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つくばライアーの響き10周年に寄せて
　−講師の皆様より−

　生命（いのち）のハーモニー
　つくばライアーの響きの皆様、十周年を迎えられ、本当におめでとうございます。
　十年という歳月は本当に長く、一つの区切りとなります。十という偶数は、十二と
同様宇宙的な数だといいます。それに対して奇数の五や七は、人間の内面と照応
しています。どちらも人間の存在に深く関係している数字です。

　古（いにしえ）の天体学では、宇宙の星々がいくつの星から成るかということが重要なのではなく、天空に出現し
た像によって、人々は様々な啓示を受けました。宇宙と人間は現代よりもっと 強く結びつき、一体となって、一つの
生命体のように活動していたのです。人間の生と死、人生の重大な決断、人類の指導者の出現。それらを人間は星々
の啓示により知りました。 宇宙は、言霊と音響に満ちているのです。生まれる以前の人間は、その神的な輝きの中
に生きていました。音楽オイリュットミーでは、「音楽は私の内面にある。」といいます。 

　音楽は、自然発生的にあるのではなく、一つ一つの音が魂の苦しみや喜びに起因しています。魂の中に凝縮した、
快と苦が開放される時、魂も開放されるのです。その時の流出が音となって鳴り響くのです。生命のない木材や金
属も人間の手によって 楽器となることで音を流出することが出来ます。

　Ｒ．シュタイナーは、「楽器は、人間のイマジネーションによって造られた。」といっています。

　内なる魂の形を思わせる太古の楽器ライアーを人は胸に抱（いだ）き、その魂の音色を奏でます。私たちの腕は
胸から伸びて、自由な創造行為を行います。感情こそが天界の叡智と地上の生命の意志の両者と結び付けることが
出来るのです。神的原像、真の人間形姿を内包する自我の力が魂より流出し、宇宙と地球とを結ぶ無限の帯を奏で、
生命のハーモニーを鳴り響かせるのです。

　どうかこれからも、私たちの心を癒す響きを奏で続けてください。

髙久 真弓（オイリュトミスト）

　『つくばライアーの響き』の皆様、10 周年おめでとうございます。
　年に1度つくばにお招き頂くようになって、気が付けば５年が過ぎま
した。まさか毎年呼んで頂くようになるとは思いもしなかったのですが。

　つくばの講座では取り上げる作品が決まっているだけで、計画なしに、
やりたいように、思いどおりに、気が付いたままさせて頂いています。
　そのように全く風まかせなようなことですが、みなさんのその時々の
演奏自体が、次にやるべき事柄やアイデアを知らせてくれるような気が

します。それは時として突拍子もない提案であったりもするのですが、勿体ない事にみなさん、幼心のままに
演奏に取り組んで頂いて、本当に『有り難いことだなあ』と思わせて頂く瞬間があります。

　この5年の間に、ライアーを演奏するみなさんの空間に広がりと輝きをより感じられるようになりました。
オイリュトミーの動きの中にも顕著にそれは現れていて、1年の中の毎日を大切に積み重ねていらっしゃる

みなさんの姿を想像し頭が下がります。

　冒頭の詩は、折に触れて思い起こされるリルケの詩の一つです。

　ライアーは祈りの楽器であると、近頃ますます強く思われます。リルケは『信じることは、受け入れるこ
と』とどこかで言っていますが、つくばライアーの響きのみなさんが、感覚を拓いてライアーに向き合ってい
らっしゃる姿は、まさしく祈りの姿と感じます。詩の一節に『ゆだねる』とありますが、ここのドイツ語は
besiegenになっていて、『（困難なことを）克服する』という意味があります。『委ねる』ことの奥に克己が潜
んでいるのですね。
　つくばライアーの響きのみなさん、どうぞこれからもライアーを友として、よき傾聴をお続け下さい。
そして、その歓びの環をライアーの響きと一緒に拡げていってください。 

田原 眞樹子（オイリュトミスト）
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♪つくばライアーの響き♪ 10 周年おめでとうございます。
　心からお祝いを申しあげます。

 10 年という月日を、振り返れば「飛ぶ鳥のように速く過ぎ去っていった」
かも知れませんが、ひとつの物語が作りあげられる貴い時の流れのようにも
思えます。その物語は、きっとこれからのライアーの響きの中に紡がれていく
ことと思います。楽しみですね。

　芝山さんとは、もう 7 年以上もおつきあいをさせて頂いております。元教師をしていた＜星の子＞で
は、入園式、卒園式、クリスマス会、オイリュトミー公演と何かとお世話になりました。保護者の方々や
教師や実習生たちにも、忍耐強く、優しく、臨機応変にご指導下さいました。レッスンの後には
明日への新しい力が湧き出てきたものでした。それは、芝山さんの静かで繊細な、それでいて大きな懐が
ライアーの響きと共に私たちに生命力とハーモニーを取り戻してくれたからだと思います。
　本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
　私は、仕事柄子どもたちと一緒のことが多いのですが、幼い子どもの声を聞いていると、まるで天使の
声ではないかと思えるのです。ですから、子どもが自分の天使とつながっているといわれてもうなづける
のです。

　「ベルリン天使の詩（うた）」（1987 年）という映画のライトモチーフに、次のような言葉がつぶやく
ように語られていました。

　『子どもがまだ子どもだった頃、まだ子どもは自分が子どもだったと知らず、
　　どんなものにも命があって、あらゆるものがひとつだった。』 

　天も地もすべてがひとつという世界に生きているからこそ、幼い子どもの声は天使のような響きなので
しょう。
　天使はミュージシャンで、天界ではいつも音楽を奏でているらしいです。リラ（たて琴）は、天使の
絵画によく描かれています。

　ライアーのひとつの音の響きの中にも、幼い子どもは天使との結びつきを感じて、これから歩み始め、
人生という道に「守られている」という見えない力を感じ取っているのではないかと思います。

　子どもたちのためにも、その傍らにいる大人のためにも、あらゆる人のためにも、
♪つくばライアーの響き♪の皆さんのますますのご活躍を願っております。

嶋村 慶子（子ども広場『星の庭』代表）

　10周年おめでとうございます。
　ライアーを弾く人にとって“時間をかける”ということは、とて
も意味のあることです。効率的な学びを望む人もいますが、“促成”
というのはそれなりのものでしかありません。

　体で感覚で、心の深みでライアーの音を感じ弾いていくには、
そしてライアーが自分のものになるためには、時間がどうしても
必要です。“時間”は“育っていく”ための栄養を与えてくれます。

　ライアーグループがグループとして、音楽の共同体として熟してゆくにも同じようなことが言えます。
グループを継続していけるということは、そのグループがもっている貴重な力です。ライアーにとって、
はやく上手に弾けるようになる力より、継続していける力の方が大切だと私は体験から感じます。

　熱が生まれ、ふわりとした雲のような状態から、何かがだんだんと形作られるように、「つくばライアー
の響き」の方々の“ライアーの響き”が時間をかけることで、響きの種のようなものが育ち、生命的なもの
になっていると、最近特に思います。

　次の 10 年のさらなる実りが楽しみです。

泉本 信子（ライアー響会代表）
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　つくばライアーの響きが誕生して、すでに10年になるのですね。
おめでとうございます。心からお喜び申し上げます。
そしてこれからの一層の発展を心からお祈りいたします。

　つくばライアーの響きの活動に私はとても注目しています。
理由は、つくばライアーの響きは、単にライアーを弾く人たちの集まりに
とどまらず、ライアーから深く音楽へ、そして音楽から文化へと輪を広げ
ているからです。

　その点が「つくばライアーの響き」と出会った、私を含めてであった人たちを魅了するところです。
その魅力がライアーへの関心を高めるために一番必要なものだと感じるのです。

　今まで以上の輪が広がることを願ってやみません。                                                       仲 正雄

　10周年、おめでとうございます。この5月22日にライアー響会主催
の会員のための交流の集いで、つくばライアーの響きのすばらしい演奏
を聴かせていただきました。そのまとまりのある、皆の息のあった響き
からは10年という時間の積み重ねを感じることができました。

　ライアーにはたくさんの弦があります。そしてライアー奏者はすべて
の弦をしっかりと調律する作業を演奏の前にすることになります。自分
でライアーの調弦ができるようになったころには、ある程度ライアーが

