
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.127～  ♪ 

                         

～～～～♪♪♪♪今年今年今年今年度度度度ののののコンサートコンサートコンサートコンサートのののの予定予定予定予定がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました♪♪♪♪～～～～    

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    ６６６６月月月月 22229999日日日日（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくば市市市市文化会館文化会館文化会館文化会館アルスアルスアルスアルス、、、、アルスアルスアルスアルスホールホールホールホール    

12121212ththththコンサートコンサートコンサートコンサート    10101010月月月月 19191919日日日日（（（（土土土土））））つくばつくばつくばつくば惠光寺惠光寺惠光寺惠光寺予定予定予定予定    

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 12121212月月月月 10101010日日日日（（（（火火火火））））つくばつくばつくばつくば市市市市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予定予定予定予定    

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

～つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 シリーズ Ｎｏ．1５～ 

～～～～４４４４月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火））））ＪＪＪＪ....ビリングビリングビリングビリング    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ライアーワークショップライアーワークショップライアーワークショップ～～～～    

つくばに初めてＪ．ビリング氏をお招きして、ゆかりの森 森のホールにて、ライアーコンサート＆ワー

クショップです。世界的にご活躍のライアー奏者の演奏を、響きの良いホールで間近に聴くことができるの

は、本当に貴重な機会で楽しみです。お陰様でコンサートは満席になりましたが、若干名ならＯＫです。 

＜＜＜＜ＪＪＪＪ....ビリングビリングビリングビリング    ライアーライアーライアーライアーコンサートコンサートコンサートコンサート in in in in 東京東京東京東京＞＞＞＞５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））１８１８１８１８：：：：３３３３００００開演開演開演開演    自由学園自由学園自由学園自由学園明日館明日館明日館明日館ホールホールホールホール  

チケット３５００円、 

申込先 Quiet Waters quietwaters1@gmail.com 

近日中に詳細ＵＰ予定 http://quietwaters-kira.blogspot.jp/   

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

～～～～ウォルドルフウォルドルフウォルドルフウォルドルフ人形人形人形人形とととと羊毛羊毛羊毛羊毛のののの手仕事展手仕事展手仕事展手仕事展――――ひつじひつじひつじひつじ雲雲雲雲にのってにのってにのってにのって――――ひつひつひつひつじのうたまつりじのうたまつりじのうたまつりじのうたまつり～～～～    

４４４４月月月月 12121212 日日日日（（（（金金金金））））～～～～14141414 日日日日（（（（日日日日））））11111111 時時時時～～～～19191919 時時時時（（（（14141414 日日日日はははは 17171717 時時時時までまでまでまで））））    

横浜赤横浜赤横浜赤横浜赤レンガレンガレンガレンガ倉庫倉庫倉庫倉庫ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    1111 号館号館号館号館 2F2F2F2F----CCCC        スウェーデンひつじの詩舎 主催    

ウォルドルフ人形をはじめとしたぬくもりのある人形の展示販売や、羊毛の作品、手仕事体験など、楽し

い３日間のお祭りです。根本裕美さんも出展されるそうで４月 12日、つくばメンバーで観に行く予定です。 

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

つくばライアーの響き 主催♪ ライアー講座 シリーズ Ｎｏ．14 

～～～～♪♪♪♪田原眞樹子田原眞樹子田原眞樹子田原眞樹子さんのさんのさんのさんの『『『『響響響響きをきをきをきを聴聴聴聴きききき、、、、奏奏奏奏でるでるでるでるⅦⅦⅦⅦ』』』』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☆☆☆☆～～～～    

福岡から田原さんをお招きして、3月 25日（月）26日（火）、オイリュトミーの動きを通して、ライアー

の音がどのように響いていくのか、たっぷりと体感できた二日間でした。詳しくは別紙をご覧ください。 

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

★★★★３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））羽生市羽生市羽生市羽生市    にじのはしにじのはしにじのはしにじのはし    ライアーコンサートライアーコンサートライアーコンサートライアーコンサート    羽生市民羽生市民羽生市民羽生市民プラザプラザプラザプラザ多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール        

結城市のＭさんからのご紹介で、埼玉県羽生市のＨさんから、シュタイナーの土曜教室を月1回、５年間

続けられている「にじのはし」の作品展での演奏依頼をいただき、momoとおさちゃんの3名で演奏して参り

ました。小さなお子さんも多かったのですが、とても静かに熱心に聴いて下さり、最後にライアーを体験も

して頂くこともできました。春の曲を中心に演奏しましたが、「春を運んできてくださって～」と、喜んで

いただけて嬉しかったです。下記「にじのはし」ブログです。素敵な活動のご様子、どうぞご覧ください。 

http://nijinohashi.doorblog.jp/archives/25480519.html          （おさちゃん、momo、芝山） 

★ ３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土））））    土浦市社協土浦市社協土浦市社協土浦市社協    子子子子どもどもどもどもランドランドランドランド((((土浦土浦土浦土浦ウララビルウララビルウララビルウララビル 8888階階階階))))    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

土浦社会福祉協議会、土浦ウララビル８階の子どもランドに、５名で伺いました。明るくて開放的な広い

空間に遊具もあり、最初は音が聴こえるかどうか心配でしたが、スタッフの皆さんや、小学生の女の子など、

熱心に聴いてくださり、とてもよかったとご好評いただきました。 

（おさちゃん、keiko、momo、Fuji、芝山） 



♪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 44446666 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））10101010:30:30:30:30～～～～15151515:30:30:30:30    ♪♪♪♪会場会場会場会場    Tone Tone Tone Tone     

