス、生放送～！＞スクーピーレポート

http://www.ibs-radio.com/?act=M-5&ibs=21d92a362056479918a29bbacdbdf69f 

10月28日（水）ＴＯＮＥクラスに、ラジオ茨城放送からお二人いらっしゃり、11:02～と12:20～の２回、生

放送されました。Keiko、Kayoyoにも応援にかけつけて頂き、Mitsu、Fusa、Yokoと６名で急遽、アンサンブル練

習し、１回目はオータムリーブス、２回目は10thコンサートの宣伝に、コンサート曲の中から「夕焼け小焼け」

を演奏しました。また急にレポーターの方が体験しその演奏を放送したいとのご希望で、30分ほど、グリッサン

ド等し24のヴァリエーションを練習。無事、放送が終わり、ほっとしたのも束の間で、毎日のように９時頃～と

１１時頃～放送される「お元気ですか？」の一言メッセージの録音を一人ずつしました！ 10月6日、7日、8日、

10日と5名分順に放送されます。７日朝はまたライアーの宣伝をしていただけるようです。 

♪自由アンサンブルクラス 第32回目 2011年１０月１３日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

クラスが始まってから４年目に入った９月、はづき、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、のんのん、Kayoyo、Fuji、

芝山の9名で、これまで奏でて参りました秋の曲や映画音楽などを豪華アンサンブルで楽しみました。初秋、オ

ルフェの庭では、虫たちの声の軽やかな伴奏付きでした。午後からはYamanがゲストとして聴きにきて下さり、

岡山でずっと弾いていらした美しい曲も、ご紹介いただき弾くことができました。  

10月も秋の曲をはじめ、ジブリの曲等様々なジャンルの曲を奏でる予定です。 

http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://lyre2012.heidsiek.eu/?q=ja
http://lyre2012.heidsiek.eu/?q=ja


    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭         １０／ ６(木) 10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室   １０／１８,２５（火）10:00～14:00 （おさちゃん・渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   １０／５(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      １０／１９(水）10:30～15:00（のんのん） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  １０／２０(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” １１／１７（木）15:30～18:00 個人レッスン予約制  

＊10月はお休みです。        

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟  １１／２７（日）14:00～16:00 ＊10月はお休みです。 

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  １０／１３（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      １０／１２,２６(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ 秋10thコンサート リハーサル    １０／４（火）10:00～16:00（オルフェの庭） 

１０／１１(火）9:30～12:30 (つくば惠光寺) 

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

♪ ひたちライアーの奏  １０／６,１３,２０（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング １０／７,２１（金）  リーダー（根本裕美）        13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １０／１（土）  はじめの一歩～ライアーの響き～常磐市民センター 13:30～            

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前） １０／１７（月）10:30～12:30 ライアー講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）       １１／５（土）下妻市文化祭 演奏＆体験 

①10:00~12:00 ②13:00～15:00（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）  １０／８（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市） １０／３１（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＞入場無料 

１０／１（土） はじめの一歩～ライアーの響き～ ティンクルライアーMito（常磐市民センター）13:30～        

１０／１５（土）つくばライアーの響き10thコンサート（つくば惠光寺）14:00～ 
１０／１６（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～ 

１０／２３（日）２９（土）筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家（つくば市小田 青木邸） 

23日 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏★星のハーモニー合同(1回目 11:00~ 2回目 14:00~） 

29日 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  (1回目 11:00~  2回目 14:00~） 

＜関係者限定＞ 

１０／２２（土）女子留学生日本語弁論大会 （土浦市ワークヒル土浦 会議室）15:00～15:20 

１１／１８ (金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40  

１２／２０ (火) 沼田保育所「ライアー演奏」 

2012 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30      

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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/ 
１０／２（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 竹園交流センター 

１０／２２（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 稲荷第２公民館 

１０／２２（土）アトリエくらむぼん オータムライアーコンサート(川崎市) 14:30~15:30 

１０／２５（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

１１／２（火）ライアーアンサンブルミューズ コンサート 近江楽堂（新宿オペラシティ３階）19:00開演  

１１／５（土）下妻市文化祭 演奏＆体験 ①10:00~12:00 ②13:00～15:00（千代川公民館レストハウス） 

**************************************************************************************************** 
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＞   2011年１０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.110～  ♪ 

