♪ つくばライアーの響き便り

～Leier Moon No.126～ ♪

♪つくばライアー
つくばライアー
ライアーの
の響き 主催♪
主催♪ ライアー講座
ライアー講座

シリーズ Ｎｏ．15
Ｎｏ．15

～♪Ｊ.ビリング ライアーコンサート＆
ライアーコンサート＆ライアーワークショップ in つくば 開催♪
開催♪～
2013 年４月２日（火）ライアー奏者のＪ．ビリング氏を、初めてつくばにお招きすることになりました！
翌日３日午前中、筑波山観光も予定しています。多くの皆様のご参加お待ちしています。
会場：ゆかりの
ゆかりの森
ゆかりの森 森のホール
♪ライアーコンサート
ライアーコンサート

11:00~12:00 （定員 40 名）入場料 大人 一般 1500 円 会員 1000 円

♪ライアーワークショップ 14:00～
20 名）参加費 大人 一般 2500 円 会員 2000 円
14:00～16:00（定員
16:00
＜John Billing プロフィール＞
プロフィール＞
1952 年イングランド生まれ。ライアー演奏家、作曲家、編曲家、ケルティックライアーオーケストラ指導者、
音楽教師。 1967 年よりギターを弾き始め、1977 年にライアーと出会う。アントロポゾフィーに基づく音楽
療法を学び、イギリス、オーストラリアのシュタイナー学校で音楽を教える。1995 年以降、ライアー演奏家
として活動。またキャンプヒルなどの治療教育施設での音楽も積極的に行い、自分自身の作曲や編曲、演奏
の CD の制作もしている。2004 年、2008 年、2011 年につづく４度目の来日。
ホームページ http://www.johnlyre.co.uk/ CD "Stream", "Joy", "Pale Blue Rock"

他

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～
２月５日（火）二の宮小学校 家庭教育学級 ライアー演奏
ライアー演奏 二の宮交流センターホール
宮交流センターホール 10:30～
30～11:15
:15
（はづき、Yasu、おさちゃん、Fusa、Marit、のんのん、Mifu、momo、渡辺、芝山）
心配されたお天気も穏やかに晴れて、暖かな日和となり、45 分の大人だけのコンサート、二の宮小学校・
家教の方々からのお招きにより、メンバー10 名で演奏しました。朝 9 時から準備とリハーサルをして、
渡辺さんの司会とともに、典子さんのリコーダーも交えて、落ち着いた演奏ができご好評いただきました。
二の宮小学校・
宮小学校・家教の
家教の皆様から
皆様から《
から《ライアーコンサートの
ライアーコンサートのご感想》
感想》
☆初めて聞きましたが、
穏やかで優しい音色だと思いました。

☆歌を交えての演奏はとても素敵でした。

☆同じ様なテンポの優しい曲が多かったので、もっとテンポの早い楽しげな曲も聞いてみたい。
☆素敵な音色でした。

☆子育て中、なかなか機会のない生演奏を近くで聴けて嬉しかった。

☆指揮者がいないのに、みんなで合わせるのは難しそう。
☆病院訪問にはぴったり。癒されて患者さんの役に立つ雰囲気がわかりさた。
☆コンサートの間は日常を忘れて癒されました。・曲と曲のあいだにもう少し時間が欲しかった。
☆知っている曲もライアーの音色で聞くと違った印象でよかった。

☆実際に触ってみたかったです。

☆ライアーという楽器を初めて知りました。とても素敵な楽器だと思いました。
☆初めてでしたが、音色も美しく気持ちが真っ白になったような穏やかな気持ちになれました。
☆どの世代もどんな環境の方も癒す様な音色で、病院などからの要望もあるのもうなずけました。
☆楽器の弾き方、はじめたきっかけ、などのお話をもっとききたかった。
《ライアーコンサートで
ライアーコンサートで聞いてみたい曲
いてみたい曲》
♪ハナミズキ

♪CM などで耳慣れているクラッシック曲

♪ハーモニーを楽しめる曲

♪ホールニューワールド ♪いつか王子様が ♪君を乗せて～ラピュタ ♪リズミカルな曲
♪主よ人の望みの喜びを

♪上を向いて歩こう ♪ジュピター♪戦場のメリークリスマス

♪アンサンブルクラス 第 45 回目 2013 年３月１４ 日（木）13:30
13:30～
:30～15:30
15:30 ♪
２月 14 日は、はづき、おさちゃん、のんのん、Fuji、渡辺さん、芝山の６名で、バレンタインデーに因
んだ曲をまず３曲弾きました。ムードたっぷりの大人の雰囲気に、
「いつか、夜のバー？コンサートで弾いて
みたいね～と、夢を膨らませつつ、
、
、
。
」その他、毎年２月に奏でてきた早春の曲やヘンデルの曲など、全部
で 20 曲余り、ライアーアルバムからも抜粋して、アンサンブルを楽しみました。昨年からコンサートに、シ
リーズで弾いている神山純一氏の「星の音楽」と並ぶ曲集、同氏の「水の音楽」からも毎回１曲ずつ弾いて
いく予定です。また皆さんお手持ちの楽譜からも少しずつ弾いていきたいと思います。

