
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.112～  ♪ 

                         
           

～新年明けましておめでとうございます～ 

2012年、幕開けとなりました。昨年は22公演、通算340公演となりました。 

今年もメンバーの皆さんと共に、楽しく一歩ずつ歩みながら、 

ライアーの響きをさらに多くの方々へ届けることができますように～ 

 

～★１２月１５日（木）クリスマス☆ライアーコンサート2011無事終了しました♪～ 

昨年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、無事終了しました。 

お天気にも恵まれ、のべ150名余りの多くのお客様にご来場頂くことができました。下記公演についても、詳

しくは「クリスマス☆コンサート2011を終えて」「クリスマス☆コンサート2011お客様感想集」をご覧ください。 

（はづき Yasu Nao おさちゃん Fusa Marit のんのん 裕美 Mifu Keiko momo Fuji 渡辺 Kayo芝山） 

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

～１２月その他の公演から～ 

★ １２月７日（水）グットタイムリビング （ザ・フォレスト・レジデンス 流山おおたかの森） 

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

★１２月１６日（金）土浦自立支援センター クリスマス☆コンサート アジュール 

(Yasu おさちゃんmomo  Fuji 芝山） 

★ １２月２０日（火）つくば市沼田保育所「ライアー演奏」 

(はづき Yasu おさちゃん Fusa Marit のんのん momo 渡辺 芝山） 

★１２月２０日（火）「ホスピス・ボランティア」「クリスマス会」 

2年ほど前から参加をさせて頂いております「ホスピス・ボランティア」で、先日「クリスマス会」が行われ、

患者さん、先生方、看護師さん、いつもご一緒しているボランティアの皆さんと一緒にクリスマスの曲を大山さ

んとともにライアー伴奏で参加させて頂きました。当初私一人での予定でしたが、まだまだ未熟な私には荷が重

過ぎ、でもつくばの皆さんは他の公演があり、どうしましょう～～～!! と思っていた所、急遽NaoにHelpを戴

けることになり、何とか無事に終えることができました。 

病棟の 4F → 3F → 2F → 1F → 外来 と同じ曲を５回演奏するという、ある意味大変な公演ではありました

が患者さんの喜んでいらっしゃるお顔や、涙されている方もいらっしゃったと伺い、ライアーには不思議な力が

あることを実感しました♪ 

ただ、自分の実力を目の当たりにして愕然、、 いつもつくばの皆さんに支えられて演奏させて頂いているこ

とを再確認いたしました。 

改めて皆様の輪に入れて戴けることに感謝です♪ ありがとうございます（＊＾＾＊）そして、これからもど

うぞ宜しくお願いいたします♪                                 Kayoyo 

 

★１２月２２日（木）土浦市永国ケアセンター(Yasu おさちゃん Marit  Fuji 芝山） 

★１２月２３日（金・祝)クリスマスライアーコンサート 南柏教会（Nao のんのん momo 芝山） 

   18 時からの礼拝にも信者の皆さんと共に、参列させていただき、聖なる雰囲気の中、ろうそくの炎に照らさ

れながら、聖書の中のお話に耳を聴け、幾つかの賛美歌を合唱しました。19時からのコンサートでは、momoに進

行していただき、静かな欧州のクリスマスの曲や、クリスマスキャロルやポピュラーなクリスマスソング、バッ

ハの曲等演奏し、喜んでいただくことができました。 

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

～～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 ～～ 

 初めてのクリスマスシーズンのお楽しみコンサートは、12名の皆さんのご参加で、午前中は23日南柏教会ク

リスマスコンサートのリハーサルを兼ねて、カルテットで演奏させていただきました。翌日22日演奏予定の冬の

曲、２曲も当日メンバーで弾きました。豪華な一品持ち寄りパーティーの後、午後からは教師のコース一期生、

４名の皆さん（おさちゃん、のんのん、裕美、Fuji）の演奏。そして、午後から参加の皆さんも加わり、クリス

マスコンサート第１部の曲をパーカッションと踊り？も加えて楽しく歌いながら演奏し盛り上がりました。 



～１月１０日（火）新年会を開催します♪  並木クラスにて、10:00～14:00 ～ 

今年のコンサートの日程や、テーマ、曲などご相談します。ご意見ご希望等伺いたいと思いますので、メンバ

ーの皆さん、どうぞご参加ください。秋に共演予定の鈴木もえみさんも、昼食時から参加されます。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪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♪ 

新年の響きの曲や冬の曲を中心に奏でたいと思います。 

どうぞお楽しみに～♪ 

        

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

♪ リーダー会 オルフェの庭        ２／２(木) 10:00 ～16:00 ＊１月はお休み ♪ リーダー会 オルフェの庭        ２／２(木) 10:00 ～16:00 ＊１月はお休み 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室 新年会♪ １／１０（火）10:00～14:00 ♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室 新年会♪ １／１０（火）10:00～14:00 

                      １／１７,２４（火）（おさちゃん・渡辺）10:00～14:00                       １／１７,２４（火）（おさちゃん・渡辺）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室  ２／１(水）13:00～17:00 （Fuji）＊１月はお休み ♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室  ２／１(水）13:00～17:00 （Fuji）＊１月はお休み 

♪ オルフェの庭クラス                      １／１８(水）10:30～15:00（のんのん） ♪ オルフェの庭クラス                      １／１８(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 １／１９(木) 9:30～12:30（momo） ♪ 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） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１／１９（木）15:30～18:00 個人レッスン予約制           ♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１／１９（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１／２２（日）14:00～16:00  ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 森のホール１／２２（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  １／１２（木）10:30～15:30  ♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  １／１２（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      １／１１, ２５(水）10:00～12:00  ☆個人（月) ♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      １／１１, ２５(水）10:00～12:00  ☆個人（月) 

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

♪ ひたちライアーの奏  １／１２,２６（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏  １／１２,２６（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 １／１３,２７（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  ♪ いわきライアーリング １／１３,２７（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １／２１（土）  水戸市 常磐市民センター 13:00～             ♪ ティンクルライアーMito １／２１（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）１／１６（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）１／１６（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）     １／２９（日）13:00～15:00（千代川公民館レストハウス） ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）     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） １／１４（土）13:00～ 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） 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）１／３０（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）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～  ～ 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＞  

３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール ３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール 

がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円              がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円              

６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 ６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 

＜関係者限定＞ ＜関係者限定＞ 

１／３１(火) 宝保育園 人形劇『笠地蔵』＆ライアーミニコンサート 10:00～10:30 １／３１(火) 宝保育園 人形劇『笠地蔵』＆ライアーミニコンサート 10:00～10:30 

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 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 

３／１５(木) 喫茶あひる ライアーコンサート ３／１５(木) 喫茶あひる ライアーコンサート 

４／２２(日) 下妻市 お茶会 ライアー演奏 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＞ ＜その他の講座＆コンサート＞ 

１     （月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30  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     （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         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
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 竹園交流センター 

１／２４（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

１／２８（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  

１／２２（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＞   2012年１月７日(土） 芝山 恭子 

 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
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.113～  ♪ 

                         
           

♪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』開催のお知らせ～ 

３月30日（金）31日（土）田原さんのライアーW.S.を、つくば市ふれあいプラザ多目的ホールで開催します。

昨年は、震災の為、残念ながら中止となりましたので、今春は田原さんパワーをいただき、初心にかえって 

ライアーの響きと向き合ってみたいと思います。各クラスで課題曲を練習しています。イージーパートもありま

すので、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはチラシをご覧ください。 

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

～１月の公演から～ 

★１月２７日（金）次代を担う子どもの文化芸術体験事業 水戸盲学校 

（Yasu Nso Mari 根本裕美 momo Fuji 芝山） 
目の不自由な子ども達に、是非ライアーの音色を聞かせたい、という念願が皆様のご尽力で、赴任２年目にし

て実現することができ、感謝しています。 

いつもは活発な子ども達が、じっと耳を傾けて聴いていた姿が、とても印象的でした。 

初めて触れる楽器に興味津々の様子から、きっと今まで体験したことのない感覚が味わえたのではないかと思

います。休憩を挟んで子ども達を入れ替えた時、エアコンを強にして温度を上げたせいか、調弦が狂ってしまい

申し訳ありませんでした。でも、巧みに説明をしながらの調弦は、さすがに公演回数300回を超える経験は伊達

じゃないな、と感心いたしました。 

また、アマリリスを入れて欲しいという突然の申し入れにも快く応じて下さり、有難うございました。決定が

遅く、練習期間が短かったにもかかわらず、いろいろ注文をつけてしまい申し訳なく思っておりますが、でもや

っぱり、「アマリリス」や「いつも何度でも」は入れてもらって良かったです。寄宿舎生は、「アマリリス」を

聞いてニヤニヤしていました。 

大きい子も小さい子も、優しい音色のライアーやクーゲルに触れることができて、とても喜んでいたようです。 

後に挨拶をした岡本さんの言葉は、あらかじめ用意されたものではなく、演奏を聞いたその場で思った,素直な

感想だったと思います。子ども達にステキなプレゼントができたような気がしました。 

いろいろご迷惑をお掛けしましたが、本当に有難うございました。また、機会がありましたら、よろしくお願

いします。                                            Keiko 

 

盲学校の純真な生徒さん達と出会うことが出来てとても素敵な体験をさせていただきました。こちらの演奏に

耳を傾けて聞いていただく姿はとても静かだけれどしっかり受け止めてもらい、クーゲルの優しい音色も柔らか

な感性で楽しみ、鈴も一緒に鳴らしたりと、一体感を感じられました。 

そして、ライアーに触れる体験の時には、ライアーの存在そのものがお互いの距離を縮めてくれました。 

こちらが言葉で説明した通りに指を動かしてくれて力も抜けて弾いてくれた時にはいつも自分が苦労している

ことは、目で判断している部分があるのかもしれないと逆に教えられた気がしました。 

学校が驚くほどにきれいに清掃が行き届いていることや、子供たちの美しい手がさまざまなことを語っている

ことに気づいたこと、また指導されている先生と生徒さんがまるで親子かと間違ってしまうくらいに信頼関係が

出来ていること、人間に備わっている本来の感性とその奥深い世界が少し垣間見えた気がしました。そのような

環境で演奏出来たことは、能動的に聴いてもらえる緊張感とやはりそこで音楽がもつすてきな力を発揮させるに

はもっと練習しなければいけなかったという反省に繋がり、有意義な訪問となりました。      Marit  
★１月３１日(火) 宝保育園 人形劇『笠地蔵』＆ライアーミニコンサート  

（ Yasu Nao おさちゃん Fusa Marit momo Kayoyo Fuji芝山） 
今年の冬はいつもより寒～いこの時期に遠路、宝保育園での公演をありがとうございました。 
不手際な点は皆さんの協力の下で、とってもすてきなコンサート＆人形劇でした♪ 
momoの機転のある進行。「きらきら星」演奏の中での園児たちの入場から始まって、 
興味深そうにライアーの楽器の説明を聞き入っている園児たち。ライアーの音色、そして「笠地蔵」の人形劇

の世界に浸って、園児たちも反応を示して喜んでいたとのことでした。 



大人の方達は、初めて聴くすてきな音色に心地よい～♪気持ちになったようです。 
手際よい準備や、観客の方への優しい心配りをする皆さんの姿勢に私も学ぶことが多かったです。 
そろそろ”春よこい～♪” ですね。これからもよろしくお願いします。            Fusa          

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪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♪ 

１月は典子さんが風邪でお休みの為、急遽、松代交流センター会議室で、新年の響きの曲や冬の曲を中心に奏

でました。参加者は９名でした。（はづき、おさちゃん、Yasu、Marit、momo、NoriNori、Fuji、渡辺、芝山）２

月は早春の曲、ヘンデルの曲、その他、多彩な曲の数々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        ２／２(木) 10:30 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  ２／７,１４,２１,２８（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  ２／１(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      ３／２１(水）10:30～15:00（のんのん）＊２月はお休み 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室 ２／１６(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”２／１６（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 森のホール２／２６（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ２／９（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ２／８, ２２(水）10:00～12:00  ☆個人（月) 

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

♪ ひたちライアーの奏  ２／２,９,１６（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 ２／１０,２４（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito ２／１８（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）２／２０（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）     ３／４（日）13:00～15:00（千代川公民館 ２階会議室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ２／２５（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）５／２９（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＞  

３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール 

がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円              

６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 

＜関係者限定＞ 

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 

３／２(金)   桜南児童館 親子クラブ ライアーミニコンサート 図書館 10:15～10:45 

３／１５(木) 喫茶あひる ライアーコンサート 

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＞ 

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

２     （土）言語造形  講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 2000円前後  10:00～12:30 

２         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
２／１９（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 

