
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.120～  ♪ 

                         
           

～秋の定期、11thコンサート開催のお知らせ 10 月 6 日（土）～ ～秋の定期、11thコンサート開催のお知らせ 10 月 6 日（土）～ 

11th コンサートは３部構成で、第 1 部では、手代木クラスメンバー9 名による P.リーム氏の

曲と、小編成グループで M.ライト氏の曲です。第 2 部は、久し振りに、フリーアナウンサー

鈴木もえみさんとの共演で、グリム童話『ラプンツェル』の朗読と音楽です。A.キュンスト

ラー氏のライアーオリジナル曲は竹園クラスメンバー７名の演奏です。そして第３部では、

12 星座と地水火風のエレメントを４つに分けたグループによる、小さなリュートの為の小品

を４曲。最後に全員で 2nd コンサートの時、一部のメンバーで演奏したことのあるレスピー

ギのシチリアーナ等、中世の曲を演奏します。どうぞお楽しみに～♪ 

11th コンサートは３部構成で、第 1 部では、手代木クラスメンバー9 名による P.リーム氏の

曲と、小編成グループで M.ライト氏の曲です。第 2 部は、久し振りに、フリーアナウンサー

鈴木もえみさんとの共演で、グリム童話『ラプンツェル』の朗読と音楽です。A.キュンスト

ラー氏のライアーオリジナル曲は竹園クラスメンバー７名の演奏です。そして第３部では、

12 星座と地水火風のエレメントを４つに分けたグループによる、小さなリュートの為の小品

を４曲。最後に全員で 2nd コンサートの時、一部のメンバーで演奏したことのあるレスピー

ギのシチリアーナ等、中世の曲を演奏します。どうぞお楽しみに～♪ 

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

★夏の集中練習（オルフェの庭）8月28日(火）～29(水) ★夏の集中練習（オルフェの庭）8月28日(火）～29(水) 

猛暑の続く中、秋のコンサートに向けて、オルフェの庭で、夏の集中練習をしました。1日目は16名、

2日目は12名の参加でした。 

猛暑の続く中、秋のコンサートに向けて、オルフェの庭で、夏の集中練習をしました。1日目は16名、

2日目は12名の参加でした。 

始まりに、ハレルヤの動きの後、歌をうたい、リズムを身体で感じるワーク、長短のフレーズのちがい

を感じるワークを、それぞれリーダーの皆さんにサポートして頂きながら、体感しました。 
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また中世の宮廷舞踏の雰囲気を想像しながら、音楽に合わせて、優雅にステップを踏んだり、シルクを

使って自由に動いたりしました。その後の繰り返しの練習や、通し練習の中で、コンサートの流れも見え

てきたように思います。 
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休憩時間には、裕美さんのドイツ世界大会のアルバムを拝見しながらの楽しいエピソードの数々を聞い

たり、皆さんが持ち寄って下さった沢山のお土産で、心も身体も大満足でした。 

休憩時間には、裕美さんのドイツ世界大会のアルバムを拝見しながらの楽しいエピソードの数々を聞い

たり、皆さんが持ち寄って下さった沢山のお土産で、心も身体も大満足でした。 

お泊り組の裕美さん、keikoと、のんのんに連れられて、初めて近所のお不動尊のお祭りに参列しまし

た。太鼓や笛のお囃子の音に導かれ、近所の小学生の子供達が描いたという可愛らしい絵のついた行灯の

明かりを頼りに、暗がりの中、狭い急な階段を昇りきると、再び太鼓とお囃子のリズムが響き渡りました。

その振動に酔いしれながら、お神酒やお供物、お札を頂きお参りしてきました。ここは安産の神様とのこ

と。その後、ワインで乾杯！玄米タイ（イエロー）カレー晩餐会の後、夜の特訓？！1時間半・・。そし

てまた尽きない豊富な話題に夜更けまで笑いの絶えない楽しい夜でした。 
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早朝、辺りが白み始める頃に目覚めてしまい、夜明けともにかすかに鳴り響き始める虫や蝉の声、徐々

