
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.124～  ♪ 

                         

           

             ～～～～新年新年新年新年、、、、明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます～～～～    

    

昨年はお陰様で24回公演、通算365回となりました。今年もライアーの響きが益々広かっていきますよう、 

新たな出会いや再会を楽しみに、またそれぞれの場で織り成されるアンサンブルの響きやハーモニーを糧に、 

皆さんとともに活動を続けて参りたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

    

～～～～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♪♪♪♪    終了終了終了終了しましたしましたしましたしました～～～～    

昨年12月11日（火）ノバホールホワイエでのクリスマス☆コンサート、無事終了しました。思いがけず、200

名を超える多くのお客様にご来場いただきました。詳しくは別紙をご覧ください。    

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

★ １２１２１２１２月月月月５５５５日日日日（（（（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（（（（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））））    

（（（（はづきはづきはづきはづき、、、、YasuYasuYasuYasu、、、、NaoNaoNaoNao、、、、おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん、、、、FusaFusaFusaFusa、、、、MaritMaritMaritMarit、、、、KayoyoKayoyoKayoyoKayoyo、、、、渡辺渡辺渡辺渡辺、、、、芝山芝山芝山芝山）））） 

メンバーのJunのご紹介で、初めて守谷市でのクリスマスコンサート、11日のつくばのコンサート第１部と

同じ演目を10名で公演して参りました。詳しくは別紙をご覧ください。 

★ １２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（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    

（（（（はづきはづきはづきはづき、、、、YasuYasuYasuYasu、、、、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））））    

家庭教育学級の中で、放課後子ども教室の時間として、お招きいただきました。Fujiの司会進行で、音楽室で

１年生20名の子ども達から活発な発言や「きれいな音色！」「楽しい時間はあったという間！」など感想も聴く

ことができて、体験も交え親御さんもご一緒の楽しい時間となりました。 

★ １２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（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    

（（（（YasuYasuYasuYasu、、、、おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん、、、、MaritMaritMaritMarit、、、、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））））    

    Yokoのご紹介で、お招きいただきました。新しい建物で、ちょうど良い広さのお部屋で、敷物も敷いてあり、

セッティングがスムーズでした。大津さんのお話と司会で、11日のつくばコンサート第1部と同じ演目を、20

組ほどの親子でゆっくり楽しんでいただくことができました。                    

★ １２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））土浦市土浦市土浦市土浦市    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    

（（（（はづきはづきはづきはづき、、、、YasuYasuYasuYasu、、、、おさちゃんおさちゃんおさちゃんおさちゃん、、、、MaritMaritMaritMarit、、、、momomomomomomomo、、、、FujiFujiFujiFuji、、、、芝山芝山芝山芝山））））    

土浦市社会福祉協議会よりご紹介の施設を訪問しました。momoの司会進行で、季節を感じていただきながら

デイケアーにいらしているお年寄りの方々に、日本の歌、冬の歌も交えて歌声を中心に聴いていただきました。

楽器にもご興味をもたれた方もあり、喜んでいただくことができました。 

★ １２１２１２１２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（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    

（（（（NaoNaoNaoNao、、、、根本裕美根本裕美根本裕美根本裕美、、、、KeikoKeikoKeikoKeiko、、、、momomomomomomomo、、、、FujiFujiFujiFuji、、、、芝山芝山芝山芝山））））    

    担当の方がＨＰからつくばライアーの響きの演奏を視聴され、ご依頼いただきました。 

「生の音色と響きは全くちがってとても良かった、クーゲルなど少しずつ取り入れていきたい」とのことでした。 

★ １２１２１２１２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））いいいいわきわきわきわき市市市市平平平平バプバプバプバプテストテストテスト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    

いわきの病院に伺うことになったので、同日午後にもいわきライアーリングの皆さんとのご縁でクリスマスに

教会で、演奏させていただきました。詳しくは別紙をご覧ください。 

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

～～～～メッセージメッセージメッセージメッセージ～～～～    昨年末、コンサートで毎回お人形を飾ってくださるKさんからメールをいただきました。 

「今年も ライアーの方にはいろいろお世話になりまして感謝しています。コンサートで一緒に 私はほんの少し

ですが お手伝いさせてもらい、皆さんの細やかな優しさを毎回 感じています。 

なので 皆さまの さらなる飛躍を期待しています。また 来年もよろしくお願いします。   Hisa」 



～～～～新年会新年会新年会新年会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    1111月月月月8888日日日日（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～    