２／１４（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

２／（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月はお休み 

２／２６（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＞   2012年２月１日(水） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.114～  ♪ 

                         
           

～公開ライアーコンサートのお知らせ～ ～公開ライアーコンサートのお知らせ～ 

３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール ３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール 

がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円  がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円  

ひなまつりの日、アルスホールにて、８名（Yasu、のんのん、根本裕美、Marit、momo、Fiji、渡辺、芝山） ひなまつりの日、アルスホールにて、８名（Yasu、のんのん、根本裕美、Marit、momo、Fiji、渡辺、芝山） 

での演奏です。お時間のある方、どうぞ聴きにいらしてください。 での演奏です。お時間のある方、どうぞ聴きにいらしてください。 

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

～２月の公演から～ ～２月の公演から～ 

★２月２３日(木) 山口小学校家庭教育学級 人形劇『笠地蔵』ライアーコンサート  ★２月２３日(木) 山口小学校家庭教育学級 人形劇『笠地蔵』ライアーコンサート  

全校児童 授業参観 13:45～14:30 全校児童 授業参観 13:45～14:30 

昨年から筑波山の近くへ出かける機会も増え、今回は少人数の山口小学校にお邪魔しました。どうしてお声を

かけていただいたのかちょっと不思議でしたが、以前 依頼を受けたことのある並木交流センターにおられた家庭

教育学級の指導員の先生が、こちらの地区の担当になられていたので、納得。授業参観や家庭教育学級の閉級式

の一環として、少々忙しいスケジュールの中でのコンサートとなりました。私は初めて『笠地蔵』の人形劇のお

手伝いをさせていただくことになり、お地蔵さまの頭に積もった雪を払い、Fujiが笠をかぶせるのを下でお地蔵

さんを抑える役割をさせていただきました。ドキドキの体験でしたが、とても楽しい時間でもありました。 

昨年から筑波山の近くへ出かける機会も増え、今回は少人数の山口小学校にお邪魔しました。どうしてお声を

かけていただいたのかちょっと不思議でしたが、以前 依頼を受けたことのある並木交流センターにおられた家庭

教育学級の指導員の先生が、こちらの地区の担当になられていたので、納得。授業参観や家庭教育学級の閉級式

の一環として、少々忙しいスケジュールの中でのコンサートとなりました。私は初めて『笠地蔵』の人形劇のお

手伝いをさせていただくことになり、お地蔵さまの頭に積もった雪を払い、Fujiが笠をかぶせるのを下でお地蔵

さんを抑える役割をさせていただきました。ドキドキの体験でしたが、とても楽しい時間でもありました。 
数日後の今日一日雪景色に包まれたつくばを見ていたら、雪を頭にかぶったお地蔵さまの姿が、ふと浮かんで

きました。当日子供たちが何を感じ取ってもらったかはっきりした形で分からなくても、ライアーの音色が優し

く身体の中に響いて、静けさの中で人形劇を見たことによって、自然がもたらしたこの雪景色の中で、子供たち

がそっと何かを感じることが出来たなら、何より嬉しいことかなと思いました。         Marit 

数日後の今日一日雪景色に包まれたつくばを見ていたら、雪を頭にかぶったお地蔵さまの姿が、ふと浮かんで

きました。当日子供たちが何を感じ取ってもらったかはっきりした形で分からなくても、ライアーの音色が優し

く身体の中に響いて、静けさの中で人形劇を見たことによって、自然がもたらしたこの雪景色の中で、子供たち

がそっと何かを感じることが出来たなら、何より嬉しいことかなと思いました。         Marit 
（はづき Yasu Nao おさちゃん Tomo Marit のんのん Fuji 渡辺 芝山） （はづき Yasu Nao おさちゃん Tomo Marit のんのん Fuji 渡辺 芝山） 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* ～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
～ライアー響会会員のための講座１３「歌声の響きをつくるⅣ ～ライアーにふさわしい歌い方とは ～」に参加して～  ～ライアー響会会員のための講座１３「歌声の響きをつくるⅣ ～ライアーにふさわしい歌い方とは ～」に参加して～  
2月５日（日） 横浜・みどり野幼稚園ホール 講師 古賀美春先生（シュタイナー学園 音楽専科教師） 2月５日（日） 横浜・みどり野幼稚園ホール 講師 古賀美春先生（シュタイナー学園 音楽専科教師） 

ずっと以前にライアー響会の大会で古賀先生の講演を聞き、またつくばのメンバーがＷＳに参加するたび、「い

いわよ～♪」と声をそろえて賞賛、いつか行きたいという思いがやっとかない、「ライアーにふさわしい歌声とは」

に参加しました。  
 私は声そのものにものすごくコンプレックスがあり、もちろんコンサートで歌うときも、どうしても全員、と

いうとき以外はほぼ口パク、特に高音域は 知らぬ存ぜぬを決め込んでいます。そして、ここに大きな誤解があっ

たと思うのですが、「おおいを取った声」というのに何か幻想を抱いていたのではないかと 今回ふと思いました。

本来持っていた声とはもちろん声楽家のようなそれではないし、ナイチンゲールのような可憐な声でもない、で

もどこかに実態のない「声 の『青い鳥』」を求めていたのではないかと思いました。まず自分の現実を見て受け

入れるということからなのかな、と。  
 実際の練習では、顎を下げる（ロボットのような、という比喩がわかりやすい！）から始まって、「おぉ～のど

に息が当たっている」感じ、動きなが ら、がなりたてなくても、「あれ、声が出てる？！」という感じ、そして、

デコルテ全体に響かせるイメージを持つ練習と、短い時間にたくさんのメッセージを いただけたように思います。

帰ってなかなか同じようにできないのですが・・・  
 翌日たまたま自分が講義で話したＤＶＤを見る機会があり、これまでは自分の声の質感だけにこだわっていた

のですが、先生がおっしゃった「下に落としてしまっている」ということがよくわかりました。歌声と話声とは

また違うと思いますが、先生の話し方、声を聞いているだけでほっとして自分も何だかできているような元気に

なれるような気がしたのであながち全く別ではないのだと思います。  
 また行きたいと思います。つくばにもファンが多いので、いつかお呼びしたいですね！       はづき 

ずっと以前にライアー響会の大会で古賀先生の講演を聞き、またつくばのメンバーがＷＳに参加するたび、「い

いわよ～♪」と声をそろえて賞賛、いつか行きたいという思いがやっとかない、「ライアーにふさわしい歌声とは」

に参加しました。  
 私は声そのものにものすごくコンプレックスがあり、もちろんコンサートで歌うときも、どうしても全員、と

いうとき以外はほぼ口パク、特に高音域は 知らぬ存ぜぬを決め込んでいます。そして、ここに大きな誤解があっ

たと思うのですが、「おおいを取った声」というのに何か幻想を抱いていたのではないかと 今回ふと思いました。

本来持っていた声とはもちろん声楽家のようなそれではないし、ナイチンゲールのような可憐な声でもない、で

もどこかに実態のない「声 の『青い鳥』」を求めていたのではないかと思いました。まず自分の現実を見て受け

入れるということからなのかな、と。  
 実際の練習では、顎を下げる（ロボットのような、という比喩がわかりやすい！）から始まって、「おぉ～のど

に息が当たっている」感じ、動きなが ら、がなりたてなくても、「あれ、声が出てる？！」という感じ、そして、

デコルテ全体に響かせるイメージを持つ練習と、短い時間にたくさんのメッセージを いただけたように思います。

帰ってなかなか同じようにできないのですが・・・  
 翌日たまたま自分が講義で話したＤＶＤを見る機会があり、これまでは自分の声の質感だけにこだわっていた

のですが、先生がおっしゃった「下に落としてしまっている」ということがよくわかりました。歌声と話声とは

また違うと思いますが、先生の話し方、声を聞いているだけでほっとして自分も何だかできているような元気に

なれるような気がしたのであながち全く別ではないのだと思います。  
 また行きたいと思います。つくばにもファンが多いので、いつかお呼びしたいですね！       はづき 
  
＊ ライアー響会は、全国に175名の会員がいらっしゃり、つくばでは1７名の皆さんが会員です。 ＊ ライアー響会は、全国に175名の会員がいらっしゃり、つくばでは1７名の皆さんが会員です。 

会員の為の講座のほか、５月12日（土）には、交流のつどい、6月23日（土）には田原さんの公開講座が

開催されます。 お問合せ ライアー響会 leierkyokai@yahoo.co.jp
会員の為の講座のほか、５月12日（土）には、交流のつどい、6月23日（土）には田原さんの公開講座が

開催されます。 お問合せ ライアー響会 leierkyokai@yahoo.co.jp HP  http://leier.web.infoseek.co.jp/ 
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           ～春のお楽しみコンサート♪開催のお知らせ～ 
４月10日（火）オルフェの庭にて、春のお楽しみコンサートを開催します。詳しくは４月号にて～。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪自由アンサンブルクラス 第36回目 2012年3月8日（木）10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

35回目の２月は早春の響きの曲やヘンデルの曲、テゼの祈りなどを中心に９名（はづき、Teikoi、Nao、Marit、

のんのん、Norinori、Fuji、渡辺、芝山）でアンサンブルを楽しみました。タオライアーや歌声のカノンで、リ

ラックスもしています。３月は卒業の曲、ポピュラーな曲、春の曲の予定です。その季節に一度だけ奏でる曲で

も毎年回を重ねる毎に、味わうことができるようになり、新たな響きになっていくのが感じられ楽しみです。 

        

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

♪ リーダー会 オルフェの庭        ３／１(木) 10:30 ～16:00  ♪ リーダー会 オルフェの庭        ３／１(木) 10:30 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  ３／６,１３,２７（火）10:00～14:00（おさちゃん・渡辺） ♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  ３／６,１３,２７（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  ３／７(水）13:00～17:00 （Fuji） ♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室  ３／７(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      ３／２１(水）10:30～15:00（のんのん） ♪ オルフェの庭クラス                      ３／２１(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 ３／１５(木) 10:00～12:00（momo） ♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室 ３／１５(木) 10:00～12:00（momo） 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”４／１９（木）15:30～18:00 ＊３月はお休み              ♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”４／１９（木）15:30～18:00 ＊３月はお休み              

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 森のホール３／１１（日）14:00～16:00  ♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 森のホール３／１１（日）14:00～16:00  

♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ３／８（木）10:30～15:30  ♪ 自由アンサンブルクラス オルフェの庭  ３／８（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ３／１４(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) ♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ３／１４(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

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

♪ ひたちライアーの奏  ３／１,８,２２（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～12:00   ♪ ひたちライアーの奏  ３／１,８,２２（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 ３／９,２３（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  ♪ いわきライアーリング ３／９,２３（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito ３／１７（土）  水戸市 常磐市民センター 13:30～             ♪ ティンクルライアーMito ３／１７（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）３／１９（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）３／１９（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      ３／４（日）13:00～15:00（千代川公民館 ２階会議室） ♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      ３／４（日）13:00～15:00（千代川公民館 ２階会議室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ４／１４（土）13:00～ キンダーハープ＆ライアークラス  ♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市） ４／１４（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）５／２９（火）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）５／２９（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～  ～ 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＞  

３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール ３／３(土)  ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） アルスホール 

がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円             がんセミナー13:30～ 演奏15:00～15:30 患者会会員無料 会員外 500円             

６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 ６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 
１０／６（土）つくばライアーの響き11thコンサート（つくば恵光寺予定）入場無料 14:00~ １０／６（土）つくばライアーの響き11thコンサート（つくば恵光寺予定）入場無料 14:00~ 
＜関係者限定＞ ＜関係者限定＞ 

３／２(金)   桜南児童館 親子クラブ ライアーミニコンサート 図書館 10:15～10:45 ３／２(金)   桜南児童館 親子クラブ ライアーミニコンサート 図書館 10:15～10:45 

３／１５(木) 喫茶あひる ライアーコンサート 予定 14:30～ ３／１５(木) 喫茶あひる ライアーコンサート 予定 14:30～ 

４／２２(日) 下妻市 お茶会 ライアー演奏  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＞ ＜その他の講座＆コンサート＞ 

３    （月）Artful Heart   講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～12:30  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   （土）言語造形  講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 2000円前後  10:00～12:30 

３         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/３         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
３／４（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 

３／１０（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公民館 

３／１１（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:30 

３／１３（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 17:00～18:30  

**************************************************************************************************** 
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＞   2012年３月１日(木） 芝山 恭子 
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.115～  ♪ 

                         
           

～ライアー講座 ～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』終了しました～ 
 3月30日、31日の２日間、ふれあいプラザ多目的ホールでの、田原さんの６回目の講座も無事終了しました。 