                         
 

         ～クリスマス☆ライアーコンサート2011開催のお知らせ～          ～クリスマス☆ライアーコンサート2011開催のお知らせ～ 

12月15日（木）ノバホールホワイエにてクリスマス☆ライアーコンサートを開催します。（入場無料） 12月15日（木）ノバホールホワイエにてクリスマス☆ライアーコンサートを開催します。（入場無料） 
第１部は、親子で楽しんでいただける楽しいプログラムで11時15分開演（11時開場）、赤ちゃんからご入場で

きます。午後は大人のためのプログラムで、第２部は13時半開演（13時15分開場）、小編成アンサンブル、第

３部は14時20分～クリスマスキャロルやバッハの曲等を演奏します。開演までの時間や、休憩時間にはグロッ

ケンアンサンブルの予定です。田村のり子さんのろうそくも飾られます。どうぞお楽しみに～♪ 

第１部は、親子で楽しんでいただける楽しいプログラムで11時15分開演（11時開場）、赤ちゃんからご入場で

きます。午後は大人のためのプログラムで、第２部は13時半開演（13時15分開場）、小編成アンサンブル、第

３部は14時20分～クリスマスキャロルやバッハの曲等を演奏します。開演までの時間や、休憩時間にはグロッ

ケンアンサンブルの予定です。田村のり子さんのろうそくも飾られます。どうぞお楽しみに～♪ 

  
～秋の10thコンサート♪10月15日（土）つくば恵光寺 無事終了しました～ ～秋の10thコンサート♪10月15日（土）つくば恵光寺 無事終了しました～ 

「日本の秋」をテーマとした 10 回目の定期コンサートは 60 名余りのお客様にご来場ただき、無事終える

ことができました。ご来場くださった方々、演奏、そしてお手伝いや応援に来て下さったメンバーの皆さん、あ

りがとうございました。詳しくは「10thコンサートを終えて～」をご覧ください。 

「日本の秋」をテーマとした 10 回目の定期コンサートは 60 名余りのお客様にご来場ただき、無事終える

ことができました。ご来場くださった方々、演奏、そしてお手伝いや応援に来て下さったメンバーの皆さん、あ

りがとうございました。詳しくは「10thコンサートを終えて～」をご覧ください。 

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

～10月の公演から～（詳しくは「秋の公演から～」「オルフェの庭から22」をご覧ください） ～10月の公演から～（詳しくは「秋の公演から～」「オルフェの庭から22」をご覧ください） 

★ １０月１６日（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～  ★ １０月１６日（日）アンサンブルブーケ主催 音の泉コンサート（アルスホール）14:00～  

（yasu おさちゃん marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 渡辺 芝山） （yasu おさちゃん marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 渡辺 芝山） 

 アンサンブルブーケの皆さん主催のコンサートに10名で参加しました。  アンサンブルブーケの皆さん主催のコンサートに10名で参加しました。 

10thコンサートで演奏した兎、故郷と、震災の為に作られた曲２曲を、気持ち良く演奏できました。 10thコンサートで演奏した兎、故郷と、震災の為に作られた曲２曲を、気持ち良く演奏できました。 

  

＜筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家（つくば市小田 青木邸）＞ ＜筑波山麓秋祭り 華の幹 古民家（つくば市小田 青木邸）＞ 

★ １０月２３日（日） 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏 （星のハーモニー合同） ★ １０月２３日（日） 人形劇『蛙の王様』＆ライアー演奏 （星のハーモニー合同） 
（Teiki Yasu おさちゃん Hisa  Marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 芝山） （Teiki Yasu おさちゃん Hisa  Marit のんのん 根本裕美 keiko momo Fuji 芝山） 

★ １０月２９日（土） 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  ★ １０月２９日（土） 鈴木もえみさん朗読『きつねの窓』＆ライアー演奏  
（Teiki Yasu Nao  Marit のんのん Mifu keiko momo 芝山） （Teiki Yasu Nao  Marit のんのん Mifu keiko momo 芝山） 