今年最初の並木クラスでは、新年会を開きます。新年の響きの曲など奏でつつお弾き初めして、今年１年の抱

負やご希望を伺い、また今年のコンサートや活動について、皆さんに活発にご意見を交わして頂きながら色々ご

相談いたします。どうぞ皆様、ご参加ください。昼食は各自ご持参ください。 

♪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44443333回目回目回目回目    2013201320132013年年年年1111月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））    13131313:30:30:30:30～～～～15:3015:3015:3015:30    ♪♪♪♪    

12月はお休みでしたが、お楽しみコンサートで皆さんとアンサンブルを楽しむことができて良かったです。 

1月はオルフェクラスの午後に開催します。冬の曲、クラシックやポピュラーな曲など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                                    ２２２２／／／／７７７７((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～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                １１１１／／／／８８８８（（（（新年会新年会新年会新年会ですですですです））））    

１５１５１５１５,,,,２２２２２２２２,,,,２９２９２９２９（（（（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        １１１１／／／／３０３０３０３０((((水水水水））））,,,,２２２２／／／／６６６６((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000     

♪♪♪♪    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                                                                                            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））））                                                                                                                                                                                                    

♪♪♪♪    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        １１１１／／／／１７１７１７１７((((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””””    １１１１／／／／１１１１７７７７（（（（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                    １１１１／／／／２７２７２７２７（（（（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                    １１１１／／／／１１１１６６６６（（（（水水水水））））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))))                            １１１１／／／／９９９９,,,,    ３０３０３０３０（（（（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        １１１１／／／／１０１０１０１０,,,,１７１７１７１７    ,,,,２４２４２４２４（（（（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    １１１１／／／／１１１１１１１１（（（（金金金金））））,,,,２５２５２５２５（（（（月月月月））））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 １１１１／／／／５５５５（（（（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））））１１１１／／／／２１２１２１２１（（（（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    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））））                        １１１１／／／／２２２２００００（（（（日日日日））））11113333:00:00:00:00～～～～15151515:00:00:00:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館））））    

♪♪♪♪    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＞＞＞＞        

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    ））））詳細未定詳細未定詳細未定詳細未定～～～～入場無料  

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））））    詳細未定詳細未定詳細未定詳細未定～～～～入場無料                  

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

２２２２／／／／５５５５（（（（火火火火））））二二二二のののの宮宮宮宮小学校小学校小学校小学校    家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    二二二二のののの宮交流宮交流宮交流宮交流センターホールセンターホールセンターホールセンターホール    11110000::::30303030～～～～11111111:1:1:1:15555    

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

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

１１１１        （（（（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        

１１１１        （（（（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    

１１１１                                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/ 

１１１１／／／／２２２２００００（（（（日日日日））））つくばつくばつくばつくばオイリュオイリュオイリュオイリュトミートミートミー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    

１１１１／／／／２６２６２６２６（（（（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    

１１１１／／／／２７２７２７２７（（（（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        10101010::::33330000～～～～        
                              

 １１１１／／／／２９２９２９２９（（（（火火火火）～）～）～）～２２２２／／／／３３３３（（（（日日日日））））        色色色色のののの語語語語らいらいらいらい100100100100人展人展人展人展ⅨⅨⅨⅨ    大倉山記念館大倉山記念館大倉山記念館大倉山記念館ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    10:0010:0010:0010:00～～～～18:0018:0018:0018:00 
（29日は15:00開場） 

                 
 

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1月 5日(土） 芝山 恭子 

 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.125～  ♪ 

                         

           

～～～～♪♪♪♪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    主催主催主催主催♪♪♪♪    ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    シリーズシリーズシリーズシリーズ    Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．14141414 

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』』』』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～～～～    

3月 25日（月）つくば市広岡交流センターホール、 

3月 26日（火）つくば市ふれいあいプラザ多目的ホール 

１０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０ 

 

2006年から春に、福岡から田原さんをお招きしてのライアー講座も今年で７回目になります。 

「曲の中に潜む、リズムやフレーズの繋がり、音程等の関係性に着目して、作品を作っていきたいと思いま

す。ライアーの演奏と共に、いつもの様にオイリュトミーという動きを通して、曲に意識の光をたくさん注

いで、作品をより輝きのあるものにしたいですね。皆様とお会いする事を楽しみにしています。 

田原 眞樹子」 

課題曲は２曲で、動きを通して学べる貴重な機会です。多くの皆さま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。 