東京や千葉、栃木からもライアー響会のお仲間の方々にご参加いただき、メンバーの皆さんを含み両日１7 名

ずつで、動きとともに、１音の響きやインターバルをたっぷりと味わう充実した講座となりました。 

 参加者の皆さんからのご感想は別紙をご覧ください。 

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

～3月の公演から～ 

★３月３日(土)ピンクリボンの会 ひなまつり がんセミナー＆♪ライアーの響き♪（たて琴） 

（Yasu Marit のんのん 根本裕美 momo Fuji 渡辺 芝山）  

ひなまつりの日、以前にも一度お招きいただいたピンクリボンの会のがんセミナーがアルスホールで開催され、

最後に８名で、春のカノン、春のあいさつ、春のてがみ、など春の曲や、愛につつまれて、バッハグノーのアヴ

ェマリアを30分演奏しました。最後にひなまつりを弾いて、皆さんとご一緒に歌い、桃の節句をお祝いしました。 

 大震災から一年経ち、またこうして舞台でもアンサンブルできる喜びと、涙しながら聴いて下さるお客様との

一体感とで、心からの感動を味わいながら演奏できたように思います。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 

★ ３月１５日(木)あひる ありがとうコンサート 

（Nao おさちゃん のんのん 根本裕美 momo 渡辺 芝山） 

洞峰公園にある「喫茶あひる」は、建物の構造に加えて、池に面した素晴らしいロケーション・ママさんこと

E.S.さんのお人柄もあいまって、ライアーには本当にぴったりの空間で、2008年以来たびたび、小規模で質の高

いコンサートを行わせていただいてきました。  
  ママさんが「あひる」を始められて約７年。その間に、様々な方の憩いの場となり、心のバリアフリーの場を

作ってこられました。  
 そのお店も 3 月一杯で、終わりになり、4 月からは新しい方の経営になります・・。と言うお話を伺って、何

か、ママさんに、そして、この場所に御恩返しができないか?と企画したのが、今回の「ありがとうコンサート」

でした。  
 コンサート当日の 3 月 15 は、犬を連れた方、小さいお子さんを連れた方、いろいろな方が記念館を訪れて下

さいました。いよいよ演奏が始まると、空間にすっと溶け込むライアーの音が心地よく、 弾く人と聴く人の一体

となった呼吸が感じられ、ゆったりとした時間が流れていきました。  
 私たちの新レパートリーの「おかあさん」、「逢えてよかったね」「ふたたび」と、心と心を紡ぐ曲たちでコンサ

ートを締めくくりました。  
 当日、パパさんの入院で、京都から、「どうぞ場所だけでも使ってください」と申し出て下さったママさん、聴

きにきて下さった皆さん、そしてセッティング&演奏＆美味しいティータイムのお菓子を焼いて下さったメンバ

ーの皆さんに心からのありがとうを贈ります。                         momo 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
           ～春のお楽しみコンサート♪開催のお知らせ～ 
４月10日（火）10時～フェの庭にて、春のお楽しみコンサートを開催します。 
待ち遠しかった春の訪れを、オルフェの庭のたくさんの桜とともに味わうのは格別でしょうね。 
いつものように、一品持ち寄りで、楽しいひとときを過ごしながら春の曲を奏でる予定です。 
どうぞ皆さん、ご一緒にアンサンブルを楽しんだり、聴きにもいらしていただけたらと思います。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
       ～レーマンさん、癒しの音ミニワークショップ inつくば のお知らせ～ 
 癒しの森のNさんのおはからいで、５月１５日（火）つくばふれあいプラザ多目的ホールにて10:30~15:00  
癒しの音ミニワークショップを開催していただけることになりました！ 
大小の響きの楽器（タムタム、ゴングなど）や木の楽器、タオライアーの響きなど少しずつ体験していただけ

る貴重な機会です。皆様、是非ご参加ください。前日につくばにいらっしゃるので、懇親会も予定しています。 



♪自由アンサンブルクラス 第37目 2012年4日26日 10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

36目の３月は卒業の曲、ポピュラーな曲、春の曲を沢山、６名（Teikoi、おさちゃん、Marit、のんのん、Fuji、

芝山）のアンサンブルで楽しみました。卒業シーズンに「旅立ちの日に」「卒業写真」「仰げば尊し」「ほたるの光」

などは歌もうたって感慨もひとしおで、またこの季節がめぐってきたのを響きと共に体感できました。 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ４／５(木) 10:30 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室  ４／３,１７,２４（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 音楽室  ４／４(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      ４／１８(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 ４／１９(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”４／１９（木）15:30～17:30                    

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ４／１５（日）14:00～16:00  

♪ アンサンブルクラス オルフェの庭    ４／２６（木）10:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ４／１１,２５(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

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

♪ ひたちライアーの奏  ４／５,１２,１９（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 ４／１３,２７（金）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito ４／７（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）４／１６（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      ６／３（日）13:00～15:00（千代川公民館 ２階会議室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園（さいたま市）４／１４,６／９（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）５／２９（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＞ 

５／２６（土）響きの森のこだまたち ライアーコンサート （ゆかりの森森のホール）入場無料 13:00～14:00      

６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料 詳細未定 
１０／６（土）つくばライアーの響き11thコンサート（つくば恵光寺予定）入場無料 14:00~ 
４／２２(日)  瑞雲茶会  第16回 芸術と茶の湯のつどい 10:00～14:00 

会場：ギャラリー古途（こみち）下妻市長塚８６７－１（TEL 0296-30-4110） 
ライアーコンサート13:00～13:40 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

４   （土）言語造形  講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 2000円前後  10:00～12:30 

４         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
４／８（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 

４／１４（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 

４／１５（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～12:30 

４／２４（火）星のハーモニー 松代交流センター 音楽室 16:30～18:30  

～～５／２５～２７ 響きの森のこだまたち 第1回グループ展 管理棟 ＆森のホール～～ 

５／２５（金）13:00～17:00  ２６（土）10:00～17:00  ２７（日）10:00～15:00 

５／２６（土）（ゆかりの森森のホール）＊アートフルハート体験 10:00～12:00 500円（定員10名） 

＊ライアーコンサート 13:00～14:00 入場無料 ＊言語造形 講師鈴木一博氏とメンバー

によるデモンストレーション 14:00～16:00 500円（定員30名） 

５／２７（日）オイリュトミー小公演 11:30～ 500円（定員30名）オイリュトミー 高久真弓＊山本みちる 

                               詳しくはチラシをご覧ください。 
**************************************************************************************************** 

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＞   2012年４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.11６～  ♪ 

                         
           

～６月３０日（土）七夕コンサート開催のお知らせ ノバホール別館小ホールにて～ 
 
恒例の七夕コンサート、第 1 部 11:15～11:45 は小さなお子様もご一緒に「七夕のお話」とと

も に ラ イ ア ー の 響 き や ク ー ゲ ル 、 グ ロ ッ ケ ン 等 で 奏 で る 静 か で や す ら ぐ 時 間 を     
お楽しみください。～第2部14:00～ では、ライアーオリジナル作品の他、神山純一作曲の星座の曲など
星々の響きで天の川を思い羽浮かべながら幻想的な世界にご案内いたします。 

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

～４月の公演から～ 

★４月２２日(日)  瑞雲茶会  第16回 芸術と茶の湯のつどい 会場：ギャラリー古途（こみち） 

下妻市の広い風情のある日本庭園の奥にあるお茶室でのお茶会にもお招きいただき、ギャラリー古途の素敵な 
舞台で６名で演奏いたしました。耳馴染みの曲を～とのご依頼で、昨秋のコンサートの曲からわらべうたうや、

童謡、唱歌、そして、春には定番の荒城の月やおぼろ月夜、さくらさくらなど演奏し、とてもご好評頂きました。  

 下妻ライアークラブの皆さんも応援にきて下さってアンコールの大きな拍手で、盛り上がりました。 
＊ 関連記事・・Kyklosさんのブログ「お茶会とライアー」ご覧ください。http://ameblo.jp/kyklos/ 

（おさちゃん のんのん 根本裕美 momo  Fuji  芝山）  

                ～春のお楽しみコンサート♪～ 
４月10日（火）春のお楽しみコンサートでは、13名の皆さんとオルフェの庭の満開の桜を眺めながら、毎年

季節が巡ってくると奏でる春の曲など、今年もゆったりと楽しむことができました。 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
                   ＜お知らせ＞ 

～５月１５日（火）レーマン氏、癒しの音ミニワークショップ inつくば～  
つくばふれあいプラザ多目的ホールにて10:30~15:00 ＊～ライアームーン115号ご参照下さい～ 

～～５／２５～２７ 響きの森のこだまたち 第1回グループ展 管理棟 ＆森のホール～～ 

 昨年作成致しましたパンフレット、つくばで様々な活動をしているお仲間『響きの森のこだまたち』の有志で

開催する第１回目のグループ展です。25日は午後から～27日まで、管理棟で、作品展示やNokotaのアート、K
さんのお人形等、様々な体験コーナーもあります。森のホールで、26 日は momo 主催のアートフルハートの水

彩画体験会、ライアーコンサート、言語造形のデモンストレーション、27日はオイリュトミー小公演があります。

ライアーはNaoと芝山のデュオで「ドビュッシーの夢」などの伴奏と小品を演奏します。 
多くの皆様のご来場をお待ちしています。＊詳しくはチラシをご覧ください。 

～各クラス登録制になっています～ 
各クラス、リーダーの皆さんから、今年度のメッセージと抱負を書いていただきました。別紙をご覧ください。 
継続的に参加できるクラスにご登録頂き、基本的にそのメンバーで進めて参りますが、登録していなくてもご

興味のあるクラスには、予めご連絡頂ければ、見学など単発でも参加可能ですので、各リーダーの皆さんにご連

絡下さい。登録されたクラスに欠席の場合は必ず、お知らせ下さいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

☆ホームページ移転しました。momoさんご夫妻が作成して下さっています。ブログ形式の新しいHPです。☆ 

☆どうぞご覧ください☆  http://leier.sakura.ne.jp/  

 
 ライアー～♪ではないのですが・・・ 

白い もふもふ ふわっふわっの仔が 突然? 我が家に来ることになり、 

楽しそうに準備を始めた旦那が、お里への報告と 見たい～という友人たちのために、 

なんとブログを始めてしまいました（＠＠；） 

初めての中型犬の室内飼い！白クマのようなサモエド アシルAsirくんと、 

我が家のニャコ×ニャコを交えての子育て奮闘記？です。仕事の合間に更新しているよう

ですよ。 

よかったら、どうぞ見にきてくださ～い(^○^) 

タイトル： totoronasuのブログ  http：//somoasir.blog.fc2.com/   です。 

Ps．ブログ記事は すべて旦那が書いています。 Nao

 

 

 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/kyklos/
http://leier.sakura.ne.jp/


♪アンサンブルクラス 第38目 2012年5日10日 10:30～15:30 オルフェの庭♪ 

37回目の4月は、６名（はづき、teikoi、Yasu、Marit、のんのん、芝山）のアンサンブルで、簡単なカノン

や春の曲、小野純子さんの曲集から数曲、レーゲンボーゲンより５曲をパートチェンジしながら楽しみました。 

５月は26日のコンサートプログラムほかの予定です。 

    

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭        ５／３１(木) 10:30 ～16:00  

♪ 並木クラス 並木交流センター      ５／１（火）会議室 

８,２２,２９（火）音楽室 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  ５／２(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                      ５／１６(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 ５／１７(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”５／１７（木）15:30～17:30                    

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ６／２４（日）14:00～16:00 ※５月はイベントの為お休みです。 

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

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)      ５／９,３０(水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

♪ 七夕コンサートリハーサル（ノバホール小ホール）６／１２（火）9:00～16:00 
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

♪ ひたちライアーの奏  ５／１０,１７ ,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 ５／１１（金）,３０（水）リーダー（根本裕美） 13:00～  

♪ ティンクルライアーMito ５／１９（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）５／２１（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      ６／３（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） ６／９（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）５／２９（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＞ 

５／２６（土）響きの森のこだまたち ライアーコンサート （ゆかりの森森のホール）入場無料 13:00～14:00      

６／３０（土）つくばライアーの響き七夕コンサート（つくば市ノバホール 小ホール）入場無料  
第1部11:15～11:45 第2部14:00～   ＊詳しくはチラシをご覧ください。  

１０／６（土）つくばライアーの響き11thコンサート（つくば恵光寺予定）入場無料 14:00 ~ 
**************************************************************************************************** 

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

５   （土）言語造形  講師 鈴木一博氏   牛久市子どもの園 2000円前後  10:00～12:30 

５         講師 Nokota アートワークARIEL（ありえる）http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 
５／１２（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 