～

今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～

♪ リーダー会
リーダー会 オルフェの
オルフェの庭

３／７(木) 10:00
10:00 ～

♪ 並木クラス
並木クラス 並木交流
並木交流センター
交流センター 音楽室

３／５，１２，
１２，１９（
１９（火）10:00
10:00～
:00～14:00
14:00（
:00（おさちゃん・
おさちゃん・渡辺）
渡辺）

♪ 竹園クラ
竹園クラス
クラス 竹園交流センター
竹園交流センター 音楽室

３／６(水）13:00
13:00～
:00～17:0
17:00
:00 （Fuji）
Fuji）
３／１４(
１４(木）10:3
10:30～12:30
12:30（のんのん）
のんのん）

♪ オルフェの
オルフェの庭クラス

♪ 手代木クラス
手代木クラス 松代交流センター
松代交流センター 音楽室 ３／２１(
２１(木) 10:00
10:00～14:0
14:00
:00（momo）
momo）
自然食レストランりっつん”
りっつん”３／２１（木）15:30
15:30～17:30
17:30
♪ りっつんクラス
りっつんクラス“
クラス“自然食レストラン

♪ ゆかりの森
ゆかりの森クラス ゆかりの森
ゆかりの森 管理棟

３／１０（
１０（日）14:00
14:00～16:00

♪ アンサンブルクラス オルフェの
オルフェの庭

３／１４（
１４（木）13:3
13:30
:30～15:30
15:30

♪ TONE クラス ☆グループ(利根町)
利根町)

３／１３,
１３,３／２７（水）10:00～
10:00～12:00 ☆個人（
個人（月・金)

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
♪ ひたちライアー
ひたちライアーの
ライアーの奏

３／７, ２１,
２１,２８（
２８（木）リーダー（
リーダー（根本裕美）
根本裕美）アトリエ kyklos 10:00～
10:00～12:00

♪ いわきライアー
いわきライアーリング
ライアーリング ３／８,２２（
２２（金）リーダー（
リーダー（根本裕美）
根本裕美）13:00
13:00～
:00～
♪ ティンクルライアーMito
ティンクルライアーMito ３／１６（
１６（土） 水戸市常磐市民
水戸市常磐市民センター
常磐市民センター 13:30～
13:30～15:30
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
♪ アトリエくらむぼん
川崎市読売ランド
読売ランド前
ランド前）３／１８（
１８（月）ライアー講座
ライアー講座 10:30～
10:30～12:00
12:00
アトリエくらむぼん（
くらむぼん（川崎市読売
♪ 下妻ライアークラブ
下妻ライアークラブ（
ライアークラブ（下妻市） ３／２８（
２８（金）10:00～
10:00～12:00 （千代川公民館）
千代川公民館）午後施設で
午後施設で演奏
************************************************************************************************

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆
ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～
イベント～
＜一般公開
一般公開＞
＞ 入場無料
６／２９（
２９（土）親子のための
親子のための七夕
のための七夕コンサート
七夕コンサート（
コンサート（ つくば市
つくば市アルスホール ）1 部 11:15～
11:15～2 部 14:00～
14:00～
１０／
１０／１９（
１９（土）つくばライアー
つくばライアーの
ライアーの響き 12th コンサート（
コンサート（つくば惠光寺予定
つくば惠光寺予定）
惠光寺予定） 14:00～
14:00～
１２／
１２／１０（
１０（火）クリスマス☆
クリスマス☆コンサート（
コンサート（つくば市
つくば市ノバホールホワイエ予定
ノバホールホワイエ予定）
詳細未定～
予定）詳細未定～
＜関係者限定＞
関係者限定＞
３／２３（
２３（土） 土浦市社協 子どもランド
どもランド(
ランド(土浦ウララ
土浦ウララ２
ウララ２ビル 8 階) ライアー演奏
ライアー演奏 11:00～
11:00～11:30
************************************************************************************************
＜その他
その他の講座＆
講座＆コンサート＞
コンサート＞
３

（月）Artful Heart

３

（土）言語造形

３

講師 momo 洞峰公園 新都市記念館 10:00～
10:00～12:30
講師 鈴木一博氏

牛久市子どもの
牛久市子どもの園
どもの園 2000 円前後 10:00～
10:00～12:30

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

３／９（土）サークルわ
サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:30～
12:30～ 水戸市 稲荷第２
稲荷第２市民センター
市民センター
３／１７（
10:30～大人 竹園交流センター
竹園交流センター
１７（日）つくばオイリュトミー
つくばオイリュトミーの
オイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～
10:00～子ども 10:30～
３／１０（
10:
１０（日）星のハーモニー ゆかりの森
ゆかりの森 管理棟
10:30～
お問合せ 芝山
E-mail leiermoon@gmail.com
＜つくばライ
つくばライアー
ライアーの
アーの響きホームページ＞
ホームページ＞http://leier.sakura.ne.jp/
＜Leier Moon 毎月発行＞
2013 年３月 1 日(金） 芝山 恭子～