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

～～～～新年会新年会新年会新年会    1111 月月月月 8888 日日日日（（（（火火火火））））～～～～    

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

今年最初の並木クラスで、新年会を開き参加者10名、ぞれぞれの皆さんから、帰省先各地のお土産や、 

桃原さん特製のシフォンケーキを頂きながら、新年の抱負を伺いました。 

「何があっても大丈夫なように～、どのパートも弾けるように～」というリーダー、サブリーダーの皆さ

んの頼もしいお言葉と、「もっと符読みができるように～」「落ち着いて取り組みたい～」「体調管理に気

をつけたい～」等々、前向きな姿勢に元気づけられると共に、前途に明るい光がさしてきて、今年も１年が

楽しみになりました。 

今年の七夕、秋、クリスマスの３つのコンサートについても、スケジュール等確認したり、話し合いもで

きました。今後思いついたアイディアがあれば、いつでも、各クラスやメールでもお知らせいただけたらと

思います。 

今年も皆さんと共に、楽しくかつ響き豊かなコンサートを作り上げていけたらと思います。また様々な公

演での出会いや体験も楽しみですね～。 

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

「「「「音楽音楽音楽音楽」」」」新潮社刊新潮社刊新潮社刊新潮社刊    

1978～1979年かけての３回、10時間に渡る小澤征爾さんと武満徹さんの対談が収録されている新潮社文庫

「音楽」という古い本の小澤氏の言葉の中に 

「・・・音楽はまず声から出発するんだ。全部の楽器は人間の声の代理なんだ。・・・」 

「シャルル・ミンシュ先生（偉大な指揮者）から『・・力を抜け、頭の力も体の力も手の力も全部抜け！』

と言われたのを覚えている・・」とありました。 

大切なのは、歌うこと、そして力を抜くことだと再確認しました。 

今年は「ふるさとの四季」など、日本の合唱曲を通して、歌うことと力を抜くことを中心に進めていけたら

と考えています。 



♪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 44444444 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年２２２２月月月月１４１４１４１４    日日日日（（（（木木木木））））10101010:30:30:30:30～～～～15151515:30:30:30:30    ♪♪♪♪    

1月はオルフェクラスの午後に開催の予定でしたが、前日の降雪の為、伺うことができず残念でした。 

２月は久し振りにたっぷり、様々なジャンルの曲をご一緒に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                                ２２２２／／／／７７７７((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～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            ２２２２／／／／５５５５，，，，12:0012:0012:0012:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

１２１２１２１２，，，，１９１９１９１９,,,,２６２６２６２６（（（（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    ２２２２／／／／６６６６((((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                                                                                        ３３３３／／／／１４１４１４１４((((木木木木））））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））））    

※※※※２２２２月月月月はおはおはおはお休休休休みでみでみでみで３３３３月月月月はははは 20202020 日日日日がががが春分春分春分春分のののの日日日日のののの為為為為、、、、木曜日木曜日木曜日木曜日でででですすすす。。。。                                                                                                        

♪♪♪♪    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        ２２２２／／／／２１２１２１２１((((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””””    ２２２２／／／／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                    ２２２２／／／／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                    ２２２２／／／／１４１４１４１４（（（（木木木木））））10101010:3:3:3:30000～～～～15:315:315:315:30000, , , , ３３３３／／／／１４１４１４１４((((木木木木））））    

※※※※３３３３月月月月ははははオルフェクラスオルフェクラスオルフェクラスオルフェクラスのののの後後後後、、、、午後午後午後午後からですからですからですからです    

♪♪♪♪    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))))                            ２２２２／／／／６６６６,,,,２２２２／／／／１３１３１３１３,,,,２２２２／／／／２０２０２０２０（（（（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        ２２２２／／／／７７７７,,,,    ２１２１２１２１,,,,２８２８２８２８（（（（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    ２２２２／／／／８８８８,,,,２２２２２２２２（（（（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 ２２２２／／／／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    13:3013:3013:3013:30～～～～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））））２２２２／／／／１８１８１８１８（（（（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））））                        ２２２２／／／／１７１７１７１７（（（（日日日日））））11113333:00:00:00:00～～～～15151515:00:00:00:00（（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館    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＞＞＞＞        

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    ））））詳細未定詳細未定詳細未定詳細未定～～～～入場無料  