５／１３（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 

５／１５（火）レーマン氏 癒しの音ミニワークショップ inつくば（つくば市ふれあいプラザ）10:30~15:30 
５／２７（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～11:20  ＊詳しくはチラシをご覧ください。 

～～５／２５～２７ 響きの森のこだまたち 第1回グループ展 管理棟 ＆森のホール～～ 

５／２５（金）13:00～17:00  ２６（土）10:00～17:00  ２７（日）10:00～15:00 

５／２６（土）（ゆかりの森森のホール）＊アートフルハート体験 10:00～12:00 500円（定員10名） 

＊ライアーコンサート 13:00～14:00 入場無料 ＊言語造形 講師鈴木一博氏とメンバー

によるデモンストレーション 14:00～16:00 500円（定員30名） 

５／２７（日）オイリュトミー小公演 11:30～ 500円（定員30名）オイリュトミー 高久真弓＊山本みちる      

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

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://leier.sakura.ne.jp/  

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2012年５月１日(日） 芝山 恭子 

http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
mailto:leier_moon@yahuu.co.jp
http://leier.sakura.ne.jp/


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.117～  ♪ 

                         

           

～～～～６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））七夕七夕七夕七夕コンサートコンサートコンサートコンサート開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    ノバホールノバホールノバホールノバホール別館別館別館別館小小小小ホールホールホールホールにてにてにてにて～～～～    

第第第第1111部部部部11:1511:1511:1511:15～～～～11:4511:4511:4511:45        第第第第2222部部部部14:0014:0014:0014:00～～～～ 
今年の七夕コンサート、今回は初めての会場で、ノバホール別館小ホールにて開催します。 
入場無料ですので、どうぞお誘い合わせの上、多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

＊詳しくはチラシをご覧ください。 

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

～～～～5555月月月月のののの講座講座講座講座・・・・イベントイベントイベントイベントからからからから～～～～    ＊詳しくは別紙をご覧ください。 

★★★★５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））レーマンレーマンレーマンレーマン氏氏氏氏、、、、癒癒癒癒しのしのしのしの音音音音ミニワークショップミニワークショップミニワークショップミニワークショップ ininininつくばつくばつくばつくば～～～～    つくばつくばつくばつくば市市市市ふれあいふれあいふれあいふれあいプラザプラザプラザプラザ        

東京、埼玉、千葉、栃木からも、合わせて26名の皆さんにご参加いただき、貴重な深い体験ができました。 

 

★★★★５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））～～～～２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    響響響響きのきのきのきの森森森森のこだまたちのこだまたちのこだまたちのこだまたち    第第第第1111回回回回グループグループグループグループ展展展展    管理棟管理棟管理棟管理棟    ＆＆＆＆森森森森ののののホールホールホールホール    

 お天気にも恵まれ、盛会で、無事終了しました。 

 ♪26日ライアーコンサート 演奏（Yasu 根本裕美 Keiko momo Fuji 芝山）    

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

～～～～ライアーライアーライアーライアー響会響会響会響会    交流交流交流交流のつどいにのつどいにのつどいにのつどいに参加参加参加参加してしてしてして～～～～5555月月月月12121212日日日日（（（（土土土土））））自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館    

５月の爽やかなお天気に恵まれ,早めに集まった皆さんと、なんと外の石段に腰掛けて、１回だけ合わせること

ができました。f^_^;  練習不足を補えるほどではありませんでしたが、面白かったですね。 

  回を重ねるごとに、だいぶ慣れてきて、momoの号令で会場のセッティングも10分程で終わってしまいました。

他のグループの方たちとも、しっかりチームワークがとれていてビックリでした。 

私は前半しかいられませんでしたが、ほとんどのグループが時間を守り、予定通りに会が進行していき、主催

側の徹底が行き届いているようでとても良かったと思います。今回の「スコットランドの釣り鐘草」私は暗譜し

て臨みましたが、やはり押し寄せる緊張感の中でミスってしまうところがありました。うーんちょっと残念…で

きればもう１回やりたかった(>_<)  発表の場はたった１回、たった６分間 、その短い間の集中ができない自分

を、まだまだ修業が足りない…と反省しました。それでも、概ね好評だったと後から芝山さんに聞き、ホッとし

ました。「かわいい曲ですね～� 」と言われ、いくつかのグループに楽譜を紹介されたそうです。フッフ～(￣▽

；̄)やってビックリ、聞いてるほど楽じゃないのよね～なんて思っちゃう私はちょっといけない子でしょうか？

m(__)m 

今回、Yamanが言っていた「せせらっこ」という楽器が登場し、触らせてもらうことができました。大きな竹

筒みたいな物で,見た目より重くはなく、本当にせせらぎのようなステキな音がしました。聞いていると遠い幼い

日に戻っていくような…一言では言い表せないのですがメルヘンチックななんとも言えない音でした。 

いつも新たな発見をもたらしてくれる交流の集い、年毎にエントリーするグループもどんどん増えて、いつの

日か、ティンクルも出られたらいいなぁ～なんて思っています。また、来年も楽しみにしています。 

有難うございました。                                    Keiko 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～                     

①①①①ライアーライアーライアーライアー響会響会響会響会ののののホームページホームページホームページホームページ、、、、移転移転移転移転しましたしましたしましたしました。。。。新新新新しいしいしいしいアドレスアドレスアドレスアドレスですですですです。。。。     http://leierkyokai.jp/ 

ブログもでき、最新情報などご覧になれます。どうぞご覧ください。 

    

②②②②並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス～～～～３３３３回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ～～～～シルクシルクシルクシルクをををを使使使使ってってってって動動動動くくくく～～～～5555月月月月1111日日日日、、、、6666月月月月5555日日日日、、、、７７７７月月月月6666日日日日10:00~12:0010:00~12:0010:00~12:0010:00~12:00    大会議室大会議室大会議室大会議室    

５月～７月まで３回シリーズで並木クラス、第１火曜日の午前中、大会議室で、担当しています。 

「先日並木クラスで体験した広い空間で動く試みはとても気持ちがよく  

身体が自由になれてよかったです。Mifu」 

「１日の並木とてもいい体験でした！シルクの動きがとても美しく 

とくにmomoとFujiがレムニスカートでクロスする動きが流れるように見えて感動しました。 

久しぶりに芝山さんからご指導いただいて嬉しかったです。Marit」 



③③③③6666月月月月12121212日日日日（（（（火火火火））））はははは七夕七夕七夕七夕コンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサルですですですです。。。。    

七夕コンサート本番の会場、ノバホール別館小ホールで、練習＆リハーサルをします。 

④④④④12121212周年記念周年記念周年記念周年記念♪♪♪♪おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみコンサートコンサートコンサートコンサート♪♪♪♪開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

７月１８日（水）のオルフェの庭クラスの日に12周年を祝って 

夏のお楽しみコンサートを開催します。詳しくはライアームーン７月号にてお知らせいたします。 

♪♪♪♪アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    第第第第39393939回回回回目目目目    2012201220122012年年年年6666日日日日14141414日日日日    10:3010:3010:3010:30～～～～15:30 15:30 15:30 15:30 オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭♪♪♪♪    
38回目の5月は、竹園交流センター音楽室で（はづき、おさちゃん、Yasu、Marit、Keiko、Fuji、渡辺、芝山）

の８名で、５月26日の演奏曲のほか、簡単なカノンやカッコウワルツなど軽やかでリズムに乗った曲を楽しみま

した。６月はポピュラーな曲、雨にちなんだ曲などアンサンブルしたいと思います。 

                

～～～～        今今今今    後後後後    のののの    予予予予    定定定定    とととと    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ～～～～    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                ７７７７／／／／５５５５((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～16:016:016:016:00000    ＊6月はお休みです。    

♪♪♪♪    並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス    並木並木並木並木交流交流交流交流センターセンターセンターセンター                        ６６６６／／／／５５５５（（（（火火火火））））会議室会議室会議室会議室    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00 12:00 12:00 12:00 午後午後午後午後音楽室音楽室音楽室音楽室12:0012:0012:0012:00～～～～14:0014:0014:0014:00            

１９１９１９１９,,,,２２２２６６６６（（（（火火火火））））音楽室音楽室音楽室音楽室    10:0010:0010:0010:00～～～～14141414:00:00:00:00（（（（おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん・・・・渡辺渡辺渡辺渡辺））））    

♪♪♪♪    竹園竹園竹園竹園クラクラクラクラスススス    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室        ６６６６／／／／６６６６((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000 （（（（FijiFijiFijiFiji））））    

♪♪♪♪    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭クラスクラスクラスクラス                                                                                        ６６６６／／／／２０２０２０２０((((水水水水））））10:10:10:10:33330000～～～～15:015:015:015:00000（（（（のんのんのんのんのんのんのんのん））））    

♪♪♪♪    手代木手代木手代木手代木クラスクラスクラスクラス    松代交流松代交流松代交流松代交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室    ６６６６／／／／２１２１２１２１((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000（（（（mompmompmompmomp））））    

♪♪♪♪    りっつんりっつんりっつんりっつんクラスクラスクラスクラス““““自然食自然食自然食自然食レストランレストランレストランレストランりっつんりっつんりっつんりっつん””””６６６６／／／／２２２２１１１１（（（（木木木木））））15:315:315:315:30000～～～～17171717:30:30:30:30                                                                                                                                        

♪♪♪♪    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森クラスクラスクラスクラス    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟                ６６６６／／／／２４２４２４２４（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00     

♪♪♪♪    アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                ６６６６／／／／１１１１４４４４（（（（木木木木））））10:310:310:310:30000～～～～15:315:315:315:30000        

♪♪♪♪    TONETONETONETONEクラスクラスクラスクラス    ☆☆☆☆グループグループグループグループ((((利根町利根町利根町利根町))))                        ６６６６／／／／１３１３１３１３,,,,２７２７２７２７((((水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00  ☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・金金金金))))    

♪♪♪♪    七夕七夕七夕七夕コンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサル（（（（ノバホールノバホールノバホールノバホール小小小小ホールホールホールホール））））６６６６／／／／１２１２１２１２（（（（火火火火））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

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

♪♪♪♪    ひたちひたちひたちひたちライアーライアーライアーライアーのののの奏奏奏奏        ６６６６／／／／７７７７,,,,    １４１４１４１４,,,,２１２１２１２１（（（（木木木木））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））アトリエアトリエアトリエアトリエkykloskykloskykloskyklos    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00      

♪♪♪♪    いわきいわきいわきいわきライアーライアーライアーライアーリングリングリングリング    ６６６６／／／／８８８８,,,,２８２８２８２８（（（（金金金金））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））    13131313:00:00:00:00～～～～        

♪♪♪♪    ティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーMito Mito Mito Mito ６６６６／／／／１６１６１６１６（（（（土土土土））））        水戸市水戸市水戸市水戸市    常磐市民常磐市民常磐市民常磐市民センターセンターセンターセンター    13:313:313:313:30000～～～～                                                    

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

♪♪♪♪    アトリエアトリエアトリエアトリエくらむぼんくらむぼんくらむぼんくらむぼん（（（（川崎市川崎市川崎市川崎市読売読売読売読売ランドランドランドランド前前前前））））６６６６／／／／１９１９１９１９（（（（月月月月））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    10:3010:3010:3010:30～～～～12:312:312:312:30000            

♪♪♪♪    下妻下妻下妻下妻ライアークラブライアークラブライアークラブライアークラブ（（（（下妻市下妻市下妻市下妻市））））                        ６６６６／／／／３３３３（（（（日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館    レストハウスレストハウスレストハウスレストハウス））））    

♪♪♪♪    春岡春岡春岡春岡シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー子子子子どもどもどもども園園園園（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市））））    ６６６６／／／／９９９９（（（（土土土土））））13:013:013:013:00000～～～～    キンダーハープキンダーハープキンダーハープキンダーハープ＆＆＆＆ライアークラスライアークラスライアークラスライアークラス        

♪♪♪♪    こもこもこもこもれびれびれびれびのののの森森森森ライアーライアーライアーライアーのののの会会会会（（（（栃木県栃木県栃木県栃木県小山小山小山小山市市市市））））１０１０１０１０／／／／３０３０３０３０（（（（火火火火））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座        10:3010:3010:3010:30～～～～12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi’’’’sssshousehousehousehouse    

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

～～～～    ララララ    イイイイ    アアアア    ーーーー    ココココ    ンンンン    ササササ    ートートートート＆＆＆＆    人人人人    形形形形    劇劇劇劇    ＆＆＆＆主催主催主催主催イベントイベントイベントイベント～～～～        