つくば市小田で古民家再生保存の会「華の幹」さん主催のイベントに参加しました。両日共お天気にも恵まれ、

沢山のお客様にご来場いただきました。ライアーの音色が初めてという多くの皆さんに生の響きをお届けでき、

お子さんたちにも人形劇や鈴木もえみさんの朗読を楽しんでいただけたようで何よりでした。私たちも、お祭り

共々、楽しみながら演奏できて良かったです。のんのんの地元ということで、ご近所の皆さんから多くの温かい

応援を頂き、感激でした。益々これからが楽しみですね。メンバーの皆さん、ご協力ありがとうございました。 

つくば市小田で古民家再生保存の会「華の幹」さん主催のイベントに参加しました。両日共お天気にも恵まれ、

沢山のお客様にご来場いただきました。ライアーの音色が初めてという多くの皆さんに生の響きをお届けでき、

お子さんたちにも人形劇や鈴木もえみさんの朗読を楽しんでいただけたようで何よりでした。私たちも、お祭り

共々、楽しみながら演奏できて良かったです。のんのんの地元ということで、ご近所の皆さんから多くの温かい

応援を頂き、感激でした。益々これからが楽しみですね。メンバーの皆さん、ご協力ありがとうございました。 

華の幹さんの下記ブログにもお写真入りでイベントの様子が詳しく掲載されています。お店の様子などもどう

ぞご覧ください。              華の幹 ブログ http://blog.livedoor.jp/odakominka/

華の幹さんの下記ブログにもお写真入りでイベントの様子が詳しく掲載されています。お店の様子などもどう

ぞご覧ください。              華の幹 ブログ http://blog.livedoor.jp/odakominka/  

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
★１０月２２日（土）女子留学生日本語弁論大会 （土浦市ワークヒル土浦 会議室） 

 ７名の皆さんのご協力で、おさちゃんとFujiにアルトライアーを担当して頂き、皆さん余裕で楽しく演奏でき

たとのことです。お忙しい中、ありがとうございました。 

（yasu おさちゃん marit keiko momo Fuji 渡辺） 

★１０月２２日（土）アトリエくらむぼん オータムライアーコンサート  

くらむぼんのお仲間と６回目のコンサート、響きの豊かな会場で、レーマンライアーデュオなど、３組のデュ

オや、７名でのアンサンブルを楽しんでいただくことができました。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪自由アンサンブルクラス 第33回目 2011年１１月１０日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

Teiki Yasu おさちゃん Marit のんのん のりのり Fuji 芝山の8名で、ジブリの曲や新曲も弾きましたが、

ほとんどは、これまで毎年のように奏でて参りました秋の曲を楽しみました。11月もさらに秋の深まりいくイメ

ージの曲や、シチリアーノ等も弾いてみたいと思います。 

 

http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://blog.livedoor.jp/odakominka/
http://blog.livedoor.jp/odakominka/


    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        １２／ １(木) 10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室 １１／１,８,１５,２２,２９（火）10:00～14:00（おさちゃん・渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   １１／２(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                   １１／１６(水）10:30～15:00（のんのん） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  １１／１７(木) 12:00～14:00（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１１／１７（木）15:30～18:00 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   １１／２７（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭   １１／１０（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)     １１／９,３０(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ クリスマスコンサート リハーサル １２／６（火）10:00～16:00（オルフェの庭） 

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

♪ ひたちライアーの奏  １１／１０,１７,２４（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング １１／１１（金）,２２（火）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １１／１９（土）  水戸市 常磐市民センター  13:00～             

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）１１／２１（月）10:30～12:00 ライアー響会ライアー体験講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）     １１／５（土）下妻市文化祭 演奏＆体験 

①10:00~12:00 ②13:00～15:00（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）2012年１／１４（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市） 2012年１／３０（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＞                            