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））））    詳細未定詳細未定詳細未定詳細未定～～～～入場無料                  

＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    

２２２２／／／／５５５５（（（（火火火火））））二二二二のののの宮宮宮宮小学校小学校小学校小学校    家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    二二二二のののの宮交流宮交流宮交流宮交流センターホールセンターホールセンターホールセンターホール    11110000::::30303030～～～～11111111:1:1:1:15555    

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

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

２２２２        （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    桃原広子桃原広子桃原広子桃原広子    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        

２２２２        （（（（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    

２２２２                            講師講師講師講師    田村田村田村田村のりのりのりのり子子子子    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/ 

２２２２／／／／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市民市民市民市民センターセンターセンターセンター    

２２２２／／／／１７１７１７１７（（（（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    
２２２２／／／／２２２２４４４４（（（（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        10101010::::33330000～～～～        

 １１１１／／／／２９２９２９２９（（（（火火火火）～）～）～）～２２２２／／／／３３３３（（（（日日日日））））        色色色色のののの語語語語らいらいらいらい 100100100100 人展人展人展人展ⅨⅨⅨⅨ    大倉山記念館大倉山記念館大倉山記念館大倉山記念館ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    11110:000:000:000:00～～～～18:0018:0018:0018:00 
（29日は 15:00開場） 

                 
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/        
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.126～  ♪ 

                         

♪♪♪♪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    主催主催主催主催♪♪♪♪    ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    シリーズシリーズシリーズシリーズ    Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．15151515    

～～～～♪♪♪♪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 inininin つくばつくばつくばつくば    開催開催開催開催♪♪♪♪～～～～    

    

2013201320132013 年年年年４４４４月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火））））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 

♪♪♪♪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            11:00~12:00 11:00~12:00 11:00~12:00 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    14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00（定員20名）参加費 大人 一般2500円 会員2000円 

 

＜＜＜＜John Billing    プロフィールプロフィール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 

    

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

２２２２月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火））））二二二二のののの宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校    家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級    ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏    二二二二のののの宮交流宮交流宮交流宮交流センターホールセンターホールセンターホールセンターホール    11110000::::30303030～～～～11111111:1:1:1:15555    

（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。 

二二二二のののの宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校・・・・家教家教家教家教のののの皆様皆様皆様皆様からからからから《《《《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ののののごごごご感想感想感想感想》》》》    

☆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でででで聞聞聞聞いてみたいいてみたいいてみたいいてみたい曲曲曲曲》》》》    

♪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 44445555 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年３３３３月月月月１４１４１４１４    日日日日（（（（木木木木））））13131313:30:30:30:30～～～～15151515:30:30:30:30    ♪♪♪♪    

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                            ３３３３／／／／７７７７((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～     

♪♪♪♪    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            ３３３３／／／／５５５５，，，，１２１２１２１２，，，，１９１９１９１９（（（（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        ３３３３／／／／６６６６((((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                                                                                    ３３３３／／／／１４１４１４１４((((木木木木））））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    ３３３３／／／／２１２１２１２１((((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””””３３３３／／／／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                ３３３３／／／／１０１０１０１０（（（（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                    ３３３３／／／／１４１４１４１４（（（（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))))                        ３３３３／／／／１３１３１３１３,,,,３３３３／／／／２２２２７７７７（（（（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        ３３３３／／／／７７７７,,,,    ２１２１２１２１,,,,２８２８２８２８（（（（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    ３３３３／／／／８８８８,,,,２２２２２２２２（（（（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 ３３３３／／／／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    13:3013:3013:3013:30～～～～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））））３３３３／／／／１８１８１８１８（（（（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））））    ３３３３／／／／２８２８２８２８（（（（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00 12:00 12:00 12:00 （（（（千代川公民館千代川公民館千代川公民館千代川公民館））））午後施設午後施設午後施設午後施設でででで演奏演奏演奏演奏    

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

～～～～    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））））    14:0014:0014:0014:00～～～～ 

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＞＞＞＞    

３３３３／／／／２３２３２３２３（（（（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ウララウララウララ２２２２ビルビルビルビル 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    

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

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

３３３３        （（（（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        

３３３３        （（（（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    

３３３３                            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/ 

３３３３／／／／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市民市民市民市民センターセンターセンターセンター    

３３３３／／／／１７１７１７１７（（（（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    
３３３３／／／／１０１０１０１０（（（（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        10101010::::33330000～～～～        