＜＜＜＜一般公開一般公開一般公開一般公開＞＞＞＞                                                                                            

６６６６／／／／３０３０３０３０（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき七夕七夕七夕七夕コンサートコンサートコンサートコンサート（（（（つくばつくばつくばつくば市市市市ノバホールノバホールノバホールノバホール    別館別館別館別館小小小小ホールホールホールホール））））入場無料入場無料入場無料入場無料        

第第第第 1111部部部部11:1511:1511:1511:15～～～～11:45 11:45 11:45 11:45     第第第第2222部部部部14:0014:0014:0014:00～～～～            ＊＊＊＊詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはチラシチラシチラシチラシをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。        

１０１０１０１０／／／／６６６６（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき 11th11th11th11thコンサートコンサートコンサートコンサート（（（（つくばつくばつくばつくば恵光寺恵光寺恵光寺恵光寺））））入場無料入場無料入場無料入場無料    14:0014:0014:0014:00    ~~~~    

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

６６６６／／／／２９２９２９２９（（（（金金金金））））いきいきいきいきいきいきいきいきサロンサロンサロンサロンかざぐるまかざぐるまかざぐるまかざぐるま（（（（土浦市土浦市土浦市土浦市天川天川天川天川1111----28282828----12 12 12 12 四中地区四中地区四中地区四中地区））））    12:3012:3012:3012:30～～～～13:20 13:20 13:20 13:20 ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    

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

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他のののの講座講座講座講座＆＆＆＆コンサートコンサートコンサートコンサート＞＞＞＞    

６６６６            （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    momomomomomomomo    洞峰公園洞峰公園洞峰公園洞峰公園    新都市記念館新都市記念館新都市記念館新都市記念館    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30        

６６６６            （（（（土土土土））））言語造形言語造形言語造形言語造形        講師講師講師講師    鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏            牛久市子牛久市子牛久市子牛久市子どものどものどものどもの園園園園    2222000000000000円円円円前後前後前後前後        10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

６６６６                                    講師講師講師講師    NokotaNokotaNokotaNokotaアートワークアートワークアートワークアートワークARIELARIELARIELARIEL（（（（ありえるありえるありえるありえる））））http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

６６６６／／／／９９９９（（（（土土土土））））サークルサークルサークルサークルわわわわ    オイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミー    小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生    12:3012:3012:3012:30～～～～    水戸市水戸市水戸市水戸市    稲荷第稲荷第稲荷第稲荷第２２２２公民館公民館公民館公民館    

６６６６／／／／３３３３（（（（日日日日））））つくばつくばつくばつくばオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーのののの会会会会    高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生    10:0010:0010:0010:00～～～～子子子子どもどもどもども10:3010:3010:3010:30～～～～大人大人大人大人    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    
６６６６／／／／２４２４２４２４（（（（日日日日））））星星星星ののののハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟    10:310:310:310:30000～～～～12121212:20:20:20:20        
                             

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

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

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2012年６月１日(日） 芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.11８～  ♪ 

                         

           

～～～～七夕七夕七夕七夕コンサートコンサートコンサートコンサート2012201220122012、、、、無事無事無事無事、、、、終了終了終了終了しましたしましたしましたしました    ～～～～    

6 月 30 日（土）、11 回目の七夕コンサート、今回は初めての会場で、ノバホール別館小ホ
ールにて開催しました。東京、千葉、神奈川からもご来場くださり、どちらの部にも 100 名
ほどの沢山のお客様で会場がいっぱいになり、ご好評いただきました。 
 

＊＊＊＊詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは『『『『七夕七夕七夕七夕コンサートコンサートコンサートコンサート 2012201220122012 感想集感想集感想集感想集』、『』、『』、『』、『七夕七夕七夕七夕コンサートコンサートコンサートコンサートおおおお客様客様客様客様感想集感想集感想集感想集』』』』ををををごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

 

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

～～～～6666月月月月のののの公演公演公演公演からからからから～～～～     

★★★★６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））いきいきいきいきいきいきいきいきサロンサロンサロンサロンかざぐるまかざぐるまかざぐるまかざぐるま（（（（土浦市土浦市土浦市土浦市天川天川天川天川1111----28282828----12 12 12 12 四中地区四中地区四中地区四中地区））））     

 いつもお世話になっている土浦市社会福祉協議会からのご紹介で、いきいきサロンかざぐるまに伺いました。

この場所は、土浦市内にお住まいの60歳以上の方々を対象に、各種講座、趣味活動等のサービスを提供 

する所で、地域の福祉団体等の協力のもと各中学校区を単位に1ヶ所ある場所の一つです。ライアーは初めて見 

る楽器とスタッフの方々はじめ、皆さんとても興味深く聴いていただき、喜んで下さいました。 

演奏前には手作りで大盛りの特製カレーやサラダ、デザートまでご馳走になり、お腹がはちきれそうになりつ 

つ、momo の楽しい司会で、ちょうど翌日の七夕コンサートのプログラムの中からなど、６名で演奏しました。

最後に参加された約 45 名の皆さんとスタッフの方々から、かざぐるまの歌（背くらべの旋律の替え歌）のプレ

ゼントがあり、その歌詞がなかなか愉快で、覚えていないのが残念です。七夕コンサート前日にもかかわらず、

ご協力いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました。 

♪演奏（Yasu おさちゃん Marit momo Fuji 芝山） 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～                     

①①①①ライアーライアーライアーライアー響会響会響会響会     http://leierkyokai.jp/ 

ライアー響会は 1年の始まりが７月～翌年６月です。秋には会員約 100名が集うライアー2012東京に参加で

きます。ご入会ご希望の方は、HPをご覧ください。    

②②②②並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス～～～～３３３３回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ～～～～シルクシルクシルクシルクをををを使使使使ってってってって動動動動くくくく～～～～        ７７７７月月月月3333日日日日    10:00~12:0010:00~12:0010:00~12:0010:00~12:00    大会議室大会議室大会議室大会議室    

並木クラス５月～７月まで３回シリーズの、最終日７月３日（火）です。 

七夕コンサートも終わり、ほっとした所で、また シルクを使ってリラックスしながら動きます。 

（担当 芝山。） 

③③③③12121212周年記念周年記念周年記念周年記念♪♪♪♪おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみコンサートコンサートコンサートコンサート♪♪♪♪開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

７月18日（水）のオルフェの庭クラスの日に12周年を祝って夏のお楽しみコンサートを開催します。 

これまで七夕コンサートで弾いた思い出の曲や定番の曲、その他、リクエストにお応えして、プログラ

ムを組みたいと思います。ソロ演奏、小編成でのアンサンブルもいかがでしょうか？ 

ご希望をどうぞお知らせください。 

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

♪♪♪♪アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    第第第第40404040回目回目回目回目    2012201220122012年年年年7777日日日日12121212日日日日    10:3010:3010:3010:30～～～～15:30 15:30 15:30 15:30 オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭♪♪♪♪    

39回目の6月は、（はづき、Teikoi、Yasu、おさちゃん、Tomo、のんのん、Fuji、芝山）の８名で、デイルマ

ン作曲７つの子どものための曲集と、カノンや雨にちなんだ曲などポピュラーな曲もアンサンブルで楽しみまし

た。７月はグリーンアイランド曲集や夏の曲などアンサンブルしたいと思います。 

 



                

～～～～        今今今今    後後後後    のののの    予予予予    定定定定    とととと    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ～～～～    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                ７７７７／／／／５５５５((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～16:016:016:016:00000        

♪♪♪♪    並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス    並木並木並木並木交流交流交流交流センターセンターセンターセンター                        ７７７７／／／／３３３３（（（（火火火火））））大大大大会議室会議室会議室会議室    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00 12:00 12:00 12:00 午後午後午後午後音楽室音楽室音楽室音楽室12:0012:0012:0012:00～～～～14:14:14:14:00000000            

１０１０１０１０,,,,１７１７１７１７,,,,２２２２４４４４,,,,３１３１３１３１（（（（火火火火））））音楽室音楽室音楽室音楽室    10:0010:0010:0010:00～～～～14141414:00:00:00:00    

（（（（おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん・・・・渡辺渡辺渡辺渡辺））））    

♪♪♪♪    竹園竹園竹園竹園クラクラクラクラスススス    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室        ７７７７／／／／４４４４((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000 （（（（FujiFujiFujiFuji））））    

♪♪♪♪    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭クラスクラスクラスクラス                                                                                        ７７７７／／／／１８１８１８１８((((水水水水））））10:10:10:10:33330000～～～～15:015:015:015:00000    12121212周年周年周年周年おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみコンサートコンサートコンサートコンサート♪♪♪♪    

♪♪♪♪    手代木手代木手代木手代木クラスクラスクラスクラス    松代交流松代交流松代交流松代交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室    ７７７７／／／／１１１１９９９９((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000（（（（momomomomomomomo））））    

♪♪♪♪    りっつんりっつんりっつんりっつんクラスクラスクラスクラス““““自然食自然食自然食自然食レストランレストランレストランレストランりっつんりっつんりっつんりっつん””””７７７７／／／／１１１１９９９９（（（（木木木木））））15:315:315:315:30000～～～～17171717:30:30:30:30                                                                                                                                        

♪♪♪♪    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森クラスクラスクラスクラス    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟                ７７７７／／／／８８８８（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00     

♪♪♪♪    アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                ７７７７／／／／１１１１２２２２（（（（木木木木））））10:310:310:310:30000～～～～15:315:315:315:30000        

♪♪♪♪    TONETONETONETONEクラスクラスクラスクラス    ☆☆☆☆グループグループグループグループ((((利根町利根町利根町利根町))))                        ７７７７／／／／１１１１１１１１,,,,２２２２５５５５((((水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00  ☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・金金金金))))    

♪♪♪♪    夏夏夏夏のののの集中練習集中練習集中練習集中練習（（（（オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭））））                        ８８８８／／／／２２２２９９９９((((水水水水））））,,,,３０３０３０３０((((木木木木))))予定予定予定予定    

♪♪♪♪    １１１１１１１１ththththコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサル（（（（つくばつくばつくばつくば惠惠惠惠光寺光寺光寺光寺））））９９９９／／／／２５２５２５２５（（（（火火火火））））9:009:009:009:00～～～～12121212:00:00:00:00    

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

♪♪♪♪    ひたちひたちひたちひたちライアーライアーライアーライアーのののの奏奏奏奏        ７７７７／／／／３３３３（（（（火火火火））））１２１２１２１２,,,,    １９１９１９１９（（（（木木木木））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））アトリエアトリエアトリエアトリエkykloskykloskykloskyklos    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00      

♪♪♪♪    いわきいわきいわきいわきライアーライアーライアーライアーリングリングリングリング    ７７７７／／／／１３１３１３１３（（（（金金金金））））,,,,２４２４２４２４（（（（火火火火））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））    13131313:00:00:00:00～～～～        

♪♪♪♪    ティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーMito Mito Mito Mito ７７７７／／／／２１２１２１２１（（（（土土土土））））        水戸市水戸市水戸市水戸市    常磐市民常磐市民常磐市民常磐市民センターセンターセンターセンター    10:0010:0010:0010:00～、～、～、～、13:313:313:313:30000～～～～                                                    

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

♪♪♪♪    アトリエアトリエアトリエアトリエくらむぼんくらむぼんくらむぼんくらむぼん（（（（川崎市川崎市川崎市川崎市読売読売読売読売ランドランドランドランド前前前前））））７７７７／／／／９９９９（（（（月月月月））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    10:3010:3010:3010:30～～～～12:312:312:312:30000            

♪♪♪♪    下妻下妻下妻下妻ライアークラブライアークラブライアークラブライアークラブ（（（（下妻市下妻市下妻市下妻市））））                        ７７７７／／／／１５１５１５１５（（（（日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館    レストハウスレストハウスレストハウスレストハウス））））    

♪♪♪♪    春岡春岡春岡春岡シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー子子子子どもどもどもども園園園園（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市））））    ９９９９／／／／２９２９２９２９（（（（土土土土））））13:013:013:013:00000～～～～    キンダーハープキンダーハープキンダーハープキンダーハープ＆＆＆＆ライアークラスライアークラスライアークラスライアークラス        

♪♪♪♪    こもこもこもこもれびれびれびれびのののの森森森森ライアーライアーライアーライアーのののの会会会会（（（（栃木県栃木県栃木県栃木県小山小山小山小山市市市市））））１０１０１０１０／／／／３０３０３０３０（（（（火火火火））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座        10:3010:3010:3010:30～～～～12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi’’’’sssshousehousehousehouse    

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

～～～～    ララララ    イイイイ    アアアア    ーーーー    ココココ    ンンンン    ササササ    ートートートート＆＆＆＆    人人人人    形形形形    劇劇劇劇    ＆＆＆＆主催主催主催主催イベントイベントイベントイベント～～～～        