演奏できるようになっているものです。しかし自分のライアーが調律できるようになった何人かがアンサンブ
ルとしてライアーを合奏するとき、ただそれぞれの演奏者のライアーが調律されているだけでは、よい響きは
生まれません。

　一人のライアー奏者は、アンサンブルという大きなライアーの１本の弦です。アンサンブルが一つの大きな
ライアーとしてうまく響くかどうかは、一人ひとりのライアー奏者が一本の弦として調律されているかどうか
にかかっています。そしてそこには自分一人がただ一生懸命弾くのではなく、他のメンバーのライアーの音、
全体の響きに耳をすますことが要求されるのです。

　つくばライアーの響きは、一つの大きなライアーとしての、すばらしい響きを奏でることができているので
はないかと思います。私はつくばで、ライアーの講座と、子どもたちとの音のワークショップをさせていただ
きましたが、つくばライアーの響きは、講座の準備や運営などにおいても、とても素晴らしいチームワーク、
すばらしい響きを持っていることが感じられました。そのチームワークも、つくばライアーの響きという大き
なライアーの響きをすばらしいものにしている要因なのだと思います。

　そして、つくばライアーの響きという大きなライアーの響きを通して、ライアーが地域の文化に根づいていっ
ていることは、とても素晴らしいことだと思います。これからも素敵なライアーの響きを奏で続けていって

ください。

吉良 創（ライアー響会代表）

　「この明るさのなかに　各つ（ひとつ）の素朴な琴を置けば
               秋の美しさに耐えかね　琴はしずかに鳴りいだすだろう」　八木重吉
　誰でも心の奥に、竪琴への憧れと郷愁を持っているように思います。
　胸に抱いて調べをのせる、大きすぎない素朴な琴。

　現在のハープが既に完成された楽器としてすぐには近寄り難いのに比べて、
ライアーは人生のどの時期からでも触れることができます。
　その音色は、私たちの呼吸をなだらかにし、聴く力を呼び起こします。

ライアーの周りには、しずかな空間がつくられるのです。
　いそがしい日々の中で、日常とは少し別次元の時と場を、大勢のお仲間と10年間にわたってつくり続け
てこられた活動に敬意を表します。
　10周年おめでとうございます。これからも調べの波紋がひろがっていきますように。

　秦 理絵子（オイリュトミスト・シュタイナー学園教員）
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グループ紹介　− つくば編 1 −

並木クラス　　

　並木クラスは 2005 年 11 月に並木にお住まいだったＳさんのご自宅で始まりました。お子さんが起きて
いるときには一緒にお手玉をして、ライアーではペンタトニックの響きで、ゆったりと一音、一音を楽しみ
ました。2006 年２月からは場所を並木公民館に移し、初めてライアーを始められる方がご自分のペースで
ライアーと仲良くなれるように、しばらくお休みされていた方も気軽に顔を出せるように、日ごろはどんど
ん曲を弾いていらっしゃる方には基本に戻りリラックスしていただけるように、お子さん連れも OK という
クラスを目指しました。

　身体のリラックス、グリッサンド、一音の響きを楽しむことに時間をたっぷりとっています。参加された
皆さんとライアーの響きと音の受け渡しを存分に楽しんで、ライアーのすべての弦を鳴らして、穏やかな空
間を共有していただけたらと思っています。一音一音が美しい響きを保ったまま音譜なしで奏でられる曲が
少しずつ増えてくるといいですね。自由にライアーと音遊びできるようにお手伝いできれば幸いです。

　去年から渡辺さんが復帰され、基本的に毎週火曜日になりました。
楽しくやっているので気軽に参加してみてください。

浅野英公子　稲本貞子　大場香奈江　大津康子　
☆刑部由美子　金子智美　田島真理　富岡裕子　芳賀洋子　

原 美舟　深津佳世子　吉田不二子　☆渡辺香名恵

   竹園クラス　　　　　     

　　竹園クラスは、2003年5月から月2回水曜日に竹園公民館で練習しています。
　　ライアーの調弦がすむと、自分自身の体を楽器として調律することから始
　めます。皆で輪になって、自分の体の内側に意識を向けての「意識のお散歩」
　はすっかり定着してきました。静けさの中、深い瞑想のような時間を持つこ
　とで、呼吸が深くなり、リラックスして、次第にライアーを弾くための体が
　準備されていく、 大事な時間です。

　さらに体をほぐしたあと、手拍子や足拍子、お手玉やシルクの布を使ったりしながらリズムやメロディーの要
素を遊んだり、オイリュトミーの学びの中からの動き、アンカヴァリング・ザ・ヴォイスを念頭においての声を
だすことなど、その時々に応じて、さまざまな創造的な試みを通して、単なるウォーミングアップにとどまらな
い豊かな体験の時間が、これに続きます。

　そして、ライアーでもグリッサンド等の音体験を十分したあと、いよいよ曲に練習に入っていくのですが、お
互いのライアーの音色に、十分に耳を傾け、一人一人の音を加えていく・・・そんな練習をくり返しながら、全
体として調和のとれたアンサンブルになるよう練習をつみ重ねてきました。

　これからも、ライアーを奏でながらお互いに心地よい響きの空間が共有できるよう歩んでいきたいと思ってい

ます。

稲本貞子　大津康子　大山直美　刑部由美子　芝山恭子　田島真理
☆根本典子　芳賀洋子　桃原広子　☆吉田不二子　渡辺香名恵
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ＴＯＮＥクラス　　　　

　2004 年１月から月２回、最近火曜日から水曜日になりました。
　利根町の芝山自宅のグループです。
　身体のリラックスから始まって、板倉さんお手製の色とりどりの美しい
お手玉で、歌をうたったりした後、基本をゆっくり丁寧に進めています。
即興演奏では毎回季節を感じさせる不思議な響きが生まれます。
　合間には常に笑い声が絶えません。当初３名からのスタートでしたが、

最近では、メンバーも増えて、大山さんに伴奏のお手伝いをしていただきながら、少しずつカノンやアンサン
ブルも楽しめるようになってきました。
　時折ランチタイムは一品持ちよりパーティーとなり、人生の先輩方
から豊富な話題のご提供があり、毎回多くのことを学ばせていただい
ております。時々応援にきてくださる桃原さんと、大山さんと3人で選
曲時にはご意見番として、また悩み事のご相談役として頼り甲斐のあ
る心強い皆様と楽しく過ごしています。

板倉光子　☆大山直美　勝田純代　芝山明子　☆芝山恭子　芳賀洋子

   手代木クラス　　　　　　　  
　手代木クラスは 2000 年 10 月、つくばライアーの響きの発足とほぼ同時
に始まりました。
　月 1 回、第 3 木曜日に手代木公民館で練習しています。

　体をほぐす事に始まり、グリッサンド～一音～音のつながりへ、とウォー
ミングアップをする中で、個々の自分を静め全体としての意識を高め、そし

て重たいリラックスした手でたっぷりとした音を鳴らしていく事を目標にしています。ライアーの響きに浸
り、ライアーと遊ぶ、そのなかで一人一人の美しい響きが生まれてくるように思います。

　また、毎年のコンサートに向けての練習の中で浮かび上がってくる『課題』に対して意識的に取り組む事で、
必然的に自分とも向き合って行く事になったり、ほとんどのメンバーがリーダーの方という事もあり、普段
と違う様々なパートに取り組んだり、色々な弾き方を試みたりする事で、いつも新しい気づきがあります。
　お互いが学び合い、高め合う、そういう有機的な関係を演奏の中にも外にも築き合っていければと思って
います。

大津康子　大山直美　刑部由美子　金子智美　芝山恭子　
根本典子　☆桃原広子　吉田不二子　渡辺香名恵
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ゆかりの森クラス 

大澤彩子　大山直美　根本裕美　丸山桂子　
三中登志江　桃原広子　☆芝山恭子

　2008年4月より、月1回日曜日の午後、平日はご無理
というお勤めの方の為に、緑豊かな「ゆかりの森　管
理棟」で、クラスを開いています。
　現在はアンサンブルを中心に楽しんでおります。
　楽しみに～と聴きにきてくださるメンバーもいらっ
しゃり、また建物の周りをお散歩するお客様が時折中
をご覧になっており、公開コンサートのような趣の時
もあります。
　建物の天井が高く響きがとても豊かで、四季折々、
大きな窓から見える外の美しい森の景色を眺めながら、
少人数ですが、贅沢なひと時を味わっています。