１２／１５（木）つくばライアーの響きクリスマスコンサート（つくば市ノバホール ホワイエ）入場無料  

第１部11:15～ 第２部13:30～ 第３部14:20～ 詳しくはチラシをご覧ください。 

１２／２３ (金・祝)クリスマス☆ライアーコンサート19:00～20:00 南柏教会 

                             http://www2.odn.ne.jp/minamikashiwa/ 

＜関係者限定＞ 

１１／１８ (金) 竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40 

１２／７ (水)  流山おおたかの森マンション 老人ホーム＆保育所 ライアー演奏  

１２／２０ (火) 沼田保育所「ライアー演奏」 

１２／２５ (日)  土浦市・永国ケアセンター「クリスマス会」10:30～11:00 

2012 １／３１(火) 宝保育園 人形劇＆ライアーミニコンサート 

 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30 

 ３／３(土)  ピンクリボンの会 ライアー演奏 アルスホール 

４／２２(日) 下妻市 お茶会 ライアー演奏 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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/ 
１１／６（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 竹園交流センター 

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

１１／２（火）ライアーアンサンブルミューズ コンサート 近江楽堂（新宿オペラシティ３階）19:00開演  

１１／５（土）下妻市文化祭 演奏＆体験 ①10:00~12:00 ②13:00～15:00（千代川公民館レストハウス） 

１１／８（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

１１／２７（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 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2011年１１月１日(火） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.111～  ♪ 

                         
 

         ～クリスマス☆ライアーコンサート2011開催のお知らせ～ 

12月15日（木）ノバホールホワイエにてクリスマス☆ライアーコンサートを開催します。（入場無料） 
第１部は、親子で楽しんでいただける楽しいプログラムで11時15分開演（11時開場）、赤ちゃんからご入場

いただけます。並木クラスメンバーの皆さん手作りの、可愛いい動物たちが登場する「どうぶつたちのクリスマ

ス」は、Yasu創作の素敵なお話です。「うさぎ野原のクリスマス」など、楽しい歌とともに演奏します。 

午後は大人のためのプログラムで、第２部は13時半開演（13時15分開場）、小編成アンサンブルで、静かな

クリスマスの響きの曲をたっぷりと奏でます。第３部は14時20分～お馴染みのクリスマスキャロルやバッハの

曲、パッフェルベルのカノン等を15~16名で演奏します。開演までの時間や、休憩時間にはグロッケンアンサン

ブル、ライアーBGM演奏の予定です。Nokotaの素敵なろうそくも飾られます。どうぞお楽しみに～♪ 

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

～11月の公演から～ 

★ １１月１８日（金）竹園乳幼児学級閉級式 ライアー親子コンサート 竹園交流センター 10:00～10:40 

（Yasu、おさちゃん、Marit、momo、渡辺、芝山） 

 メンバーのFuji、Maritは、竹園乳幼児学級ボランティアとして長年ご活躍です。そのご縁もあって、今回は

前半に、Fujiに司会をお願いし「ととけっこう」などわらべうたの手遊びで始まり、お人形も登場して、子供た

ちも大喜びでした。「どんぐりころころ」や「まつぼっくり」「大きな栗の木の下で」など童謡をライアーの音

色と共に歌ったあと、人形劇「大きなかぶ」を上演しました。また大人向きにはmomoの司会で、「夕焼け小焼

け」や「いつも何度でも」など演奏し、好評でした。最後にグループに分かれて、キンダーハープの体験コーナ

ーもあり、無事終了しました。ご協力いただいた皆さん、朝早くからありがとうございました。 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*       

～～クリスマス☆お楽しみコンサート♪オルフェの庭 １２／２１(水）10:30～15:00 ～～ 

 これまで春と夏に開いて参りました、メンバーの為のお楽しみコンサート、クリスマスには初めての開催です。 

今年最後のクラス、オルフェの庭クラスで、クリスマスの曲を皆さんとアンサンブルしたり、色々な組み合わせ

の小編成グループ（有志）での演奏をリラックスしながら楽しんでいただきます。多くのメンバーの皆様のご参

加をお待ちしています。お昼は一品持ち寄りパーティー☆です。どうぞお楽しみに～♪ 

～来年のお知らせ～ 

来年の七夕コンサートの日程が決まりました。2012年６月30日（土）です。ノバホールの小ホールを予約で

きました。リハーサルは６月12日（火）同会場です。 

新年明けてから最初の1月10日（火）並木クラスでは、新年会を予定しています。 

来年秋のコンサートのテーマや日程、七夕やクリスマスコンサートについても、ある程度、皆さんでご相談し

たりしたいと思います。皆さんからのアイディアを期待しております。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪ティンクルライアーMito  水戸市 常磐市民センター 13:00～  