＜＜＜＜一般公開一般公開一般公開一般公開＞＞＞＞                                                                                                

１０１０１０１０／／／／６６６６（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき 11th11th11th11thコンサートコンサートコンサートコンサート（（（（つくばつくばつくばつくば惠光寺光寺光寺光寺））））入場無料入場無料入場無料入場無料    14:0014:0014:0014:00    ~~~~    

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

１０１０１０１０／／／／３０３０３０３０（（（（火火火火））））二二二二のののの宮乳幼児家教宮乳幼児家教宮乳幼児家教宮乳幼児家教    閉級式閉級式閉級式閉級式    親子親子親子親子コンサートコンサートコンサートコンサート    二二二二のののの宮児童館宮児童館宮児童館宮児童館    10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30のののの間間間間のののの30303030分分分分    

１１１１１１１１／／／／２０２０２０２０（（（（火火火火））））茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    

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

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他のののの講座講座講座講座＆＆＆＆コンサートコンサートコンサートコンサート＞＞＞＞    

７７７７        （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    momomomomomomomo    洞峰公園洞峰公園洞峰公園洞峰公園    新都市記念館新都市記念館新都市記念館新都市記念館    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30        

７７７７            （（（（土土土土））））言語造形言語造形言語造形言語造形        講師講師講師講師    鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏            牛久市子牛久市子牛久市子牛久市子どものどものどものどもの園園園園    2222000000000000円円円円前後前後前後前後        10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

７７７７                                    講師講師講師講師    NokotaNokotaNokotaNokota    アートワークアートワークアートワークアートワークARIELARIELARIELARIEL（（（（ありえるありえるありえるありえる））））http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

７７７７／／／／１４１４１４１４（（（（土土土土））））サークルサークルサークルサークルわわわわ    オイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミー    小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生    12:3012:3012:3012:30～～～～    水戸市水戸市水戸市水戸市    稲荷第稲荷第稲荷第稲荷第２２２２公民館公民館公民館公民館    

７７７７／／／／１１１１（（（（日日日日））））つくばつくばつくばつくばオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーのののの会会会会    高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生    10:0010:0010:0010:00～～～～子子子子どもどもどもども10:3010:3010:3010:30～～～～大人大人大人大人    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    

７７７７／／／／８８８８（（（（日日日日））））星星星星ののののハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟    10:310:310:310:30000～～～～12121212:2:2:2:20000        
                             

**************************************************************************************************** 
お問合せ 芝山芝山芝山芝山     E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

 
 
＜Leier Moon毎月発行＞   2012年７月１日(日） 芝山 恭子 

 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.119～  ♪ 

                         

           

～～～～つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき    12121212周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました☆☆☆☆    ～～～～    

暑中お見舞い申し上げます。 
 
2000 年７月に発足した、つくばライアーの響きは、お陰様で 12 周年を迎えました。 

12 年で一巡りとして、今年は 12 星座が自然に隠れたテーマとなっています。 

七夕コンサートでは、夏の星座の曲から、双子座、蟹座、獅子座を弾きました。他の星座

の曲も折りに触れて弾いていきたいと思っています。 

10 月 6 日（土）11th コンサートでは、12 星座を地水火風の４つのエレメントにグループ分

けをして、そのグループでも演奏します。8 月 28 日（火）29 日（水）はオルフェの庭にて、 

秋のコンサートに向けて夏合宿（集中練習）をしています。28 日は小田のお祭りもあるよう

ですので、コンサートに出演されない方でも、どうぞ遊びにいらしてください。 

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

★★★★７７７７月月月月3333日日日日    並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス～～～～３３３３回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ～～～～シルクシルクシルクシルクをををを使使使使ってってってって動動動動くくくく～～～～        

並木クラス５月～７月まで３回シリーズで、大会議室で、シルクを使ってリラックスしながら動きました。 

最後は、シューベルトの曲にのって、美しい動きとなりました。最後に星座のグループ毎に、即興演奏も楽

しみました。またいつか機会がありましたら、どうぞご参加ください。 

★★★★７７７７月月月月18181818日日日日（（（（水水水水））））12121212周年記念周年記念周年記念周年記念♪♪♪♪おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみコンサートコンサートコンサートコンサート♪♪♪♪    

オルフェの庭にて、12周年を祝って夏のお楽しみコンサートが開かれました。今年、七夕コンサート

で弾いた曲や、乙女座と天秤座の曲、グリーンアイランド曲集を全曲９名の皆さんとアンサンブルしまし

た。一品持ち寄りの豪華ランチの後、皆さんの近況も伺えて、ほっとするひと時を過ごしました。 

喜びの歌でお祝いしていただき、感無量でした。ありがとうございました。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～                     

①①①①ライアーライアーライアーライアー世界大会世界大会世界大会世界大会    只今開催中です。メンバーの中では、根本裕美さんが参加されています。今回世界各国

から270名の参加者の内、日本人は50名とのこと、ご報告が楽しみですね。 

 「「「「第第第第 5555回回回回ライアーライアーライアーライアー国際大会国際大会国際大会国際大会    ライアーライアーライアーライアー２０１２２０１２２０１２２０１２    ボーデンボーデンボーデンボーデン湖湖湖湖」」」」 http://leier-forum.de/    

2012201220122012年年年年 7777月月月月 26262626日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～28282828日日日日（（（（土土土土））））ライアーを教える人々の集まり 

2012201220122012年年年年 7777月月月月 28282828日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～8888月月月月 2222日日日日（（（（木木木木）））） 

   

②②②②8888月月月月ののののティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーMitoMitoMitoMito 活動日は、18日の土曜日です。午前中に水戸のメンバーと通常の練習をし

た後、午後のお時間は定期コンサートの練習に当てたいと思います。 

午前の部からご参加できるという方は、ひたち野うしくの西友まで来て頂ければ、２名様まで、私の車で送迎

できます。ご希望の方はkeikobまでメールを下さい。また、送迎はできませんが、午後のみのご参加の方も歓

迎致します。水戸の常磐市民センター  ホールは新しくて広くてとても響きが良くて、気持ちいいですよ～

(*^^*ゞ。お盆でお忙しいかと思いますが、皆さまのご参加をお待ちしています。        Keiko 

 

☆ ティンクルライアーＭｉｔｏも、間もなく１年となります。 

メンバーも増えて、アンサンブルも楽しめるようになりました。 

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

    

    



♪♪♪♪アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    第第第第40404040回目回目回目回目    2012201220122012年年年年９９９９日日日日27272727日日日日    10:3010:3010:3010:30～～～～15:30 15:30 15:30 15:30 オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭♪♪♪♪    

7月は、都合によりお休みでした。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。 

 

～～～～        今今今今    後後後後    のののの    予予予予    定定定定    とととと    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ～～～～    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                ９９９９／／／／６６６６((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～16:016:016:016:00000    ＊8月はお休みです。 

♪♪♪♪    並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス    並木並木並木並木交流交流交流交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室            ８８８８／／／／２１２１２１２１,,,,９９９９／／／／４４４４，，，，１１１１１１１１，，，，１８１８１８１８（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～14141414:00:00:00:00    

（（（（おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん・・・・渡辺渡辺渡辺渡辺））））    

♪♪♪♪    竹園竹園竹園竹園クラクラクラクラスススス    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室        ８８８８／／／／１１１１,,,,９９９９／／／／５５５５((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000 （（（（FujiFujiFujiFuji））））    

♪♪♪♪    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭クラスクラスクラスクラス                                                                                        ９９９９／／／／１９１９１９１９((((水水水水））））10:10:10:10:33330000～～～～15:015:015:015:00000    ＊8月はお休みです。    

♪♪♪♪    手代木手代木手代木手代木クラスクラスクラスクラス    松代交流松代交流松代交流松代交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室    ９９９９／／／／２０２０２０２０((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000（（（（momomomomomomomo））））＊8月はお休みです。    

♪♪♪♪    りっつんりっつんりっつんりっつんクラスクラスクラスクラス““““自然食自然食自然食自然食レストランレストランレストランレストランりっつんりっつんりっつんりっつん””””９９９９／／／／２０２０２０２０（（（（木木木木））））15:315:315:315:30000～～～～17171717:30:30:30:30    ＊8月はお休みです。                                                                                                                                    

♪♪♪♪    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森クラスクラスクラスクラス    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟                ９９９９／／／／９９９９（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00    ＊8月はお休みです。 

♪♪♪♪    アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                ９９９９／／／／２７２７２７２７（（（（木木木木））））10:310:310:310:30000～～～～15:315:315:315:30000    ＊8月はお休みです。    

♪♪♪♪    TONETONETONETONEクラスクラスクラスクラス    ☆☆☆☆グループグループグループグループ((((利根町利根町利根町利根町))))                        ８８８８／／／／２２２２７７７７（（（（月月月月））））３１３１３１３１（（（（金金金金））））☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・金金金金))))    

９９９９／／／／１２１２１２１２,,,,２２２２６６６６((((水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00  ＊8月はお休みです。    

♪♪♪♪    夏夏夏夏のののの集中練習集中練習集中練習集中練習（（（（オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭））））                        ８８８８／／／／２２２２８８８８((((火火火火））））,,,,２９２９２９２９((((水水水水))))    

♪♪♪♪    １１１１１１１１ththththコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサルコンサートリハーサル（（（（つくばつくばつくばつくば惠惠惠惠光寺光寺光寺光寺））））９９９９／／／／２５２５２５２５（（（（火火火火））））9:009:009:009:00～～～～12121212:00:00:00:00    

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

♪♪♪♪    ひたちひたちひたちひたちライアーライアーライアーライアーのののの奏奏奏奏        ８８８８／／／／（（（（木木木木））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））アトリエアトリエアトリエアトリエkykloskykloskykloskyklos    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00      

♪♪♪♪    いわきいわきいわきいわきライアーライアーライアーライアーリングリングリングリング    ８８８８／／／／（（（（金金金金））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））    13131313:00:00:00:00～～～～        

♪♪♪♪    ティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーMito Mito Mito Mito ８８８８／／／／１８１８１８１８（（（（土土土土））））        水戸市水戸市水戸市水戸市    常磐市民常磐市民常磐市民常磐市民センターセンターセンターセンター    10:0010:0010:0010:00～、～、～、～、13:313:313:313:30000～～～～                                                    

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

♪♪♪♪    アトリエアトリエアトリエアトリエくらむぼんくらむぼんくらむぼんくらむぼん（（（（川崎市川崎市川崎市川崎市読売読売読売読売ランドランドランドランド前前前前））））９９９９／／／／２４２４２４２４（（（（月月月月））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    10:3010:3010:3010:30～～～～12:312:312:312:30000            

♪♪♪♪    下妻下妻下妻下妻ライアークラブライアークラブライアークラブライアークラブ（（（（下妻市下妻市下妻市下妻市））））                        ９９９９／／／／２２２２（（（（日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館    レストハウスレストハウスレストハウスレストハウス））））    

♪♪♪♪    春岡春岡春岡春岡シュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナー子子子子どもどもどもども園園園園（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市））））    ９９９９／／／／２９２９２９２９（（（（土土土土））））13:013:013:013:00000～～～～    キンダーハープキンダーハープキンダーハープキンダーハープ＆＆＆＆ライアークラスライアークラスライアークラスライアークラス        

♪♪♪♪    こもこもこもこもれびれびれびれびのののの森森森森ライアーライアーライアーライアーのののの会会会会（（（（栃木県栃木県栃木県栃木県小山小山小山小山市市市市））））１０１０１０１０／／／／３０３０３０３０（（（（火火火火））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座        10:3010:3010:3010:30～～～～12:312:312:312:30 ayumi0 ayumi0 ayumi0 ayumi’’’’sssshousehousehousehouse    

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

～～～～    ララララ    イイイイ    アアアア    ーーーー    ココココ    ンンンン    ササササ    ートートートート＆＆＆＆    人人人人    形形形形    劇劇劇劇    ＆＆＆＆主催主催主催主催イベントイベントイベントイベント～～～～        

＜＜＜＜一般公開一般公開一般公開一般公開＞＞＞＞                                                                                                

１０１０１０１０／／／／６６６６（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき 11th11th11th11thコンサートコンサートコンサートコンサート（（（（つくばつくばつくばつくば惠光寺光寺光寺光寺））））入場無料入場無料入場無料入場無料    14:0014:0014:0014:00    ~~~~    