自由アンサンブルクラス

大津康子　大山直美　刑部由美子　☆芝山恭子
    田島真理　根本典子　吉田不二子　渡辺香名恵

　2008年９月より、月1回木曜日当初はりっつんにて、
現在ではつくば市小田の根本さん宅「オルフェの庭」
にて開いています。
　季節にちなんだ響きの曲や、様々な楽曲、ライアー
オリジナル作品からクラシック、ポピュラー、合唱曲、
映画音楽等々、自由に曲を持ち寄ってアンサンブルを
楽しんでいます。
　「オルフェの庭」の広いお庭に囲まれて、自然豊かな
小田山から吹く風のそよぎに身を任せ、小鳥のさえず
りや動物たちの鳴き声、虫たちのささやきと共に、四
季折々の花々を眺めつつ奏でるアンサンブルの音色は
格別です。

グループ紹介　− つくば編 2 −

リーダー会
    大津康子　大山直美　刑部由美子　☆芝山恭子

根本典子　根本裕美　三中登志江　桃原広子
                       吉田不二子　渡辺香名恵

　2007年2月より月1回木曜日、リーダー、サブリー
ダー、アドヴァイザーの皆さんと集まって、年3回の定
期、七夕、クリスマス、その他コンサートの企画をし、
プログラムを相談しながら選曲したり、各クラスでの
様子や課題を話し合ったりしています。会の始まりに
は季節の響きの曲を奏でています。
　2010年4月からは「ディーライアー」の読書会も加
わり、ライアー響会教師のコースに現在参加している
４人の皆さんから色々伝授していただいたり、充実し
た時を過ごし研鑽の場にもなっています。

りっつんクラス

☆芝山恭子

　月２回木曜日2000年９月にオープンされた穀菜レス
トランりっつんで、2001年の５月から窓側のお席を夕
方から無料でお借りしてクラスを開いています。 
　以前「りっつん夜学」でも２回、ライアー講座をメ
ンバーの皆さんと共に担当させていただきました。落
ち着いた雰囲気の、自然の香りがいっぱいのお店で、
午後４時から６時半まで、個人レッスンを中心にクラ
スを開いています。当初はグループレッスンもしてお
りましたが、それぞれの皆さんのニーズに応じた内容
で、最近では小学生以上のお子さんまたは親子でのキ
ンダーハープクラスも始まりました。
　お店のお客様も時々、立ち止まってじっとその音色
を聞いてくださったりしています。
　家庭での愛用品の数々がそろっているので、毎回お
買い物も楽しみの一つです。
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《人形劇サークル》
　2000年10月につくばライアーの響きの中から発足
し、子どもたちの澄んだ瞳や可愛らしい姿に魅せられ
元気を頂きながら、楽しく活動しております。
　草木染めのシルクと羊毛等自然の素材を用いた手作
りの舞台とお人形で、キンダーハープやグロッケンな
ど小さな音と共に静かな語りで、ゆったりとした静か
な雰囲気に包まれ、自分たちも癒されています。

これまでのレパートリー

「星の金貨」「ハンスとりんごの種」
「蛙の王様」「笠地蔵」「三匹やぎのがらがらどん」
「大きなかぶ」「ヨハネ祭のお話」

毎回のテーマに

沿ったディスプレイで、

コンサートに彩りを添えて

いただいています。

2009 年 七夕コンサート
テーマ『風』

制作：木下久子

2006 年 5th コンサート

テーマ『花』

制作：石島利子

2005 年 4th コンサート

『みんなで Leier Moon』

制作：木下久子

《ハンスとりんごの種》

《笠地蔵》

《蛙の王様》
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グループ紹介　− 姉妹グループ 編−

くらむぼんの会
　「つくばライアーの響き」10 周年おめでとうございます。

　小田急線読売ランド前駅から徒歩 3 分、大きなかりんの木とひのきの

木々の間に茶色いこびとの家のようなアトリエくらむぼんがあります。

　2004 年 2 月より月に 1 回芝山さんに来所していただいている会も 7 年

目を迎えました。初回は 2 名のメンバーからの出発でしたが、今ではア

ンサンブルが出来る会へと成長いたしました。手作りのアトリエくらむぼ

んの空間の中でライアーは多様な音色と色彩を醸し出しています。

　2006 年から毎年秋にくらむぼんで、オータムコンサートを開いて

います。芝山さん、桃原さん、2009 年からは大山さんもコンサート

に加わって頂いています。2009 年 2 月に初めて今年 2 月にも神奈川

県の小学校でボランティア演奏し、子供達にも楽しんでいただきまし

た。今回参加できないのは残念ですが、また次の機会にご一緒させて

頂きたいと思っております。

石井美恵子　菊地ツヤ子　小林真起子　中村三和子　田村万理　豊田芳子　林 孝枝

林田史子　百元朝子　☆ 堀 弘子　本郷由香　牧野詩子　山口陽子

ひたちライアーの奏
　2001年、芝山さんとの出会いからライアーに心ひかれ、つくばまでレッスンに通

いました。そのうち仲間が3名に増えたことから、2002年8月、日立にてはじめて

の「体験会」を企画。ライアーに興味を持つメンバーが集まり、10月「ひたちライ

アーの奏」が誕生しました。　初めは、芝山さんや桃原さんにご指導いただきながら、

大久保幼稚園のお部屋とキンダーライアーをお借りして練習していました。懐かし

いあの日から、もう8年が過ぎようとしています。現在は油縄子交流センターを会場に、メンバーも10名に増えました。

　月2回の練習では、身体ほぐしやお手玉で楽しく笑い、グリッサンドの美しさに癒されながら、いつもの曲を中心に、

季節の曲を演奏しています。初めは弾くことにただただ夢中で、緊張することが多くありましたが、パートを分けて

演奏したり、カノンの響きを聴き合ったりと、ライアーの音色の美しさを感じています。

　「つくばライアーの響き」の定期コンサートにも何度か参加させていただくなど、いつもつくばの皆さまには良い

刺激を頂いています。

　10周年、本当におめでとうございました！

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

 河原正恵　助川一枝　村上順子　柳岡幸子　小出結香　羽渕真紀

藤沢早苗　清水順子　佐藤美奈子　☆ 根本裕美
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いわきライアーリング
　「つくばライアーの響き」十周年おめでとうございます。

　今回始めて参加させていただきます、いわきライアーリングです。

　2004年9月11日に初めての「ライアーチャペルコンサート」を企画し、

演奏者７名と、朗読の芳賀さんに来ていただきました。季節の曲や、

「葉っぱのフレディー」を演奏していただき、ライアーの音色がはじめて

　　　　　　　　　　　　　　　　いわきに、静かに響いたのです。

　その後、2005年8月、福島県いわき平に根本裕美さんに来ていただくことになり、初めは2名で発足しまし

たが、現在は5名のグループになりました。早期高齢者（？）メンバーにて月に1度、和気あいあいと楽しいレッ

スンをしています。歩みが遅い私たちですが、１年に1人ずつのメンバーが加わり、アンサンブルの楽しさも感

じられるようになってきました。これからも、細く、ながーくライアーを続けて行けたらと思っています。

☆ 志賀福子　御代節子　川和まゆみ　木村啓子　加治かおる

こもれびの森ライアーの会
　つくばライア−の響き、10周年おめでとうございます。今後益々のご活

躍と、ご発展を心よりお祈り申し上げます。今回栃木より参加させていた

だきました。2005年、専門家の指導のもと、ライア−をそれぞれが手作り

しました。その後、芝山さんより手解きを受け、同年秋より、ライア−演

奏と人形劇を始めました。メンバーは子育て真っ只中での事でした。以来、

幼稚園、児童館、福祉施設等で公演しています。

　現在は、年に３回芝山さんのレッスンを小山市で受けながら、毎月、第１、

第３水曜日に栃木市にて、自主練習をしています。メンバーも仕事を持ちながらですので、歩みはゆっくりで

すが、楽しみながら、末永く学んでいきたいと思っています。

五十畑 歩　岩井美津代　白石幸子　白石深納子　瀧田祐子　☆田中澄江　町田真由美

下妻ライアークラブ
　10周年おめでとうございます。

下妻ライアークラブは5年前の2005年5月から少人数グループで、

芝山さんに月1回のペースで、教えていただいています。

　7人のメンバーは皆、ライアーの音色にひかれて自分を癒しながら、

時には近くの老人ホーム慰問をして、

少しですが、活動の場を広げています。

　今年4月25日（日）に初めてのコンサートを千代川公民館レストハウスで開

きました。まだ練習不足ですが、今後もライアーを友として、心豊かな時間を

過ごしていきたいと思っています。

阿部貴美　江面行子　小保方智子　高野尚子　☆中山智恵子　長島具子　張替千秋
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コンサートの記録
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つくばライアーの響き☆クリスマスコンサート
2008 年12月16日（火）
ノバホール（ホワイエ）