  
                 

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ライライライアーアーアー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３月 1日(金） 芝山 恭子～ 



 

♪ 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 

 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.128～  ♪ 

                         

 

～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終了終了終了終了しましたしましたしましたしました～～～～    

ゆかりの森 森のホールにて、Ｊ．ビリング氏のライアーコンサート＆ワークショップ、無事終了しまし

た。急な開催でしたので、お客様にどの位ご来場いただけるか・・と心配でしたが、お陰様で40名満席とな

り、磨き抜かれた素晴らしい演奏と、楽しいスケールの練習を学ぶことができとても良かったです。 

特に即興演奏や震災の為に作曲された３曲が心に残りました。詳しくは別紙、感想集をご覧ください。 

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

5555 月月月月 11111111 日日日日（（（（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    自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館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 13:4513:4513:4513:45～～～～15151515：：：：45454545        第第第第２２２２部部部部 17:0017:0017:0017:00～～～～19:0019:0019:0019:00    

全国各地より、ソロ、デュオ、トリオ等、ベテランから、新しいグループまで集まり、様々なスタイルで、

色々な種類の楽器の演奏を聴くことができる貴重な機会です。とても響きが良いと評判の明日館ホールでの

交流のつどいも回を重ね、益々充実してきて、心癒される楽しいひとときです。つくばライアーの響きは、

第1部の３番目に、昨年からのレパートリーで「おかあさん」を、Nao、根本裕美さん、Keiko、momo、渡辺

さん、芝山の６名で演奏＆３部合唱します。どうぞ聴きにいらしてください。 

第１部と第２部の間はティータイムです。なお演奏中の出入りはできませんのでご注意ください。 

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

５５５５月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））４４４４日日日日（（（（土土土土））））Herth Herth Herth Herth オープニングオープニングオープニングオープニングイベントイベントイベントイベント    

土浦市の宍塚というところに、友人の小さなスペースがオープンします。 

ホームページもオープンしました。http://hearth.namaste.jp/ 

古い納屋を改装した、薪ストーブのある素敵な場所です。私もダニエル・モローさん監修の『色の瞑想』

のプログラム（第１・３金曜日10時から）と手仕事（第3日曜日13時から）を担当します。 

5月の３・４日にオープニングイベントがあり、10時からは私とまるちゃんのデュオでBGM演奏を致しま

す。どうぞライアーを弾きに／遊びにいらしてくださいね。フェルトボールのワークショップもあります。 

詳しくは http://hearth.namaste.jp/event.pdf をご覧ください。 

どうぞよろしくお願いいたします。                             momo 

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

☆Aiさんから、切手２０００円分のご寄付をいただきました。ご支援に感謝いたします。☆ 

 

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

♪♪♪♪ライアームーンライアームーンライアームーンライアームーンをををを読読読読んでんでんでんで・・・・・・・・・・・・♪♪♪♪    

この春の田原先生とジョン・ビリングさんの二つの講座は残念ながら参加することができませんでしたが、

参加された方の感想をライアームーンで読んで、 

これはきっと私の様に参加できなかった人への嬉しい報告だわ、と思いました。 

田原先生の口調そのままにイメージが浮かんできて、中身の濃い内容だったことがうかがえました。 

そして何故か、背筋がピーン！となって読んでいる自分に気づき、 

例えば本を読んでいて大切な言葉に触れた時のような、崇高な空気に触れたような、そんな感覚でした。 

また、各クラスの中で皆さまが体験した事の一端を分けて頂きながら、 

今後の参考にさせてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。           Yasu 

 

Yasu、嬉しいご感想を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 44447777 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 5555 月月月月 9999 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        オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭    

4月 11日はToneクラスで、Nao、Yasu、おさちゃん、NoriNori、Fuji、芝山の６名で、4声の「愛の挨拶」

や「春の歌」など、全部で10曲程アンサンブルを楽しみ、七夕コンサートの曲も弾きました。 

 

        ～～～～        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    ((((利根町利根町利根町利根町))))                                        ６６６６／／／／６６６６((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～15:00 15:00 15:00 15:00 ＊＊＊＊５５５５月月月月はははは手代木手代木手代木手代木クラスクラスクラスクラスおおおお昼休昼休昼休昼休みみみみ 

♪♪♪♪    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            ５５５５／／／／７７７７，，，，１４１４１４１４，，，，２２２２１１１１,,,,２８２８２８２８（（（（火火火火））））10101010:00:00:00:00～～～～14141414:00:00:00:00    

