
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.131～  ♪ 

                             

    

～～～～10101010／／／／1111９９９９（（（（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    開催開催開催開催しますしますしますします♪♪♪♪～～～～    

 10月 19日（土）つくば惠光寺にて、14時から、12回目の秋の定期コンサートを開催します。第１部は 

ライアーのオリジナル作品より、フリーベ氏の曲等、第２部は鈴木もえみさんの朗読と音楽で、『花さき山』、

第３部は小倉佐知子さん作曲「まつり」と、合唱を交えて「ふるさとの四季」「花は咲く」を演奏します。 

８月 20日 21日とゆかりの森にて集中練習し、その後も練習を重ねて、心を込めてお届けいたします～♪ 

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

♪♪♪♪７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火））））ライアーライアーライアーライアー体験会体験会体験会体験会    13:0013:0013:0013:00～～～～14:30 14:30 14:30 14:30 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    音楽室音楽室音楽室音楽室    

渡辺さんが企画、担当してくださり、３名の皆さんにご参加いただきました。 

おさちゃん、Marit、Fuji、お手伝い、お世話になりありがとうございました。 

    ８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））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 初心者の皆さんのグループ、第2回目です。 

（リーダー Fuji、サブリーダー Marit） 

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

♪♪♪♪７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火））））13131313 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♪♪♪♪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音楽室音楽室音楽室音楽室     

前半リラックス～グリッサンドの後、主にこれまでの七夕コンサートの曲から夏の曲等、奏でました。 

久し振りのTomi、初参加の方や、結城から見学の方など交えご一緒にアンサンブルを楽しみました。お昼

には、涼しげな夏の彩りのそれぞれの一品が並び、皆さんから近況を伺ったりして楽しいひと時を過ごし

ました。午後からは、秋のコンサートの全体曲を一通り弾いてみました。 

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

☆２年ぶりの新メンバーのお二人です。これからご一緒にアンサンブルを楽しみにしています♪ 

どうぞよろしくお願いいたします ☆ 

 

メンバーメンバーメンバーメンバー    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    そのそのそのその７７７７７７７７    誕生日誕生日誕生日誕生日        ４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日    つくばつくばつくばつくば市市市市    HanaHanaHanaHana さんさんさんさん        

Hearthのオープニングイベントで初めてライアーを知りました。「いつも何度でも」を涙が出るほど感動

して聴かせていただきました。ライアーの音色だけでなく、コンパクトな機能美もステキだと思っています。 

9月に赤ちゃんが生まれる予定なので、子供と一緒に音色を楽しみたいです。 

ライアーのことも育児のことも皆様に教えていただけたらと思っています。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

    

 

メンバーメンバーメンバーメンバー    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    そのそのそのその７７７７８８８８    誕生日誕生日誕生日誕生日        ８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日    筑西市筑西市筑西市筑西市    MikiMikiMikiMiki さんさんさんさん        

一昨年のクリスマスコンサートにお誘いを頂いて初めてライアーを知りました。私に楽器なんて…と不安

でしたが、勢いで体験会にお邪魔しました。そして、皆さんの素敵な雰囲気に引き込まれてしまいました。 

中学3年生の息子が幼い頃、図書館で育児書を読み漁ってシュタイナー教育を知りました。 

時を経てライアーに出会ったのも何かのご縁だと思います。これからどうぞ宜しくお願い致します。 

    

♪♪♪♪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 50505050 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 9999 月月月月 18 18 18 18 日日日日（（（（水水水水））））13131313:30:30:30:30～～～～15151515:30 :30 :30 :30 ♪♪♪♪会場会場会場会場        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、おさちゃん、Marit、のんのん、momo、Fuji、芝山の６名で、神山純一氏の「水の音楽」や女声

３部合唱曲で、ブラームスの子守歌、サマータイム、Yamanからのリクエスト曲「You raise me up」と「未

来へ」、そしてコリンタンサーの曲集などアンサンブルしました。 

9月から５年目に入ります。秋の曲など、季節を味わいながら楽しんで参りたいと思います。 



♪♪♪♪ミニアンサンブルミニアンサンブルミニアンサンブルミニアンサンブル＆＆＆＆サロンサロンサロンサロン    8888 月月月月 24242424 日日日日（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00    芝山自宅芝山自宅芝山自宅芝山自宅    

7月 6日は、Nao、Yaman、芝山の３名で、色々な曲を弾く中、Kayoが、聴きにきてくださいました。久し

振りにゆっくりお話でき「聴くと弾きたくなりますね～☆」とのことでした。思いがけず、Yamanのご長男

ご夫妻もちょっと立ち寄って下さり、ライアーを聴くのは初めてだそうで、３人の演奏1曲だけ聴いて頂く

事ができました。13日はKeiko、Yaman、芝山の３名で８月20日のコンサートの練習と、リクエスト曲等弾

いて楽しみました。どうぞ皆さん、お気軽にお立ち寄りください。 

 