お問合せ : 芝山 T&F: 0297-68-7538，E-mail: leier_moon@yahoo.co.jp
つくばライアーの響きホームページ : http://www1.accsnet.ne.jp/~leier2/

オープニング (12:30 ～ 13:15)     
☆ 24のヴァリエーション　☆ きよしこの夜
☆ もみの木　☆ クリスマスへの道
☆ ようこそやさしいマリア　☆ 扉をあけよ　他

第１部 (13:15 ～ 14:30)
☆ 神の御子は　☆ いざうたえ　☆ 牧人ひつじを
☆ あら野の果てに　☆ ああベツレヘムよ　☆ ひいらぎ飾ろう
☆ 天にはさかえ　☆ 天なる神には　☆ 諸人こぞりて
☆ きよしこの夜　☆ もみの木　☆ バラが一輪
☆ オーホーリーナイト　☆ カッチーニのアヴェマリア
☆ G 線上のアリア　☆ 主よ人の望みの喜びよ
☆ パッフェルベルのカノン　☆ グローリア

第２部 (14:45 ～ 16:00)
☆ 神の御子は　☆ いざうたえ　☆ 牧人ひつじを
☆ あら野の果てに　☆ ああベツレヘムよ　☆ ひいらぎ飾ろう
☆ 天にはさかえ　☆ 天なる神には　☆ 諸人こぞりて
☆ きよしこの夜　☆ もみの木　☆ バラが一輪
☆ オーホーリーナイト　☆ バッハグノーのアヴェマリア
☆ G 線上のアリア　☆ 主よ人の望みの喜びよ
☆ パッフェルベルのカノン　☆ MAGNIFICAT

入場無料
（いつでも入退場できます）
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コンサート活動
2000年
12/17（日）「いちょうの家」クリスマス会ライアー・ミニコンサート＆人形劇『星の金貨』 
12/27（水）「つくばオイリュトミーの会」ライアーミニ演奏＆人形劇『星の金貨』 

2001年
6/17（日）「いちょうの家」バザー　ライアー・コンサート 
7/  7（土）「つくば市立手代木南幼稚園七夕祭り」七夕のお話＆ライアー演奏 
8/29（水）「いちょうの家」お泊まり会　ライアー・ミニコンサート 
9/25（火）「つくば市立竹園東幼児サークル」ライアー・ミニコンサート＆
　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』                                               （竹園公民館） 
9/27（木）「千代田町幼児サークル」ライアー・ミニコンサート＆
　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』                                               （稲吉児童館） 
10/25（木）「虹っ子クラブ」ライアー・ミニコンサート＆
　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』                                            （働く婦人の家） 
10/26（金）「つくば市立手代木南幼稚園お誕生会」ライアー・ミニコンサート＆
　　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』 
12/  1（土）「日立市大久保幼稚園」ライアー・コンサート 
12/16（日）「いちょうの家」クリスマス会ライアー・ミニコンサート＆人形劇『笠地蔵』 
12/18（火）「つくばデイケアセンターふれあい」ライアー・コンサート 
12/　　　　「幼児クラス」ライアー・ミニコンサート                                （河野さん宅）
12/26（火）「つくばオイリュトミーの会」クリスマス会ライアー演奏 

2002年
1/23（水）「つくば市立手代木南幼稚園お誕生会」ライアー・ミニコンサート＆
　　　　　　人形劇『笠地蔵』 
1/25（金）「つくば市立竹園東幼稚園」ライアー・ミニコンサート＆人形劇『笠地蔵』 
2/  6（水）「つくば市立手代木南小学校家庭教育学級閉級式」ライアー・コンサート 
2/14（木）「松戸養護学校」小等部、中等部、高等部 ライアーコンサート 
2/22（水）「つくば市手代木幼児サークル」ライアーミニコンサート＆人形劇『笠地蔵』 
3/  8（金）「土浦市聖母幼稚園」ライアー演奏賛助出演 
3/15（金）「つくば市立吾妻幼稚園謝恩会」ライアー演奏                 （ホテル・オークラ）

5/22（水）「つくば市立松代幼稚園家庭教育学級開級式」ライアー演奏＆
　　　　　　人形劇『星の金貨』 
5/23（木）「つくば市幼稚園総会」ライアー演奏                                    （カピオホール） 
5/31（金）「つくば市アカデミア幼稚園」ライアーコンサート 
6/11（火）「いちょうの家」ライアー演奏 
6/15（土）「いちょうの家」ライアーミニコンサート＆人形劇『蛙の王様』 
7/  2（火）「つくば市立桜南保育所」ライアー演奏と人形劇 
7/  3（水）「さくら心身障害者福祉センター」七夕ライアーコンサート 
7/  6（土）「水戸サークルわ」主催七夕ライアーコンサート 
7/  9（火）「大宮北養護学校」ライアーコンサート 
7/21 （日）「つながりの会」主催コンサート賛助出演ライアー演奏      （麻布第6中学校） 
8/23（金）「日立ライアー体験講座」ライアー演奏                               （大久保幼稚園） 
8/25（日）「いちょうの家」夏合宿（ライアー演奏） 
9/11（水）「手代木南幼稚園」ライアー演奏＆人形劇『蛙の王様』 
10/6（日）「つくばライアーの響き」1stコンサート                                       （はる工房） 
10/15（火）「つくば市立東小学校家庭教育学級」ライアー演奏と体験 
10/27（日）「アンサンブル・ブーケ」音の泉コンサート　ライアー演奏（アルスホール） 

～ 2000年7月6日（木） いちょうの家にて活動を開始～10年間の活動記録～　　　 
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10/30（水）「あおぞら保育園」ライアーミニコンサート&人形劇
11/16（土）「牛久めだかの学校」ライアーミニコンサート＆人形劇   （牛久中央公民館） 
11/30（土）「ひたちライアーの奏」ライアーコンサート              （日立市大久保幼稚園）
12/  1（土）「土浦朗読の会」クリスマスコンサート                  （土浦生涯学習センター） 
12/15（日）「いちょうの家」クリスマス会 
12/20（金）「つくばライアーの響き」親と子のクリスマスライアーコンサート

　　　　　　　（手代木南幼稚園ホール） 
12/21（土）「市原病院リハビリテーションセンター」ライアー演奏

2003年
1/  9（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏　4中地区             （ウララビル） 
1/15（水）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏 2・5・都和中地区（ウララビル） 
1/28（火）「つくば市松代児童館母親クラブ」ライアーコンサート           （松代児童館） 
2/  4（水）「つくば市立松代小学校」家庭教育学級閉級式ライアーコンサート 
2/  5（水）「利根町立新館中学校」PTA給食試食会ライアー演奏 
2/11（火・祝日）「チャレンジアートフェスティバル」ライアーコンサート（アルスホール） 
2/13（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏　3中地区            （ウララビル） 
2/19（水）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏　1中地区                  （湖畔荘） 
2/25（火）「つくば市立谷田部中学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
2/26（水）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                             （ウララビル） 
2/27（木）「つくば市立小野川小学校」家庭教育学級閉級式ライアーコンサート 
3/  3（月）「つくば市立手代木南幼稚園」ライアーミニコンサート＆人形劇『星の金貨』 
3/  4（火）「つくば市松代児童館」ライアーコンサート＆体験会 
3/  7（金）「尚恵学園」ライアーコンサート 
4/12（土）「京都市アイアイホーム」桜の木の下コンサート共演 
4/17（木）公開ライアーミニコンサート（手代木公民館音楽室） 
4/25（金）「エイブルの会」主催ライアーコンサート                           （カフェ・ベルガ） 
5/10（土）「つくばアーバンガーデニング癒しの庭」主催野外コンサート ライアー演奏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（松見公園） 
5/11（日）「第2回武蔵野美術大学茨城支部県南地区会員展」ライアーコンサート