（（（（おおおおささささちゃちゃちゃちゃんんんん・・・・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））））    

★★★★２９２９２９２９日日日日 13:3013:3013:3013:30～～～～15:5015:5015:5015:50        体験会体験会体験会体験会★★★★    

♪♪♪♪    オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭クラスクラスクラスクラス                                                                                        ５５５５／／／／１５１５１５１５((((水水水水））））10:10:10:10:33330000～～～～12:312:312:312:30000（（（（ののののんんんんののののんんんん））））                                                                                                                                                                                        

♪♪♪♪    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        ５５５５／／／／１１１１６６６６((((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””””    ５５５５／／／／１１１１６６６６（（（（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                    ５５５５／／／／２６２６２６２６（（（（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        オオオオルフェルフェルフェルフェのののの庭庭庭庭                    ５５５５／／／／９９９９（（（（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))))                            ５５５５／／／／８８８８（（（（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        ５５５５／／／／９９９９,,,,    １６１６１６１６,,,,２３２３２３２３（（（（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    ５５５５／／／／１０１０１０１０,,,,２４２４２４２４（（（（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 ５５５５／／／／２５２５２５２５（（（（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））））５５５５／／／／２０２０２０２０（（（（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））））    ６６６６／／／／１６１６１６１６（（（（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））））    

♪♪♪♪    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            ６６６６／／／／３０３０３０３０（（（（日日日日））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    時間未定時間未定時間未定時間未定    

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

～～～～    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～～～～    

７７７７／／／／２２２２（（（（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    

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））））    14:0014:0014:0014:00～～～～ 

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    10:0010:0010:0010:00～～～～10:310:310:310:30000    

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

＜＜＜＜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＞＞＞＞    

５５５５        （（（（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        

５５５５        （（（（土土土土））））言語造形言語造形言語造形言語造形        講講講講師師師師    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    

５５５５                            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/ 

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ホールホールホールホール」」」」    13131313：：：：45454545～～～～    

５５５５／／／／１１１１１１１１（（（（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    

５５５５／／／／１６１６１６１６（（（（木木木木））））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 18:3018:3018:3018:30～～～～    自由学園自由学園自由学園自由学園    ラウンジラウンジラウンジラウンジホールホールホールホール    

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    
５５５５／／／／１９１９１９１９（（（（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／／／／２６２６２６２６（（（（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        11:011:011:011:00000～～～～        

        

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

＜＜＜＜つくつくつくつくばばば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 25日(木） 芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.129～  ♪ 

                             

    

～～～～６６６６／／／／２９２９２９２９（（（（土土土土））））七夕七夕七夕七夕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（（（（    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入場無料入場無料入場無料入場無料    

今年 10 回目となります七夕ライアーコンサートをアルスホールにて開催します。第１部は小さなお客様

も入場できますが、他のお客様のためにご配慮をどうぞよろしくお願いいたします。わらべうた＆手遊び、

そしてライアー＆クーゲル等の繊細な音色にのせて語られる「七夕のお話」や子守歌などご用意しています。 

第２部は、昨年から連続演奏しております、神山純一氏の「あなたの 12星座」より３曲、J.ビリング氏作

曲の震災の為に作られた「TANABATA」、その他を 12名で演奏します。皆様のご来場をお待ちしています。 

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

★★★★5555月月月月 11111111 日日日日（（（（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    自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館自由学園明日館ホールホールホールホール        

つくばライアーの響きは昨年からのレパートリー「おかあさん」を、Nao、根本裕美さん、Keiko、momo、

渡辺さん、芝山の６名で演奏＆３部合唱し、ご好評いただきました。 

☆ 昨日はありがとうございました。本当にお疲れさまでした。つくばの方方の美しいハーモニーにうっ

とりして聴きいってしまいました。さすがですね。心の癒しをいただきありがとうございました。皆

さんの歌声もとても綺麗でしたね。（Tさん） 

☆ さすがつくば！と、母の日をしみじみ想うプログラムに感服しました。私も込み上げて来るものを 

抑えつつ聴き入りましたが、お近くの方々、涙をぬぐっておられましたよ。演奏も歌声も柔らかで、

今回の集いの中ではつくばとMさんの二つの演奏が一番印象に残っています。毎年、伺えずにいる演

奏会、今年こそ！と思っています。J.ビリングさんは行けなくてもつくばだけは必ず！（Kさん） 

☆「お母さん」の優しい演奏と歌声に胸が熱くなりつつ、聞き入ってしまいました。（Iさん） 

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

    ★★★★５５５５月月月月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    （おさちゃん・Keiko・momo・Fuji） 