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

１０１０１０１０／／／／３０３０３０３０（（（（火火火火））））二二二二のののの宮乳幼児家教宮乳幼児家教宮乳幼児家教宮乳幼児家教    閉級閉級閉級閉級式式式式    親子親子親子親子コンサートコンサートコンサートコンサート    二二二二のののの宮児童館宮児童館宮児童館宮児童館    10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30のののの間間間間のののの30303030分分分分    

１１１１１１１１／／／／２０２０２０２０（（（（火火火火））））茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    

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

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他のののの講座講座講座講座＆＆＆＆コンサートコンサートコンサートコンサート＞＞＞＞    

９９９９        （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    momomomomomomomo    洞峰公園洞峰公園洞峰公園洞峰公園    新都市記念館新都市記念館新都市記念館新都市記念館    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30        

９９９９    （（（（土土土土））））言語造形言語造形言語造形言語造形        講師講師講師講師    鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏            牛久市子牛久市子牛久市子牛久市子どもどもどもどものののの園園園園    2222000000000000円円円円前後前後前後前後    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

８８８８                                    講師講師講師講師    NokotaNokotaNokotaNokota    アートワークアートワークアートワークアートワークARIELARIELARIELARIEL（（（（ありえるありえるありえるありえる））））http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

９９９９／／／／（（（（土土土土））））サークルサークルサークルサークルわわわわ    オイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミー    小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生    12:3012:3012:3012:30～～～～    水戸市水戸市水戸市水戸市    稲荷第稲荷第稲荷第稲荷第２２２２公民館公民館公民館公民館    

９９９９／／／／２２２２（（（（日日日日））））つくばつくばつくばつくばオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーのののの会会会会    高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生    10:0010:0010:0010:00～～～～子子子子どもどもどもども10:3010:3010:3010:30～～～～大人大人大人大人    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    

９９９９／／／／９９９９（（（（日日日日））））星星星星ののののハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟    10:310:310:310:30000～～～～12121212:20:20:20:20        
                             

**************************************************************************************************** 
お問合せ 芝山芝山芝山芝山     E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2012年７月30日(月） 芝山 恭子 



 

♪ 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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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

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  ご覧ください。） 

   

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
♪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 ～ 

http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos
http://ameblo.jp/kyklos


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

♪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 

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


 

♪ 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。 

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。 

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

☆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> 
「あいをよる おもいをつむぐ こころをむすぶ」うさとオフィシャルサイト http://www.usaato.com/「あいをよる おもいをつむぐ こころをむすぶ」うさとオフィシャルサイト http://www.usaato.com/ 

 

☆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便り   ～Leier  Moon  No.122～  ♪ 

                         
           

～12 月 11 日（火）クリスマス☆コンサート 2012♪ 開催します～ 

12 月 11 日（火）ノバホールホワイエにて、恒例のクリスマスコンサートを開催します。 

第１部は親子のためのコンサートでクリスマスのお話と音楽と楽しいクリスマスソング、

第２部は冬の星座の曲など、そして第３部はクリスマスキャロルやバッハの曲をご用意して

います。響きの豊かな会場で、ライアーアンサンブルをお楽しみ頂けますよう、日々練習を

重ねております。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。詳しくは、チラシをご覧ください。 

～１０月６日（土）11thコンサート、無事、終了しました～ 

11 回目の定期コンサート、つくば惠光寺にて無事終了しました。鈴木もえみさんの朗読と音

楽『ラプンツェル』や、16 名の大編成で演奏した中世、リュートの為の曲等もご好評いただ

きました。詳しくは別紙をご覧ください。 

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

★ 10月７日（日） うさとの服展示会 ♪ライアー演奏 北斗寺（yasu、のんのん、keiko、Fuji、芝山） 
秋晴れの良い日和となり、午後２回に渡り、５名で秋の曲や前日のコンサートで弾いた曲など、～午前中買い

物したばかり！～のうさとの服を着て演奏し、とても静かに聴き入っていただきました。 
自然と癒やし～アースハーモニー  ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/snb_hrtk/folder/313369.html 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 
★ 10月18日（木）ひたちライアーの奏 10周年の会 アトリエkyklos 

（yasu、Nao、おさちゃん、のんのん、momo、Fuji、渡辺、芝山） 

つくばの皆さま  今日は、遠いところお越し下さり、本当にありがとうございました。また、たくさんのお祝

いもいただいて、お心遣いに感謝いたします。皆さんが参加してくださったお陰で、とても賑やかで、心温まる

10周年の会を開くことが出来ました。 

私たちの演奏は、まだまだつたないものですが、頑張って練習してきた曲を聴いていただけて嬉しく思います。 

まだまだよちよち歩きではありますが、10周年という区切りを迎えて、次の10年に向けてまた一歩ずつ前に進

んで行こうと、メンバーも気持ちを新たにできたと思います。 

つくばの皆さまには、素敵な曲を演奏していただけて、皆さんも大満足の様子でした。私も、たっぷりと聞か

せていただき、とても心癒されました。本当にありがとうございました。「愛につつまれて」は、みんなも弾き

たいという気持ちがもてたようです。また来月から頑張りたいと思います。 

つくば号は、おいしいお魚もゲットしたようで、車いっぱいつんで帰られたことでしょうね。＼(^_^)／ 

 今度はクリスマスコンサートですね～またどうぞよろしくお願いいたします。         根本裕美 

～*～*～*～*～*～*～  ～*～*～*～*～*～*～*～  ～*～*～*～*～*～*～*～ 
今日はお招きいただいて有難うございました。やっとというか、アトリエにもお邪魔することができ、温かい

雰囲気の中で、終了後は美味しい料理もデザートもたらふく食べ、楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

皆さんの演奏もライアーに対する愛情を感じながら、ゆっくり楽しみました。特に「エーデルワイス」と「紅

葉」が、響きに広がりを感じ素敵でした。１年選手から10年以上の選手まで（笑）ライアーと付き合ってきた時

間は違っても同じ空間を共有しながら楽しめるのは、ライアーならではの事だと改めて思いました。   Yasu 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 
★ 10月30日（火）二の宮乳幼児家教 閉級式 親子コンサート 二の宮交流センター 

（はづき、Yasu、おさちゃん、Tomo、Mifu、momo、Fuji、渡辺） 
 親子36組72名で、０歳～小さなお子様もご一緒でしたが、始まりの『ととけっこう』で「おはよう！」と次々

に登場するお人形さんたちに、小さいお子さんたちも舞台に惹き付けられた様子でした。みんなお母さんのおひ

ざに抱っこして座っていたので、わらべうたや身体を動かしたりする遊びはとても楽しんで頂けました。 

http://blogs.yahoo.co.jp/snb_hrtk/folder/313369.html�


♪アンサンブルクラス 第4２回目 2012年11日21日 13:30～15:30 ♪ 

10月は都合により会場をTONEに移して開催しました。Yasu、Nao、おさちゃん、のんのん、Fuji、芝山の６名

で、秋の曲等のアンサンブルを楽しみました。11月はオルフェの庭クラス、午後からの予定です。 

  ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ リーダー会 オルフェの庭         １１／１(木) 10:00 ～14:30  

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室    １１／６，１３，２７（火）12:00～14:00（おさちゃん・渡辺） 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター   音楽室  １１／７(水）13:00～17:00 （Fuji） 

♪ オルフェの庭クラス                       １１／２１(水）10:30～12:30（のんのん） 

♪ 手代木クラス 松代交流センター 音楽室  １１／１５(木) 10:00～14:00（momo） 

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

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟     １１／２５（日）14:00～16:00  

♪ アンサンブルクラス オルフェの庭     １１／２１（水）13:30～15:30  

♪ TONEクラス ☆グループ(利根町)       １１／１４,２８ (水）10:00～12:00  ☆個人（月・金) 

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

♪ ひたちライアーの奏  １１／１５,２２,２９（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 １１／９（金）,２０（火）リーダー（根本裕美）13:00～  

♪ ティンクルライアーMito １１／１７（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）１１／１９（月）ライアー響会主催 体験講座 10:30～12:00   

♪ 下妻ライアークラブ（下妻市）      １２／７（金）10:00～12:00（千代川公民館）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）2013年１／３１（木）ライアー講座 10:30～12:30 ayumi’shouse 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  
＜一般公開＞  
１２／５（水）親子のためのクリスマスコンサート（国際交流研修センター＊守谷市ログハウス）11:00～11:30

（開場10:45）入場無料 0歳～入場可      

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）11:15～,13:30～ 
＜関係者限定＞ 
１１／２０（火）茎崎乳幼児学級 ライアー演奏 茎崎交流センター  

１１／２８ (水) つくば市田井小学校 ライアー演奏 2:45～3:30 

１２／１４（金）作岡小学校 ライアー演奏予定 

１２／１９（水）つくば市子育て支援センター 親子のためのクリスマスコンサート 

１２／２３（日）いわき市常磐病院 クリスマス演奏会 11:00～11:45 

１２／２３（日）いわき市平パブテスト教会 クリスマスコンサート 14:00～予定 

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

＜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/ 
１１／１０（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 

１１／４ （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 
１１／１８（日）ライアーオーケストラ発表コンサート2012 横浜市金沢産業振興センターホール14：30～ 
１１／２５（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  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11月1日(木） 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便り   ～Leier  Moon  No.123～  ♪ 

                         

           

～～～～12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス☆☆☆☆コンサートコンサートコンサートコンサート 2012201220122012♪♪♪♪    ～～～～    

12月11日（火）ノバホールホワイエにてクリスマス☆コンサートを開きます。    

第１部は親子のためのコンサートで、クリスマスのお話『クリスマスおめでとう』（ひぐちみちこ作）と音楽

では、Yasuが作成された、紙芝居のような大きな絵と共にお楽しみいただきます。お馴染みのクリスマスソング

やクリスマスキャロルも、グロッケンや鈴、クーゲルを交えながら演奏します。第2部は、響きの楽器の即興演

奏や、今年七夕コンサートでも演奏した星座シリーズ、冬の星座の曲３曲、第3部では、定番のバッハの曲やカ

ッチーニのアヴェマリアも３部合唱とともにお贈りします。会場には、Nokota の素敵なろうそくの作品が飾ら

れます。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。 

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

★★★★    11111111月月月月20202020日日日日（（（（火火火火））））茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級茎崎乳幼児学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    茎崎交流茎崎交流茎崎交流茎崎交流センターセンターセンターセンター    11:0011:0011:0011:00～～～～11:4511:4511:4511:45    
（（（（はづきはづきはづきはづき、、、、NaoNaoNaoNao、、、、おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん、、、、TomoTomoTomoTomo、、、、MifuMifuMifuMifu、、、、momomomomomomomo、、、、渡辺渡辺渡辺渡辺、、、、芝山芝山芝山芝山））））FusaFusaFusaFusa、、、、NoriNoriNoriNori    

前半はMifuの司会で、親子でわらべうた遊びや歌を皆さんで、楽しんで頂き、後半はmomoの司会で、キツネ

さんも登場しながら秋の曲を演奏しました。「えんやらりんごの木」のピンクのシルクを嬉しそうに喜んで追い

かける２～3才児の姿が可愛らしく、そのお子さんたちから最後に一人一人、花束をいただきました。FusaとNori

が、お手伝いと応援に来て下さり、とても助かりました。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

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

★ 11111111月月月月28282828日日日日（（（（水水水水））））つくばつくばつくばつくば市田井小学校市田井小学校市田井小学校市田井小学校    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    2:452:452:452:45～～～～3:153:153:153:15    

（（（（はづきはづきはづきはづき、、、、おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん、、、、のんのんのんのんのんのんのんのん、、、、FujiFujiFujiFuji、、、、渡辺渡辺渡辺渡辺、、、、芝山芝山芝山芝山））））    

♪今日は声をかけていただいてありがとうございました。寒くて指が固まってしまったのが、反省ですが子ど

もたちがよく聞いてくれてとても暖かい気持ちになりました。先生方も率直に感心されていて、伝わった感じが

しました。こういう公演を経験するとライアーやっていてよかったなぁと思います。         はづき 

♪お疲れ様でした。久々になつかしい曲目ばかりで楽しんで弾かせて頂きました。目の前の小学一年生の女の

子たちが目をくるくるさせて興味深々で聞いていたのがとても可愛かったです。教育委員会の方がいらっしゃっ

たのは初めてでは？今の教育現場にライアーが必要と取り入れて下さり、市の補助が受けられたら嬉しいですね。 

日本の中でもつくばは特別にライアー人口が多いですものね。来年に期待☆          渡辺香名恵 

♪つくば市放課後子ども教室からの依頼で田井小学校へ演奏に行ってきました。対象は1年生から3年生の38 

名(当日は33名)とその保護者、担任の先生と50名ほど当日はあいにく小雨のちらつく寒い日でしたが33名の子

ども達のくりくりした目に見つめられながら暖かい演奏会になりました。初めのうちはライアーの音色に興味

深々でとても静かに演奏を聴いていた子ども達でしたが、「千と千尋の神隠し知っている？」の質問に「知って

いる！知っている！」の大合唱。「まっかな秋」は学校でも歌っている様子。3番まで元気に歌ってくれました。 

最後の「紅葉」は保護者の方への歌のプレゼントになりましたがあっという間の30分間でした。筑波山のふも

とで大きな鳥居に見つめられながら毎日元気に過ごしている子ども達を垣間見る楽しいひと時でした。 

Fuji        ♪～Fujiのよく準備されたプログラム構成と司会進行が、とても良かったです。～ 

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

★ 11111111月月月月6666日日日日、、、、13131313日日日日、、、、27272727日日日日（（（（火火火火））））並木交流並木交流並木交流並木交流センターセンターセンターセンター講座講座講座講座『『『『癒癒癒癒しのしのしのしの音遊音遊音遊音遊びびびび』』』』 