        ～～～～        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                                                            ９９９９／／／／３３３３((((火火火火))))    14141414:3:3:3:30000    ～～～～    

♪♪♪♪    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／／／／２７２７２７２７（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～14:0014:0014:0014:00（（（（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））））    

♪♪♪♪    竹竹竹竹園園園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        ９９９９／／／／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                                                                                    ９９９９／／／／１８１８１８１８((((水水水水））））10:10:10:10:00000000～～～～12:012:012:012:00000（（（（のんのんのんのんのんのんのんのん））））＊＊＊＊8888 月月月月はおはおはおはお休休休休みみみみ    

♪♪♪♪    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／／／／１１１１８８８８（（（（水水水水））））13:013:013:013:00000～～～～15:015:015:015:00000        ＊＊＊＊8888 月月月月はおはおはおはお休休休休みみみみ                                                                                                                                                                                

♪♪♪♪    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    会議室会議室会議室会議室    ９９９９／／／／１９１９１９１９((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000    ＊＊＊＊8888 月月月月はおはおはおはお休休休休みみみみ    

♪♪♪♪    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／／／／１１１１９９９９（（（（木木木木））））16:016:016:016:00000～～～～17171717:30:30:30:30    ＊＊＊＊8888 月月月月はおはおはおはお休休休休みみみみ                                                                                                                            

♪♪♪♪    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／／／／２９２９２９２９（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00    ＊＊＊＊8888 月月月月はおはおはおはお休休休休みみみみ    

♪♪♪♪    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／／／／２８２８２８２８（（（（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))))    

        ミニアンサンブルミニアンサンブルミニアンサンブルミニアンサンブル＆＆＆＆サロンサロンサロンサロン                            ８８８８／／／／２４２４２４２４（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

♪♪♪♪    夏夏夏夏のののの集中練習集中練習集中練習集中練習                                                    ８８８８／／／／２２２２００００（（（（火火火火））））,,,,２１２１２１２１（（（（水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～15:00 15:00 15:00 15:00 ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの森管理棟森管理棟森管理棟森管理棟    

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

♪♪♪♪    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／／／／１１１１,,,,２２２２２２２２,,,,２９２９２９２９（（（（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／／／／９９９９,,,,２３２３２３２３（（（（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／／／／１７１７１７１７（（（（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））））９９９９／／／／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））））８８８８／／／／２５２５２５２５（（（（日日日日））））9999:3:3:3:30000～～～～11111111:3:3:3:30 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））））    

♪♪♪♪    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    ９９９９／／／／７７７７（（（（土土土土））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座予定予定予定予定 13:0013:0013:0013:00～～～～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 14:1014:1014:1014:10～～～～ライアーライアーライアーライアー    

♪♪♪♪    こもれびのこもれびのこもれびのこもれび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    １０１０１０１０／／／／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(12:30(12:30(12:30(栃木県小山市栃木県小山市栃木県小山市栃木県小山市))))    

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

～～～～    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＞＞＞＞        

    ８８８８／／／／２０２０２０２０（（（（火火火火））））真夏真夏真夏真夏のののの夜夜夜夜ののののライアーライアーライアーライアー    待宵月待宵月待宵月待宵月コンサートコンサートコンサートコンサート    Heath Heath Heath Heath     18:4518:4518:4518:45～～～～19:5019:5019:5019:50        定員定員定員定員 20202020名名名名（（（（要申込要申込要申込要申込））））    

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惠光寺惠光寺惠光寺））））    14:0014:0014:0014:00～～～～入場無料入場無料入場無料入場無料    

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～～～～    入場無料入場無料入場無料入場無料    

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

＜＜＜＜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        （（（（金金金金））））HeHeHeHeaaaarthrthrthrth    ぬらしぬらしぬらしぬらし絵水彩絵水彩絵水彩絵水彩『『『『色色色色のののの瞑想瞑想瞑想瞑想』』』』講師講師講師講師    momomomomomomomo        http://hearth.namaste.jp/    

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    

９９９９                            講師講師講師講師    NokotaNokotaNokotaNokota    ArtArtArtArt    WorkWorkWorkWork    ありえるありえるありえるありえる////子子子子どものどものどものどものアートアートアートアート体験体験体験体験パレットパレットパレットパレット    

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

９９９９／／／／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    11110000:00:00:00:00～～～～子子子子どもどもどもども 10101010:30:30:30:30～～～～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／／／／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        

９９９９／／／／２９２９２９２９（（（（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    10:3010:3010:3010:30～～～～        

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８月 1日(木） 芝山 恭子 