11月19日（土）、Keikoにお世話になり、第1回目のクラスが始まりました。ご参加いただいたのは、裕美さ

んからのご紹介で、10月1日のコンサートに来てくださった方々、お二人です。広々としたよく響く空間で、身

体のリラックスから、お手玉と歌、そして、グリッサンドの後はきらきら星や、24のヴァリエーションでアンサ

ンブルもできました。早速メンバーになっていただき12月24日（土）、クリスマスの曲も弾きながら楽しみた

いと思います。これからが楽しみなティンクルライアーMitoです。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪自由アンサンブルクラス 第34回目 2012年１月１2日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

はづき、Yasu、Nao、おさちゃん、のんのん、Fuji、渡辺さん、芝山の8名で、毎年11月に弾いている秋の曲

のほか、シチリアーノやイタリアーノ等の中世の曲も楽しみました。 

12月はお休みで来年は新年の響きの曲や冬の曲を中心に奏でたいと思います。 



 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        １２／ １(木) 10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  １２／１３（火）10:00～14:00（おさちゃん・渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室  １２／７(水）14:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス お楽しみコンサート♪ １２／２１(水）10:30～15:00 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  １／１９(木) 9:30～12:30（momo）＊12月はお休み 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１２／８（木）15:30～18:00 個人レッスン予約制           

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 森のホール１２／１８（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  2012年１／１２（木）10:30～15:30 ＊12月はお休み 

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      １２／１４(水）10:00～12:00  ☆個人（月＊金＊土) 

☆ クリスマスコンサート リハーサル  １２／６（火）10:00～15:00（オルフェの庭） 

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

♪ ひたちライアーの奏  １２／１,８,２２（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   
♪ いわきライアーリング １２／２,９（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １２／２４（土）  水戸市 常磐市民センター 13:00～             

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）１２／１９（月）10:30～12:30 ライアー響会ライアー体験講座 

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）    2012年１／２９（日）13:00～15:00（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）2012年１／１４（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  

♪ こもれびの森ライアーの会（栃木県小山市） 2012年１／３０（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＞                            

１２／１５（木）つくばライアーの響きクリスマスコンサート（つくば市ノバホール ホワイエ）入場無料  

第１部11:15～ 第２部13:30～ 第３部14:20～ 詳しくはチラシをご覧ください。 

１２／２３ (金・祝)クリスマスライアーコンサート19:00～20:00 南柏教会 

                             http://www2.odn.ne.jp/minamikashiwa/ 

＜関係者限定＞ 

１２／７ (水)  流山おおたかの森マンション 老人ホーム＆保育所 ライアー演奏 10:00~11:00 

１２／１６(金) 土浦自立支援センター「クリスマス会」ライアー演奏 10:40~11:40 

１２／２０ (火) つくば市沼田保育所「ライアー演奏」 

１２／２２ (木)  土浦市・永国ケアセンター「クリスマス会」10:00～10:30 

2012 １／３１(火) 宝保育園 人形劇＆ライアーミニコンサート 

 ２／２３(木) 山口小学校家庭教育学級 ライアーコンサート 全校児童 授業参観 13:45～14:30 

 ３／３(土)  ピンクリボンの会 ライアー演奏 アルスホール 

４／２２(日) 下妻市 お茶会 ライアー演奏 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

１２     （月）Artful Heart   講師 momo 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 田村のり子 アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
１２／４（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 竹園交流センター 

１２／１０（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生  12:30～ 水戸市 稲荷第２市民センター  

１２／１３（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

１２／１８（日）星のハーモニー りんごろうそく祭り ゆかりの森 森のホール 11:00～ 定員有 要申込 

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

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2011年１２月１日(木） 芝山 恭子 

 

http://www2.odn.ne.jp/minamikashiwa/
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

	Leier-Moon-100
	＜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-101
	＜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-102
	＜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-103
	＜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-104
	＜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-105
	＜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-106
	＜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-107
	＜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-108
	＜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-109
	＜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-110
	＜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-111
	＜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