　　　　　　（スタジオＳ） 
5/15（木）公開ライアーミニコンサート（手代木公民館音楽室） 
5/20（火）「つくば市立高崎幼稚園」家庭教育学級開級式 ライアーコンサート 
6/12（木）「土浦社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                                 （ウララビル） 
6/19（木）公開ライアーミニコンサート                                      （手代木公民館音楽室） 
6/28（土）「いちょうの家」開設5周年記念ライアーコンサート

（神立地区コミュニティセンター） 
7/  6（日）「サークルわ」主催七夕ライアーコンサート                    （水戸市吉沢公民館） 
7/17（木）公開ライアーミニコンサート                                       （手代木公民館音楽室） 
7/19（土）茗渓学園つくば支部会ライアー演奏                                          （メモリーズ）
7/23（水）「つくば市みもり園」ライアー演奏 
9/18（木）公開ライアーミニコンサート                                      （手代木公民館音楽室） 
10/3（土）「つくばライアーの響き」2ndコンサート          （牛久市民センター小ホール） 

10/15（水）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                           （ウララビル） 
10/16（木）公開ライアーミニコンサート                                    （手代木公民館音楽室） 
10/23（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                          （ウララビル） 
10/26（日）「アンサンブル・ブーケ」音の泉コンサート　ライアー演奏（アルスホール） 
10/28（火）「つくば市立高崎幼稚園」ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』 
11/  9（日）「カトリックつくば教会」ライアーコンサート 
11/13（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                           （ウララビル） 
11/27（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                           （ウララビル） 

11/15（土）「ひたちライアーの奏」ライアーコンサート                         （大久保幼稚園）
11/27（木）「土浦市社会福祉協議会」ライアーミニ演奏                                 （湖畔荘） 
11/30（日）「つくば市社会福祉協議会」クリスマス会ライアーコンサート

（谷田部老人福祉センター） 
12/  2（火）「つくば市社会福祉協議会」子育てサポートライアーコンサート

（吾妻公民館音楽室） 
12/  6（土）「松戸子育てサークル」ライアーミニコンサート&
　　　　　　　人形劇『星の金貨』&りんごろうそく祭り 
12/17（水）「星のハーモニー」ライアーミニコンサート&人形劇『星の金貨』

（手代木公民館音楽室） 
12/19（金）「つくばライアーの響き」クリスマスコンサート（老人福祉センター豊里） 
12/21（日）「土浦市特別養護老人ホームやすらぎの園」
　　　　　　　クリスマス会 ライアーコンサート 
12/24（水）「川崎市老人保健施設樹の丘」ライアーコンサート

2004年
1/  9（金）「つくば自然育児の会」ライアーコンサート                            （小野川公民館）
1/11（日）「那須シュタイナーカモミールの会」新年会ライアー演奏

（黒磯市 創造の森保育園ホール） 
2/  3（火）「柏市立第八小学校」ライアーコンサート 
2/  4（水）「つくば市立竹園東中学校」家庭教育学級ライアーコンサート（アルスホール） 
2/11（水・祝）「100回公演記念コンサート」（カピオホール）
2/19（木）「チャレンジアートフェスティバル」ライアー BGM演奏            （アルスホール） 
2/20（金）「チャレンジアートフェスティバル」ライアー BGM演奏            （アルスホール） 
2/20（金）「つくば市立手代木中学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
2/20（金）「つくば市立竹園東幼稚園」未入園児と年少児の交流会　
                        導入と、効果音としてライアー 
2/21（土）「チャレンジアートフェスティバル」ライアー BGM演奏            （アルスホール） 
3/  6（土）「牛久めだかの学校」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』

（ハモナカフェ） 
3/17（水）「星のハーモニー」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』 
5/8（土）「アンサンブルブーケ＆つくばライアーの響き」
                      スプリングジョイントコンサート                            （レストランナチュール） 
5/27（木）「つくば市立竹園東小学校」家庭教育学級開級式ライアーコンサート 
5/28（金）「つくば市立高崎幼稚園」家庭教育学級開級式
　　　　　    芳賀洋子さんの朗読&ライアーコンサート 
6/24（木）「つくば市立桜南幼稚園」ライアーコンサート&お話『七夕』 
6/26（土）ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』             （守谷市郷州公民館） 
7/  1（木）「つくば市立竹園東小学校」朝の読み聞かせボランティア＆ライアー演奏 
7/  2（金）「つくば市立竹園東小学校」朝の読み聞かせボランティア＆ライアー演奏 
7/  3（土）「つくばライアーの響き」親子のための七夕ライアーコンサート

（ゆかりの森 森のホール） 
7/  3（土）「つくばライアーの響き」七夕ライアーコンサート（老人福祉センターとよさと） 
7/  4（土）「日立市お能発表会」ゲスト演奏 ひたちライアーの奏 
7/  6（火）「つくば市立吾妻幼稚園」家庭教育学級人形劇『大きなかぶ』&
　　　　　　ライアーコンサート 
7/  7（水）「つくば市立竹園東小学校」朝の読み聞かせボランティア＆ライアー演奏 
7/14（水）「つくば市立竹園東小学校」朝の読み聞かせボランティア＆ライアー演奏 
7/28（水）「光の花たち展」ライアー演奏                                                   （スタジオＳ） 
8/  7（土）「第3回武蔵野美術大学茨城支部県南地区会員展」ライアー演奏（スタジオＳ） 
9/11（土）「いわき市平バプテスト教会」ライアーコンサート
9/19（日）「ライアー響会」ライアー 2004東京 小さなコンサート ライアー演奏

（成美教育文化会館） 
9/30（木）「牛久市なかよし保育室」主催ライアーミニコンサート&
                        人形劇『三匹やぎのがらがらどん』 
10/  2（土）「煙コンサート」ライアー演奏賛助出演                      （柏市スタジオ・ウー） 
10/  3（日）「つくばライアーの響き」3rdコンサート                 （つくば市カピオホール） 
10/24（日）「アンサンブル・ブーケ」音の泉コンサートライアー演奏（つくば市アルスホール） 
11/20（土）「ひたちライアーの奏」親子のためのライアーコンサート

（日立市大久保幼稚園） 
11/30（火）「つくば市竹園西小学校」家庭教育学級コンサート（つくば市アルスホール） 
12/  7（火）「東京小児科クリニック」クリスマスコンサート 
12/12（日）「土浦朗読の会」クリスマスコンサート                            （土浦ウララビル） 
12/14（火）「我孫子養護学校」ライアーコンサート 
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12/18（土）「つくばライアーの響き」親子のためのクリスマスライアーコンサート&
                         人形劇『笠地蔵』                             （土浦市ふれあいセンターながみね） 
12/21（火）「港区愛育学園」クリスマスライアーコンサート 
12/23（木）「谷和原村グループホームにこにこ」ライアー演奏とうた 

2005年
1/16（日）「ビスクドール作品展」ライアー演奏                                          （スタジオＳ）
1/25（火）「つくば市立小野川小学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
1/30（日）「うたとライアーの調べ」                                            （つくば市アルスホール） 
2/              「つくば市立竹園東小学校」4年生読み聞かせボランティア  人形劇『笠地蔵』 
2/10（木）「つくば市立高崎幼稚園」ライアーミニコンサート&人形劇『笠地蔵』 
3/  5（土）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                     （つくば市美術館） 
3/　          「つくば市立竹園東小学校」6年生読み聞かせボランティア  人形劇 
4/  9（土）「ケアハウスピソ天神」ライアー演奏 
4/23（土）「ライアー響会」交流コンサートライアー演奏          （渋谷ウィメンズプラザ） 
5/11（水）「ワミレス（Wamiles）つくばＳＲ大会」ライアー演奏        （土浦京成ホテル）
5/15（土）「牛久市知的障害者施設デイサービスモア」ライアー演奏 
5/26（木）「つくば国際会議場」新緑のライアーコンサート           （エントランスホール） 
6/25（土）「特別養護老人ホーム藤代なごみの里」ライアー慰問演奏 
7/  2（土）「つくば市並木公民館」子育て支援講座七夕コンサート（並木公民館ホール） 
7/  2（土）「つくばライアーの響き」親子のための七夕コンサート（つくば市ふれあいプラザ） 

