
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.121～  ♪ 

                         
           

～１０月６日（土）11thコンサート、間もなく開催です～ ～１０月６日（土）11thコンサート、間もなく開催です～ 

つくば惠光寺にて 11 回目の秋の定期コンサートを開きます。レスピーギ編のイタリアーナ、

シチリアーナは、2nd コンサートでも 3 名で演奏したことがありますが、今回は 16 名による大

編成でお贈りします。中世のリュートの為の曲はライアーにとても合っており、落ち着いた

重厚な響きをお届けできますよう、リハーサル後、全員で、また各グループとも練習を重ね

ています。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 
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☆１０／７（日） 11:00～18:00 うさとの服展示会 ♪ライアー演奏（午後の時間中）北斗寺 ☆１０／７（日） 11:00～18:00 うさとの服展示会 ♪ライアー演奏（午後の時間中）北斗寺 

＊10／5（金）～７（日） 11:00～18:00 メンバーの中でもファンが多い、うさとの服の展示会が ＊10／5（金）～７（日） 11:00～18:00 メンバーの中でもファンが多い、うさとの服の展示会が 
北斗寺（つくば市栗原1129 TEL: 029-857-2648）にて開催されます。お誘い合わせの上、どうぞお出かけ下さい。 北斗寺（つくば市栗原1129 TEL: 029-857-2648）にて開催されます。お誘い合わせの上、どうぞお出かけ下さい。 

    <お問合せ～自然と癒やし～アースハーモニー すなべ ともこさんTEL: 090-9827-4300>     <お問合せ～自然と癒やし～アースハーモニー すなべ ともこさんTEL: 090-9827-4300> 
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☆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 

毎年秋に開いております、川崎市、読売ランド前のアトリエくらむぼんの仲間たち８名によるオータムコンサ

ートです。今年は、テレマン、ヘンデル、湯山昭作品のデュオや、ライアーの為に（フリーベ）のソロ演奏や、

全員では、主よ人の望みの喜びよ、パッフェルベルのカノンなど演奏します。 

響きの良いくらむぼんで、秋のひとときをお過ごしください。 

お近くのお知り合いの方がいらしたら、どうぞお誘いください。 

 

☆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 

 結成25周年を迎えた東京ライアーアンサンブル演奏会、今回は震災の為のチャリティーコンサートです。 

藤井喬梓氏作曲の『イーハトーブからの手紙』よりライアー版は、「水仙月の四日」「双子の星」「ビヂテリア

ン大祭」の３曲は藤井氏に指揮をしていただきます。吉松 隆作曲 ギターのための作品、イタリアのポリフォニ

ーから等、多彩なプログラムです。私もメンバーに加わってから10年になります。 

皆様、どうぞお出かけください。詳しくは、momoによる素敵な水彩画とデザインのチラシをご覧ください。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
★９月１５日（土）１６日（日）ライアー響会会員の集まり ライアー2012東京 

ライアー響会会員、192名の内、93名が集った、ライアー2012東京は、東京の東久留米市の成美教育文

化会館にて開かれました。ライアーオーケストラや分科会等を通じて多くの学びが得られました。 

神奈川県相模原の「佐野川クリニック院長・小林國力先生」のご講演もあり、アントロポゾフィー医学に基づ

く身体の興味深いお話を伺うことができました。ドイツ大会の報告やその時に演奏した日本人グループの演奏も

聴かせていただきました。息の合った演奏と好評だったそうです。世界大会に続いて今回、震災に寄せる楽譜

集 "Offerings to the Land of the Rising Sun" が販売されたことから、特別プログラムとして、その中の曲

をいくつか演奏しました。メンバーの皆さんとも、少しずつ奏でていきたいと思います。 

 １冊2000円のうち製作費とドイツからの送料を引いた 残りの1200円が、被災地での活動を続けている「教育・

芸術・医療でつなぐ会」に寄付されます。曲集は部数が限られておりますので、お早めに～。 

問合せ＆お申込 hibiki@leierkyokai.jp  1冊2000円、郵送の場合2300円 

http://www.usaato.com/
mailto:hibiki@leierkyokai.jp


♪アンサンブルクラス 第4１回目 2012年10日11日 10:30～15:30  in TONE ♪ 

５年目に入りましたアンサンブルクラスは、９月は都合により19日のオルフェの庭クラスの午後に開催し、 

７名の参加で、震災の為に作・編曲された曲などアンサンブルしました。10月は初めてTONEで開きます。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

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

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室    １０／２，９，１６，２３（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   １０／３(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                       １０／１７(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  １０／１８(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” １０／１８（木）15:30～17:30                   

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟     １０／２８（日）14:00～16:00  

♪ アンサンブルクラス in TONE        １０／１１（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)       １０／１０,３１(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

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

♪ ひたちライアーの奏  １０／４,１１,１８（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 １０／９（火）,２６（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １０／２０（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）１０／１５（月）ライアー講座 10:30～12:30   

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

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） １１／３（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）１０／３０（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~ 
１２／１１（火）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予定）11:15～,13:30～ 
＜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＞ 

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/ 
１０／７ （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開催中の午後、演奏 

１０／１３（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 

１０／２１（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
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 
１０／２８（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:20  
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10月1日(月） 芝山 恭子 

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

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