に歌声を膨らませていく美しい鳥たちのさえずりに耳を澄まし、次第に朝陽が差し明るくなっていくオル

フェの庭を眺めながら物思いに耽ってこの場にいられる幸せを感じていました。 
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連日心地良い空間をご提供くださいました、のんのん、そしてお嬢様方に感謝いたします。 連日心地良い空間をご提供くださいました、のんのん、そしてお嬢様方に感謝いたします。 

また９月から各クラスで、コンサートに向けて、良い演奏ができるように練習を重ねていきたいと思います。 また９月から各クラスで、コンサートに向けて、良い演奏ができるように練習を重ねていきたいと思います。 

★「第5回ライアー国際大会 Leier 2012 inボーデン湖（7月28日～8月2日） http://leier-forum.de/ ★「第5回ライアー国際大会 Leier 2012 inボーデン湖（7月28日～8月2日） http://leier-forum.de/ 

ドイツのボーデン湖で行われた世界大会に参加しました。緑豊かなシュタイナースクールで行われた大会は、

約280名が参加そのうち50名近くが日本の参加者でした。大会では多様な講座、コンサート、ビルダーとの交流、

遠足などが用意され、貴重な体験ができました。音楽を通して世界の人と心から触れ合えた素晴らしい大会でし

た。 根本裕美     （ 詳しくは、☆ブログ☆http://ameblo.jp/kyklos
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♪Yokou さんがライアーを知るきっかけとなった文章が載っているそうです。 

花房葉子著『野のごちそう帖』自然食通信社より  ～ライアーの響きに時を忘れる ～ 
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♪アンサンブルクラス 第40回目 2012年９日27日 10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

7月は、都合によりお休みさせて頂きすみませんでした。アンサンブルクラスも、丸４年経ち、５年目に入り

ます。秋の曲やポピュラーな曲など、アンサンブルを楽しみたいと思います。 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭         ９／６(木) 10:00 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室    ９／４，１１，１８（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   ９／５(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                       ９／１９(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  ９／２０(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” ９／２０（木）15:30～17:30                    

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟     ９／９（日）14:00～16:00  

♪ アンサンブルクラス オルフェの庭     ９／２７（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)       ９／１２,２６(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

♪ １１thコンサートリハーサル つくば惠光寺 ９／２５（火）9:00～12:00 

♪ １１thコンサート練習           ９／２５（火）13:00～16:00 
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

♪ ひたちライアーの奏  ９／１３,２０,２７（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 ９／１８（火）,２８（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito ９／１（土）  水戸市 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）９／２４（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      ９／２（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） ９／３０（日）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）１０／３０（火）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＞                        

１０／６（土）つくばライアーの響き11thコンサート（つくば惠光寺）入場無料 14:00 ~ 
＜関係者限定＞ 
１０／３０（火）二の宮乳幼児家教 閉級式 親子コンサート 二の宮児童館 10:00～11:30の間の30分 
１１／２０（火）茎崎乳幼児学級 ライアー演奏 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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/ 
９／２（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 

９／８（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:30～ 水戸市 稲荷第２公民館 

９／９（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20  
１０／７（日）うさとの服展示会 ライアー演奏 北斗寺（つくば市栗原）11:00～18:00の間 詳細未定 
１０／２７（土）オータムライアーコンサート 14:00～ アトリエくらむぼん 
１２／２（日）東京ライアーアンサンブル結成２５周年記念演奏会 
          東日本大震災 被災地支援チャリティーコンサート 音楽の友ホール 14:30開演 
                              

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

＜つくばライアーの響きホームページ＞http://leier.sakura.ne.jp/  

＜Leier Moon毎月発行＞   2012年9月1日(土） 芝山 恭子 
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