8/25（木）「東海村図書館」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』 
9/  1（木）「つくば市茎崎公民館」乳幼児学級ライアーコンサート&
　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』 
9/  4（日）「つくば国際会議場」子守歌コンサート～ライアーの響きに包まれて～

（大ホール前ロビー）
9/  8（木）「つくば市茎崎公民館」乳幼児学級ライアーコンサート＆
　　　　　　人形劇『ハンスとりんごの種』 
9/18（日）「ライアー響会」ライアー 2005東京　小さなコンサートライアー演奏

（成美教育文化会館） 
9/27（火）「つくばパブテスト教会」昼食会ライアー演奏 
10/1（土）「つくばライアーの響き」4thコンサート『月』                         （カピオホール） 
10/4（火）「つくば市松代児童館母親クラブ」ライアーコンサート            （松代児童館） 
10/8（土）「メディカルセンター」デイケアクリニック秋祭り　ライアー演奏 

10/16（日）「世界に広がるシュタイナー教育展」ライアーコンサート
（那須野が原ハーモニーホール 交流ホール） 

10/23（日）「アンサンブル・ブーケ」音の泉コンサート ライアー演奏     （アルスホール） 
10/27（木）「土浦市立下高津小学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
11/  8（火）「手代木乳幼児学級」ぐるんぱらんど  ライアーコンサート（手代木公民館） 
11/  9（水）「土浦市聖母幼稚園」ライアーミニコンサートと人形劇『大きなかぶ』 
11/26（土）「ママトーン子育て応援フェスタ」ライアーミニコンサート＆
　　　　　　　人形劇『大きなかぶ』 
12/ 1（木）「牛久市母親クラブかんがるう」親子のためのクリスマスライアーコンサート 
12/  8（木）「つくば市杉の子保育園」ライアーミニコンサート＆人形劇『笠地蔵』 
12/  9（金）「土浦市立土浦幼稚園」ライアーコンサート 
12/13（火）「つくば市茎崎公民館」公民館講座鈴木もえみさんとライアーコンサート& 
　　　　　　　人形劇『星の金貨』 
12/15（木）「土浦市神立病院デイケアー」ライアーコンサート 
12/17（土）「つくばライアーの響き」親子のためのクリスマスライアーコンサート

（つくば市ふれあいプラザ） 
12/23（金）「つくば市つくしの会」クリスマスライアーコンサート          （カフェベルガ） 
12/24（土）「つくば市メディカルセンター」クリスマスコンサートライアー演奏 

2006年
1/12（木）「つくば市立吾妻中学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
1/24（火）「つくば市立高崎幼稚園」家庭教育学級ライアーコンサート 
1/27（金）「つくば市立岩崎幼稚園」ライアーミニコンサートと人形劇『笠地蔵』 
1/28（土）「阿見町舟島小学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
2/  2（木）「つくば市立並木小学校」つくば市並木小学校第1学年親睦会（並木公民館） 
2/10（金）「つくば市東小学校」家庭教育学級ライアーコンサート 
2/14（火）「つくば市立高崎幼稚園」ライアーミニコンサート&人形劇『星の金貨』 
2/21（火）「つくば市インターナショナルナーサリースクール」ライアーコンサート
2/28（火）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                     （つくば市美術館） 
3/  1（水）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                      （つくば市美術館） 
3/  3（金）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                      （つくば市美術館） 
3/  4（金）「龍ヶ崎市久保台公民館」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』 
3/  7（火）「つくば市桜南保育所」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』 
4/16（日）「星のハーモニー春まつり」ライアー演奏                       （ゆかりの森管理棟） 
4/23（日）「ライアー響会」交流コンサートライアー演奏（早稲田奉仕園スコットホール） 
5/23（火）「土浦市ツクイデイサービスセンター」ライアー演奏 
6/  6（火）「小平市なおび幼稚園」ライアーミニコンサート＆人形劇『星の金貨』 
6/10（土）「ひたちライアーの奏」コンサート（大久保幼稚園ホール） 
7/  1（土）「つくばライアーの響き」親子のための人形劇『聖ヨハネのお話』＆

七夕コンサート　　　　　（つくば市アルスホール）

7/  9（日）「星のハーモニー 親子のための人形劇」 『聖ヨハネのお話』
9/  2（土）「常総市グループホーム」ライアー演奏                                     （菅生公民館） 
9/12（火）「つくば市上室保育所」ライアーミニ演奏＆人形劇『大きなかぶ』
9/16（土）「ライアー響会」ライアー 2006東京　小さなコンサート　ライアー演奏

（成美教育文化会館） 
11/12（日）「つくば市要小学校」文化祭　ライアー演奏＆朗読『葉っぱのフレディ』 
11/23（木・祝）「つくばライアーの響き」5thコンサート『花』              （カピオホール ）
11/25（土）「くりもとミレニアムシティ」NPO3周年記念のイベントライアー演奏

（くりもと地球村グラスハウス） 

『リーサの庭の花まつり』
  人形制作：木下 久子
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11/28（火）「つくば市谷田部児童館」ライアーミニコンサート&人形劇『大きなかぶ』 
12/13（水）「つくば市東児童館」ふれあいサロンライアー演奏 
12/16（土）「牛久市社会福祉協議会」赤ちゃんの日クリスマスコンサート 
12/17（日）「つくばライアーの響き」クリスマスライアーコンサート（ノバホール・ホワイエ） 
12/17（日）「つくばライアーの響き」親子のためのクリスマスライアーコンサート＆
　　　　　　人形劇『笠地蔵』                                                      （手代木公民館ホール） 
12/19（火）「コムスングループホームほほえみ守谷」クリスマス会ライアー演奏 
12/20（水）「九重保育園」ライアーミニ演奏＆人形劇『笠地蔵』 

2007年
1/26（金）「つくば市大曽根小学校」ライアーミニ演奏と人形劇 
1/28（日）「アンサンブルブーケ」音の泉コンサート                 （つくば市アルスホール） 
2/  6（火）「つくば市立手代木中学校」2学年委員会ライアーコンサート＆体験会 
2/11（日）「牛久サイエンスフェスタ」鈴木もえみさん＆『葉っぱのフレディ』

（牛久市中央生涯学習センター） 
2/20（火）「つくば市日本語（ベトナム人）教室」修了式ライアー演奏

（つくばフジキン研究工場） 
2/22（木）「ひたちライアーの奏」ライアー演奏＆体験会             （日立青少年センター） 
2/28（木）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                     （つくば市美術館） 
3/  1（木）「チャレンジアートフェスティバル」BGM演奏                      （つくば市美術館） 
3/11（日）「くりの木作品展」ライアー演奏

（黒磯市いきいきふれあいセンター多目的ホール） 
3/17（土）「小河原音楽教室音楽会」ライアー演奏               （筑西市生涯学習センター） 
3/22（木）「つくば市日本語教室」ライアー演奏                                  （カピオ3階教室） 
3/24（土）「ヴァルドルフ人形展」ライアー演奏                                         （日立市多賀） 
3/31（土）「ヴァルドルフ人形展」ライアー BGM演奏        （つくば市ゆかりの森管理棟）
4/  1（日）「ヴァルドルフ人形展」ライアー BGM演奏        （つくば市ゆかりの森管理棟） 
4/  7（土）「ヴァルドルフ人形展」ライアー演奏                                  （水戸市小さな家） 
4/12（木）「アフタヌーンティーライアーコンサート」                     （牛久市ハモナカフェ） 
4/14（土）「いやしの庭コンサート」                                                 （つくば市松見公園） 
4/21（日）「星のハーモニー春まつり」ライアー演奏                        （ゆかりの森管理棟） 
5/15・16・17（火～木）「虹のあとりえ ひかりの花たち展Ⅳ五つの花の軌跡」