3月 14日は、オルフェクラスの後、午後からの開催でした。はづき、おさちゃん、のんのん、Fuji、渡辺

さん、芝山の６名で、卒業シーズンにちなみ、ユーミンの「卒業写真」「旅立ちの日に」、たびだちの歌メド

レーで「ほたるの光」「仰げば尊し」など、毎年奏でている曲や、新曲では「瑠璃色の地球」や平原綾香の歌

詞入りクラシック「ショパンのノクターン遺作」など、全部で15曲アンサンブルを楽しみました。 

        ～～～～        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                                ６６６６／／／／６６６６((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～    ＊＊＊＊４４４４月月月月５５５５月月月月はおはおはおはお休休休休みですみですみですみです。。。。 

♪♪♪♪    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            ４４４４／／／／９９９９，，，，１６１６１６１６，，，，２３２３２３２３,,,,３０３０３０３０（（（（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    ５５５５／／／／１１１１，，，，２９２９２９２９((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000（（（（FujiFujiFujiFuji））））＊＊＊＊４４４４月月月月はおはおはおはお休休休休みですみですみですみです。。。。    

♪♪♪♪    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                                                                                        ４４４４／／／／１７１７１７１７((((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））））                                                                                                                                                                                        

♪♪♪♪    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        ４４４４／／／／１１１１８８８８((((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””””    ４４４４／／／／１１１１８８８８（（（（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                    ４４４４／／／／７７７７（（（（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((((利根町利根町利根町利根町))))                                    ４４４４／／／／１１１１１１１１（（（（木木木木））））13131313:3:3:3:30000～～～～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))))                            ４４４４／／／／１０１０１０１０,,,,２２２２４４４４（（（（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))))    

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

♪♪♪♪    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        ４４４４／／／／４４４４,,,,    １１１１８８８８,,,,２５２５２５２５（（（（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））））アトリアトリアトリアトリエエエエ 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    ４４４４／／／／１６１６１６１６（（（（火火火火））））,,,,２６２６２６２６（（（（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 ４４４４／／／／６６６６（（（（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    13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30                                                            

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

♪♪♪♪    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））））４４４４／／／／１５１５１５１５（（（（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～～～～12:012:012:012:00000            

♪♪♪♪    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））））    ４４４４／／／／１４１４１４１４（（（（日日日日））））13:313:313:313:30000～～～～11115:35:35:35:30 0 0 0 （（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館    視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室））））    

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

～～～～    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＞＞＞＞    入場無料入場無料入場無料入場無料    

６６６６／／／／２９２９２９２９（（（（土土土土））））親子親子親子親子のためののためののためののための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アルスホールアルスホールアルスホールアルスホール    ））））1111部部部部 11:1511:1511:1511:15～～～～2222部部部部 14:0014:0014:0014:00～～～～     

１０１０１０１０／／／／１９１９１９１９（（（（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 12th12th12th12th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予定惠光寺予定惠光寺予定惠光寺予定））））    14141414:00:00:00:00～～～～ 

１２１２１２１２／／／／１０１０１０１０（（（（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（（（（つくばつくばつくばつくば市市市市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予定予定予定予定））））詳細未定詳細未定詳細未定詳細未定～～～～ 

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    ５５５５／／／／１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））土浦永国土浦永国土浦永国土浦永国ケアセンターケアセンターケアセンターケアセンターそよそよそよそよ風風風風    10:30~11:0010:30~11:0010:30~11:0010:30~11:00 予定予定予定予定    

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

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

４４４４        （（（（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        

４４４４        （（（（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    

４４４４                            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/ 

４４４４／／／／    ７７７７（（（（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    春春春春まつりまつりまつりまつり    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        11:0011:0011:0011:00～～～～        

４４４４／／／／１３１３１３１３（（（（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    

４４４４／／／／１９１９１９１９（（（（金金金金））））ライアーライアーライアーライアー響会響会響会響会    初初初初めてめてめてめてライアーライアーライアーライアーをををを弾弾弾弾くくくく人人人人のののの為為為為のののの体験講座体験講座体験講座体験講座    狛江狛江狛江狛江エコルマホールエコルマホールエコルマホールエコルマホール 10:0010:0010:0010:00～～～～    
４４４４／／／／２１２１２１２１（（（（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    
５５５５／／／／１１１１１１１１（（（（土土土土））））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のつどいのつどいのつどい    自由学園自由学園自由学園自由学園    明日館明日館明日館明日館    13131313：：：：45454545～～～～    

    ５５５５／／／／１８１８１８１８（（（（土土土土））））ライアーライアーライアーライアー響会公開講座響会公開講座響会公開講座響会公開講座    ジョンジョンジョンジョン・・・・ビリングビリングビリングビリングとととと一緒一緒一緒一緒ににににライアーライアーライアーライアーをををを弾弾弾弾こうこうこうこう 10:3010:3010:3010:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

横浜横浜横浜横浜・・・・みどりみどりみどりみどり野幼稚園野幼稚園野幼稚園野幼稚園    ホールホールホールホール    

 
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＞   2013年４月 １日(月） 芝山 恭子 

 