並木交流センターの館長さんがお声がけ下さり、３回シリーズで、桃原さんと講師を担当し、ご好評いただき

ました。お手伝いのおさちゃん、Mari、Fuji、渡辺さんが、お一人ずつ丁寧にフォローして頂き、とても助かり

ました。応募された10名の皆さんと、お手玉やシルクも使い、即興演奏や、「オータムリーブスのカノン」や「す

すきのうた」を皆さんと合奏し、ペンタトーンの世界に浸り、リラックスした楽しい一時を過ごしました。  

最後にライアー演奏しましたが、参加者の方の中でライアーにご興味のある方、12月から体験で参加される予

定です。 裕美さん、Keiko、Yokok、キンダーハープを貸していただきありがとうございました。 



♪アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    第第第第44443333回目回目回目回目    2013201320132013年年年年1111月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））    10101010:30:30:30:30～～～～15:3015:3015:3015:30    ♪♪♪♪    

11月はオルフェクラスの午後に開催しました。はづき、おさちゃん、Tomo、のんのん、Fuji、渡辺さん、芝山

の７名で、28日公演の練習を兼ねて、秋の曲等のアンサンブルを楽しみました。12月はお休みです。 

        ～～～～        今今今今    後後後後    のののの    予予予予    定定定定    とととと    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ～～～～    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                    １１１１２２２２／／／／６６６６((((木木木木))))    10101010:0:0:0:00000    ～～～～15:015:015:015:00000     

♪♪♪♪    並木並木並木並木クラスクラスクラスクラス    並木並木並木並木交流交流交流交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室                １２１２１２１２／／／／１８１８１８１８（（（（火火火火））））10101010:00:00:00:00～～～～14141414:00:00:00:00（（（（おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん・・・・渡辺渡辺渡辺渡辺））））    

♪♪♪♪    竹園竹園竹園竹園クラクラクラクラスススス    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター            音楽室音楽室音楽室音楽室        １２１２１２１２／／／／５５５５((((水水水水））））14141414:00:00:00:00～～～～16161616:0:0:0:00000 （（（（FujiFujiFujiFuji））））    

♪♪♪♪    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭クラスクラスクラスクラス                                     2 2 2 2013013013013年年年年１１１１／／／／１６１６１６１６((((水水水水））））10:10:10:10:33330000～～～～12:312:312:312:30000（（（（のんのんのんのんのんのんのんのん）））） ※12月は公演の為お休みです。    

♪♪♪♪    手代木手代木手代木手代木クラスクラスクラスクラス    松代交流松代交流松代交流松代交流センターセンターセンターセンター    音楽室音楽室音楽室音楽室        2013201320132013年年年年１１１１／／／／１７１７１７１７((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000（（（（momomomomomomomo））））    

※12月はオルフェの庭にてお楽しみコンサートです。    

♪♪♪♪    りっつんりっつんりっつんりっつんクラスクラスクラスクラス““““自然食自然食自然食自然食レストランレストランレストランレストランりっつんりっつんりっつんりっつん”””” 2013 2013 2013 2013年年年年１１１１／／／／１１１１７７７７（（（（木木木木））））15:315:315:315:30000～～～～17171717:30:30:30:30     ※12月はお休みです。                                                                                                                            

♪♪♪♪    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森クラスクラスクラスクラス    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟                    １１１１２２２２／／／／９９９９（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00     

♪♪♪♪    アンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラスアンサンブルクラス    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                    2013201320132013年年年年１１１１／／／／１１１１００００（（（（木木木木））））10101010:3:3:3:30000～～～～15:315:315:315:30000    ※12月はお休みです。    

♪♪♪♪    TONETONETONETONEクラスクラスクラスクラス    ☆☆☆☆グループグループグループグループ((((利根町利根町利根町利根町))))                            １２１２１２１２／／／／１１１１２２２２,,,,    ２６２６２６２６（（（（水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00  ☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・金金金金))))    

♪♪♪♪    おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみコンサートコンサートコンサートコンサート    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                    １２１２１２１２／／／／２０２０２０２０（（（（木木木木））））10:3010:3010:3010:30～～～～15:015:015:015:00000        

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

♪♪♪♪    ひたちひたちひたちひたちライアーライアーライアーライアーのののの奏奏奏奏        １２１２１２１２／／／／６６６６,,,,１３１３１３１３    ,,,,２０２０２０２０（（（（木木木木））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））アトリエアトリエアトリエアトリエkykloskykloskykloskyklos    10:0010:0010:0010:00～～～～12:00  12:00  12:00  12:00      

♪♪♪♪    いわきいわきいわきいわきライアーライアーライアーライアーリングリングリングリング    １２１２１２１２／／／／１４１４１４１４（（（（金金金金））））,,,,１８１８１８１８（（（（火火火火））））リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美））））13131313:00:00:00:00～～～～        

♪♪♪♪    ティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーティンクルライアーMito Mito Mito Mito １２１２１２１２／／／／１５１５１５１５（（（（土土土土））））        水戸市水戸市水戸市水戸市    ミレットミレットミレットミレットにてにてにてにて演奏演奏演奏演奏                                                            

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

♪♪♪♪    アトリエアトリエアトリエアトリエくらむぼんくらむぼんくらむぼんくらむぼん（（（（川崎市川崎市川崎市川崎市読売読売読売読売ランドランドランドランド前前前前））））１２１２１２１２／／／／１７１７１７１７（（（（月月月月））））ライアーライアーライアーライアー響会主催響会主催響会主催響会主催    体験講座体験講座体験講座体験講座    10:3010:3010:3010:30～～～～12:012:012:012:00000            

♪♪♪♪    下妻下妻下妻下妻ライアークラブライアークラブライアークラブライアークラブ（（（（下妻市下妻市下妻市下妻市））））                        １２１２１２１２／／／／７７７７（（（（金金金金））））10101010:00:00:00:00～～～～12121212:00:00:00:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館））））午後午後午後午後からからからから施設施設施設施設でででで演奏演奏演奏演奏    

♪♪♪♪    こもこもこもこもれびれびれびれびのののの森森森森ライアーライアーライアーライアーのののの会会会会（（（（栃木県栃木県栃木県栃木県小山小山小山小山市市市市））））2013201320132013年年年年１１１１／／／／３１３１３１３１（（（（木木木木））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    10:3010:3010:3010:30～～～～12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi12:30 ayumi’’’’sssshousehousehousehouse    

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

～～～～    ララララ    イイイイ    アアアア    ーーーー    ココココ    ンンンン    ササササ    ートートートート＆＆＆＆    人人人人    形形形形    劇劇劇劇    ＆＆＆＆    イベントイベントイベントイベント～～～～        

＜＜＜＜一般公開一般公開一般公開一般公開＞＞＞＞        

１２１２１２１２／／／／５５５５（（（（水水水水））））親子親子親子親子のためののためののためののためのクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスコンサートコンサートコンサートコンサート（（（（国際交流研修国際交流研修国際交流研修国際交流研修センターセンターセンターセンター＊＊＊＊守谷市守谷市守谷市守谷市ログハウスログハウスログハウスログハウス））））11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30

（開場10:45）入場無料 0歳～入場可                    

１２１２１２１２／／／／１１１１１１１１（（（（火火火火））））つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響きききき    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス☆☆☆☆コンサートコンサートコンサートコンサート（（（（ノバホールホワイエノバホールホワイエノバホールホワイエノバホールホワイエ））））11:1511:1511:1511:15～～～～,13:30,13:30,13:30,13:30～～～～    

１２１２１２１２／／／／２３２３２３２３（（（（日日日日））））いわきいわきいわきいわき市市市市平平平平パブテストパブテストパブテストパブテスト教会教会教会教会    クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート    14:0014:0014:0014:00～～～～15151515：：：：00000000    

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

１２１２１２１２／／／／１４１４１４１４（（（（金金金金））））作岡小学校作岡小学校作岡小学校作岡小学校    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    11:2511:2511:2511:25～～～～12:1012:1012:1012:10    4444時間目時間目時間目時間目のののの1111年生年生年生年生のののの授業授業授業授業    

１２１２１２１２／／／／１９１９１９１９（（（（水水水水））））つくばつくばつくばつくば市子育市子育市子育市子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター    親子親子親子親子のためののためののためののためのクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート    11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

１２１２１２１２／／／／２１２１２１２１（（（（日日日日））））特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム飛羽飛羽飛羽飛羽ノノノノ園園園園 クリスマスライアーコンサートクリスマスライアーコンサートクリスマスライアーコンサートクリスマスライアーコンサート    14:0014:0014:0014:00（土浦市小松3丁目18-18） 

１２１２１２１２／／／／２３２３２３２３（（（（日日日日））））いわきいわきいわきいわき市常磐病院市常磐病院市常磐病院市常磐病院    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス演奏会演奏会演奏会演奏会 11:00 11:00 11:00 11:00～～～～11:4511:4511:4511:45    

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

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他のののの講座講座講座講座＆＆＆＆コンサートコンサートコンサートコンサート＞＞＞＞    

１２１２１２１２        （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    momomomomomomomo    洞峰公園洞峰公園洞峰公園洞峰公園    新都市記念館新都市記念館新都市記念館新都市記念館    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30        

１２１２１２１２            （（（（土土土土））））言語造形言語造形言語造形言語造形        講師講師講師講師    鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏鈴木一博氏            牛久市子牛久市子牛久市子牛久市子どものどものどものどもの園園園園    2222000000000000円円円円前後前後前後前後    10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

１２１２１２１２                                講師講師講師講師    NokotaNokotaNokotaNokota    アートワークアートワークアートワークアートワークARIELARIELARIELARIEL（（（（ありえるありえるありえるありえる））））http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

１２１２１２１２／／／／２２２２（（（（日日日日））））東京東京東京東京ライアーアンサンブルライアーアンサンブルライアーアンサンブルライアーアンサンブル結成結成結成結成25252525周年記念演奏会周年記念演奏会周年記念演奏会周年記念演奏会    
                                        東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    被災地支援被災地支援被災地支援被災地支援チャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサート    音楽音楽音楽音楽のののの友友友友ホールホールホールホール    14:3014:3014:3014:30開演開演開演開演    
１２１２１２１２／／／／２２２２（（（（日日日日））））つくばつくばつくばつくばオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーのののの会会会会    高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生高久真弓先生    10:0010:0010:0010:00～～～～子子子子どどどどもももも 10:3010:3010:3010:30～～～～大人大人大人大人    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センターセンターセンターセンター    

１２１２１２１２／／／／８８８８（（（（土土土土））））サークルサークルサークルサークルわわわわ    オイリュトミーオイリュトミーオイリュトミーオイリュトミー    小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生小川陽子先生    12:3012:3012:3012:30～～～～    水戸市水戸市水戸市水戸市    稲荷第稲荷第稲荷第稲荷第２２２２市民市民市民市民センターセンターセンターセンター    

１２１２１２１２／／／／９９９９（（（（日日日日））））星星星星ののののハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー    ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森森森森    森森森森ののののホールホールホールホール    りんごろうそくりんごろうそくりんごろうそくりんごろうそく祭祭祭祭りりりり    11111111::::00000000～～～～        
                              

 
お問合せ 芝山芝山芝山芝山     E-mail  leiermoon@gmail.com 

＜＜＜＜つくばつくばつくばつくばライアーライアーライアーライアーのののの響響響響ききききホームページホームページホームページホームページ＞＞＞＞http://leier.shttp://leier.shttp://leier.shttp://leier.sakura.ne.jp/akura.ne.jp/akura.ne.jp/akura.ne.jp/        
＜Leier Moon毎月発行＞   2012年12月1日(土） 芝山 恭子 
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