　　ライアー演奏　　　　（洞峰公園新都市記念館展示ホール） 
5/19（土）「ライアー響会」交流のつどいライアー演奏     （東京都池袋自由学園明日館） 
5/24（木）医療法人精光会「稲敷市いなしきハートフルセンター」ライアー演奏 
6/  2（土）「仏典童話とライアーの調べ」                          （那須塩原市東那須野公民館） 
6/30（土）「つくばライアーの響き」親子のための七夕ライアーコンサート

（つくば惠光文化センター） 

7/  5（木）「サーブコープ日比谷」七夕パーティーライアー演奏 
7/  6（木）「サーブコープサンケイ」七夕パーティーライアー演奏 
7/26（木）「りっつん夜学」ライアー演奏                   （つくば市雑穀レストランりっつん） 
9/12（水）「上ノ室保育所」ライアーミニコンサート＆人形劇 
9/29（土）「つくばライアーの響き」6ｔｈコンサート『朝、誕生の時』    （カピオホール） 
10/13（土）「つくば市吾妻児童館まつり」ライアーコンサート 
10/14（日）「アンサンブルブーケ」音の泉コンサート                （つくば市アルスホール） 
10/16（火）「牛久第1幼稚園」ライアーミニコンサート＆人形劇 
10/17（水）「つくば市桜中学校・栄小学校・栗原小学校」
　　　　　　　家庭教育学級ライアーコンサート　　　　　　　　   　（子育てカフェ） 
10/25（木）「アトリエくらむぼん」ライアーコンサート2回公演                         （川崎市） 

11/  3（土・祝）「春岡シュタイナー子ども園」ライアーコンサート 
11/18（日）「大人の為の朗読会」
           　     『天女の羽衣』・・・朗読：鈴木もえみライアー演奏（惠光寺文化センター） 
11/18（日）「ピアノ発表会」ゲスト出演＜ライアー演奏＞ひたちライアーの奏

（東海村テクノ交流館リコッティ） 
11/24（土）はじめの一歩「いのちめぐる体を創るSeason」

オープニングイベントライアー演奏　　　　　　　　（ayumi's house） 
12/  8（土）「キンダーガルテン星の子」親子のためのクリスマスオイリュトミー公演

ライアー伴奏　　（国立市民芸術小ホール） 
12/16（日）「つくばオイリュトミーの会」親と子に贈るクリスマスオイリュトミー公演＆
　　　　　　　ライアーミニコンサート                                          （広岡公民館ホール） 
12/19（水）「つくば市みもり園」作品展ライアー演奏（洞峰公園新都市記念館展示ホール） 
12/20（木）「つくばライアーの響き」クリスマスライアーコンサート（ノバホール・ホワイエ） 

2008年
2/  6（水）「つくば市東幼稚園」ライアー演奏 
2/17（日）「キンダーガルテン星の子」
                 ライアーとオイリュトミーのチャリティーコンサート（国立市第3団地集会所） 
2/28（木）「つくば市手代木南保育所」ライアーミニコンサート&人形劇『笠地蔵』 
3/  6（木）「つくば市主催 男・女（ひとひと）セミナー特別講座」

子安美智子氏講演会BGM演奏　　　　　　（インフォメーションセンター） 
3/  7（金）「つくば市手代木児童クラブ」ライアーミニコンサート&人形劇『笠地蔵』 
4/27（日）「星のハーモニー春まつり」ライアー演奏 
5/10（土）「ライアー響会」交流のつどいライアー演奏（東京都池袋自由学園明日館）
5/11日（日）「思い出の作品展」～つながる手仕事のぬくもりをあつめて～ライアー演奏

（いわき市ギャラリー  木もれび）
5/20（火）「喫茶あひる」ライアーコンサート        （つくば市洞峰公園新都市記念館内） 
6/29（日）「つくばライアーの響き」親子のための七夕ライアーコンサート

（つくば惠光文化センター） 
8/  9（土）軽井沢ライアーコンサート 
9/  2（火）「つくば市幼児教育研究会」ライアー演奏 

（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール ）
10/19（日）「つくばライアーの響き」7thコンサート『夢』      （つくば惠光文化センター）
10/31（金）「つくば市竹園乳幼児学級」閉級式ライアーミニコンサートと人形劇

（竹園公民館ホール） 

『ヨリンデとヨリンゲル』
   人形制作：石島 利子
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11/  5（水）「つくば市並木幼児学級」閉級式ライアーコンサート             （並木公民館） 
11/  6（木）「アトリエくらむぼん」小出さん追悼ライアーコンサート                  （川崎市）
11/11（火）「那須みふじ幼稚園」音楽会ライアーコンサート 
12/ 4（木）「喫茶あひる」ライアーコンサート       （つくば市洞峰公園新都市記念館内） 
12 /7（日）「日本音楽療法学会関東支部」ライアー演奏（つくば市国際会議場中ホール） 
12/16（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） 
12/21（日）「星のハーモニーりんごろうそく祭り」ライアーミニコンサート

（ゆかりの森  森のホール） 
12/23（火）「つくばメディカルセンター」クリスマス☆コンサート 

2009年
2/  4（水）「松代母親クラブ」ライアー演奏                                               （松代児童館） 
2/15（日）「絵本のおいしいレストラン」絵本とライアーの音楽

（日立市ゆうゆう十王Ｊホール） 
4/12（日）「星のハーモニー春まつり」ライアー演奏（ゆかりの森管理棟） 
4/24（金）「土浦社会福祉協議会」友愛交流会国民宿舎水郷 
4/29（水・祝）「ツクイデイサービス花畑」開所式ライアー演奏 
5/15（金）「土浦協同病院」看護の日ライアー演奏 
5/16（土）「ライアー響会」交流のつどいライアー演奏   （東京都池袋自由学園明日館） 
6/  2（火）「喫茶あひる」ライアーコンサート       （つくば市洞峰公園新都市記念館内） 
6/  4（木）「もうひとりのおくりびと」柴田久美子さん講演会 ライアーミニコンサート

（つくば恵光寺）
6/27（土）「つくばライアーの響き」親子のための七夕コンサート         （つくば恵光寺） 
10/24（土）「世界平和女性連合（国連NGO）WFWP茨城第二連合会」

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） 
10/31（土）「アトリエくらむぼん」オータムコンサート 
11/  1（日）「つくばスタイルカフェで音楽」小さな朗読会3　
　　　　　　　朗読とライアー演奏：『よだかの星』朗読：鈴木もえみ　　　（Ｇクレフ） 
11/  4（水）「つくば市並木幼児学級」閉級式 ライアーコンサート（並木公民館） 
11/  6（金）「茨城よろこびの会」がんフォーラムライアー演奏（県立健康プラザ水戸市） 
11  /7（土）「つくばライアーの響き」8thコンサート『翔』　                   （つくば恵光寺） 
12/  5（土）「クリスマスコンサート」県北生涯学習センター                            （日立市） 

12/  8（火）「東京都立北特別支援学校」クリスマスコンサート 
12/17（木）「つくばライアーの響きクリスマスコンサート」            （ノバホールホワイエ） 
12/20（日）「星のハーモニーりんごろうそく祭り」ライアーミニコンサート

（ゆかりの森森のホール） 
12/23（水）「ナーサリースクール」クリスマスパーティーライアー演奏   （カピオホール） 

2010年（一部予定）
2/  7（日）「よだかの星」朗読：鈴木もえみ＆ライアーコンサート

大山＊桃原＊芝山              （喫茶あひる） 
2/19（金）「卒業を前にした保護者と先生の茶話会」ライアー演奏手代木中学校 
3/  2（火）「河内町認定子ども園」ライアーミニコンサート＆人形劇『大きなかぶ』
3/18（木）「つくばひたち野教会」ライアーミニコンサート＆人形劇 『大きなかぶ』
4/11（日）「星のハーモニー 春まつり」ライアーコンサート             （ゆかりの森管理棟） 
4/15（木）「つくば市特別養護老人ホーム  木の花さくや」ライアーコンサート 
4/21（水）「つくばライアーの響き」ゆりかごコンサート                          （アルスホール） 
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2回公演 

5/14（金）「土浦協同病院」看護の日  ライアー演奏 
5/22（土）「ライアー響会」交流のつどい                         （東京都池袋自由学園明日館） 
6/24（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） 
6/26（土）「つくばライアーの響き」七夕コンサート2010         （つくば市アルスホール） 
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）（予定）「河野さん幼児教室」七夕コンサート                （流山おおたかの森）
9/18（土）「ライアー響会」ライアー 2010東京小さなコンサートライアー演奏
10/5（火）「竹園西小学校」家庭教育学級ライアーコンサート（つくば市アルスホール） 
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） 
10/17（日）「アンサンブルブーケ」音の泉コンサート                 （つくば市アルスホール） 
10/30（土）「アトリエくらむぼん」オータムコンサート                                     （川崎市） 
12/               河野さん幼児教室クリスマスコンサート                     （流山おおたかの森） 
12/16（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 
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） 
12/19（日）「星のハーモニーりんごろうそく祭り」ライアーミニコンサート 

定期演奏
市原病院シニアガーデン（2003年9月～ 2005年10月、1回/月） 
グループホームにこにこ  （2004年12月～ 2010年9月、1回/月） 

協力
2006年
6/     1（火）ライアー響会主催公開講座

「初めてライアーに触れる人のためのライアー体験講座」　　（アルスホール） 
12/26（木）つくばオイリュトミーの会「クリスマスオイリュトミー公演」

その他
2002年  9月    ホームページ開設
2002年10月～機関紙Leier-moon No.1発行
2004年10月13日 「（株）ＳＰＤ（サウンドプロセスデザイン）」新宿スタジオ録音
2010年  7月　機関紙Leier-moon No.93



22

7/2（木）高久真弓さんオイリュトミー講座　　（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール） 
7/4（土）ライアー体験講座　　　　　　　　　　　　　（つくば市ゆかりの森管理棟） 

2010年
4/2（金）3（土）田原眞樹子さんライアーワークショップ2010

（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール&県南生涯学習センター） 

6/8（火）仲さん講演会「自分と繋がる音・声・言葉」　　　　（ゆかりの森  森のホール） 

＜新聞＆タウン誌　記事掲載＞
2002年
4月7日 「朝日新聞茨城版」ドイツ生まれの小型竪琴　ライアーの音じわり広がる

　　
「インターナショナルスクエアー　欧州版」　
　　　ドイツ生まれの竪琴ライアー　つくばに癒しの音色響く

2003年
2月13日「朝日新聞茨城版」障害者アートで地域と交流～チャレンジアート展～
5月23日「常陽ウィークリー」　
　　　　　いやしの庭にやさしいメロディー～松見公園ガーデンコンサート～
10月8日　「常陽新聞」かれんな響き聴衆を魅了　牛久で「ライアー」演奏会

2004年
5月         「古代竪琴の音色響く 」ライアー同好会がミニ演奏会～国際会議場～ 
11月14日「ＮＥＷまいいばらき」繊細な音色に魅了されて
10月13日「常陽新聞」
　　　　シューベルトの世界へ　癒しのメロディー心に～仲さんシューベルティアーデ～

2005年
 1月29日「常陽リビング」表紙　ライアーの「宇宙の響き」に魅せられて

2006年
 2月20日「朝日新聞」　茨城マリオン　マイサークル　竪琴の音色に魅せられ

2007年
 １月 1日「常陽ウィークリー」　
　　　　      『ライアーは、聞くことの大切さを教えてくれる』～牛久市赤ちゃんの日～
 2月  3日「エリート情報」1690号　～うしくサイエンスフェスタ2007 ～
12月13日「生活情報紙ぷらざ」ＣＨＡＮＣＥ　Vol.18  「水戸版」　
　　　　　　『天上の響きは、心を解き放つ』

2008年
 1月　     「月刊ぷらざ　県央版」Vol.100　いい夢をみるなら、ライアー
 6月21日「シンヴィング　ＴＸエリア版」　575号　呼吸で奏でる

2010年
4月28日～ 30日「ＡＣＣＳ 研究学園都市コミュニティケーブルサービス」ACCSニュース

主催講座
2004年
5/15（土）吉良順子さん講演会「子どもの成長と遊び」      （老人福祉センターとよさと） 
5/16（日）吉良創さんライアー講座と演奏                         （老人福祉センターとよさと） 
6/12（土）＜子どもの音体験と講義＞
                                竹田喜代子さん「子ども達への音楽の必要性についてⅡ」 
                  ＜音楽療法勉強会＞竹田喜代子さん                   （ゆかりの森  森のホール） 
10/7（木）仲正雄さんシューベルティアーデ                            （つくば市アルスホール） 

2005年 
  2/17（木）仲さんライアーワークショップ2005                     （つくば市アルスホール） 

11/10（木）泉本信子さんライアー講座

                   「キンダーハープとカンテレ」の実践&ライアーアンサンブル（アルスホール） 

2006年
3/28（火）田原眞樹子さんライアーワークショップ2006                        （アルスホール）

2007年
4/ 4（水）田原眞樹子さんライアーワークショップ2007

（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール） 
5/31（木）仲さんライアーワークショップ2007                        （牛久市生涯学習センター）  
11/23（金・祝）＜つくば市制20周年記念つくばスタイル事業＞ 
             「音と遊びのワークショップ」講師吉良創さん（幼児～小・中学生対象） 

(つくば市ふれあいプラザ多目的ホール) 

2008年
4/1（火）2（水）田原眞樹子さんライアーワークショップ2008

（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール） 
11/27（木）泉本信子さんライアー講座
　　　　　「ライアーの響きがつくる四季の祝祭（クリスマス）」               （アルスホール） 

2009年
3/4（水）仲さん声のワークショップ2009                                （ゆかりの森  森のホール） 
4/4（土）5（日）田原眞樹子さんライアーワークショップ2009

（つくば市ふれあいプラザ多目的ホール） 
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会員

浅野 英公子　石島 利子　板倉 光子　伊藤 真智子　稲本 貞子　大澤 彩子　大津 康子

大苗 祐子　大場 香奈江　大山 直美　刑部 由美子　勝田 純代　金子 智美

神沢 瓔子　芝山 明子　芝山 恭子　仙波 富子　竹田 三枝　田島 真理

橘 敦子　富岡 裕子　中山 愛　根本 典子　根本 裕美　芳賀 洋子

原 美舟　深津 佳世子　福本 みどり　丸山 桂子　三中 登志江

宮澤 正江　桃原 広子　吉田 不二子　渡辺 香名恵

協力会員
  木下 久子　田村 のり子　谷田川 純子

ゲスト会員
                                                               鈴木 もえみ

奉仕会員
大山 博活　芝山 道郎　富岡 秀徳　根本 彰　芳賀 和夫　三中 信宏　桃原 郁夫　吉田 武男

出会いのあった全ての皆様へ

♪つくばライアーの響き♪が2000年7月に発足して以来、皆さんと共に楽しく活動を続けて
いるうちに、お蔭様でいつの間にかちょうど10年の歳月が流れました。振り返ってみますと、
実に様々な思い出がその時々の響きと共にひとコマずつ蘇ってまいります。ライアーを通じて
様々な場所に伺い、多くの人々と出会うと同時に、かけがえのない貴重な体験をさせて頂きま
した。
　これまで続けてこられましたのも、各講師の皆様方の熱心なご指導や励まし、各地のグルー
プの皆様からのご支援、そして沢山の才能溢れるメンバーの皆さんと、ご家族の皆様のあたた
かいお力添えと応援の賜物と、感謝の気持ちでいっぱいです。
　本誌には、多くの講師の皆様からご多忙の中、大変励みになる素晴らしいメッセージをご寄
稿いただき、また各地グループの皆さんからもご紹介文を頂きましてありがとうございました。
　皆様方からの熱いお言葉を胸に、また新たな気持ちで、メンバーの皆さんと共に、光の音へ
と向かって研鑽を積みながら、ライアーの響きを奏で続けて参りたいと思います。より多くの
皆様に美しい響きが届きますよう“愛”と“光”を込めて～。
　最後に、10周年記念パンフレットを綺麗に仕上げていただいた、桃原郁夫さん、広子さん、
素敵なロゴと記念品を考案、制作して下さいました根本裕美さん、そしてライアーに関わる全
ての皆様に心より感謝申し上げます。　

つくばライアーの響き代表　芝山恭子

つくばライアーの響き10周年記念誌
発行：2010年7月3日

編集：つくばライアーの響き

ロゴデザイン：根本裕美

不許複製