「今日今日今日今日のののの演奏演奏演奏演奏はははは結局10時半からでした。おかげで一通り曲の練習も出来ました。演奏が始まると皆さん

とても穏やかな表情で聞いて下さいました。最後のふるさとは声を出して歌っている方も何人かいて良

かったです。素敵な母の日になったかしら…。Fuji」 

「またおまたおまたおまたお招招招招きいただいたきいただいたきいただいたきいただいた『そよ風』さん。控え室で、一通り練習してから本番に臨めたので、様子もわか

っていたこともあり、落ち着いて演奏できたと思います。 吉田さんのアルトライアーが心強く、歌と

メロディーはおまかせ安心のお二人でしたので問題は私の伴奏上のパートだったのですが…、なんとか

終わってよかっ たです(^_^;)))施設の利用者の皆さんには、感じよく聴いていただき、最後の「ふる

さと」は一緒に歌いました♪時間も予定していたプログラムとmomoの温かい母の日バージョン司会で

ピッタリでした。おさちゃん」 

「今日今日今日今日はははは、、、、昨日昨日昨日昨日とはとはとはとはうってかわって良いお天気で、気持ちの良い母の日の演奏をさせて頂きました。皆さ

ん静かに聞いてくださり、momoのトークも穏やかで、癒しの一時でした。途中で新聞を広げたおじい

ちゃんにはびっくりでしたが…。集合時間に遅れてしまいご迷惑をおかけしましたが、始まりが遅かっ

たので良かったです。皆さま、いつも有難うございます。お疲れ様でした。keiko」 

「きょうはきょうはきょうはきょうは皆様皆様皆様皆様のののの御蔭御蔭御蔭御蔭ででででとても落ち着いた感じの演奏でした。最初にグリッサンドを聞いていただいたの

ですが、おおっという感じが伝わって来ました。ゆったりと音の余韻を味わってくださっている女性や、

最後のふるさとで涙ぐんでいる方や、金色の蝶ネクタイをしたスタッフの男性の方は、「盛り上がり！」

を期待されていたかと思うのですが、しずしずとした会でした。ふるさとは一緒に口ずさんでいる方も

いて、もしアンコールのリクエストがあればふるさとを歌っていただこうね、と言っていたのですが、

そのままで終わりになりました。また機会があったら、一緒に歌っていただける曲、懐かしい曲を持っ

て行くといいかな～と皆さんとお話しました。momo」 



♪♪♪♪７７７７／／／／２２２２（（（（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    

    ６月29日（水）にも竹園交流センターで体験会を開き３名の方々が参加されました。 

♪♪♪♪７７７７／／／／９９９９（（（（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♪♪♪♪をオルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭にて開催します。 

通信会員の皆さんもどうぞ遊びにいらしてください。 

♪♪♪♪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 44448888 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 6666 月月月月 19 19 19 19 日日日日（（（（水水水水））））13131313:30:30:30:30～～～～11115555:30:30:30:30    ♪♪♪♪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    

５月は参加者が少なくアンサンブルはお休みでした。５月から第３水曜の午後からの開催に変更になりま

した。６月は、神山純一氏の「水の音楽」や雨にちなんだ曲など奏でたいと思います。 

 

        ～～～～        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    ((((利根町利根町利根町利根町))))                                        ６６６６／／／／６６６６((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～15:00 15:00 15:00 15:00  

♪♪♪♪    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            ６６６６／／／／４４４４，，，，１８１８１８１８，，，，２２２２５５５５（（（（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        ６６６６／／／／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                                                                                    ６６６６／／／／１９１９１９１９((((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））））    

♪♪♪♪    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／／／／１９１９１９１９（（（（水水水水））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30                                                                                                                                                                                        

♪♪♪♪    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／／／／２０２０２０２０((((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””””６６６６／／／／２０２０２０２０（（（（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／／／／２３２３２３２３（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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／／／／１２１２１２１２（（（（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                                ６６６６／／／／１１１１１１１１（（（（火火火火））））ライオンズマンションライオンズマンションライオンズマンションライオンズマンション集会室集会室集会室集会室（（（（二二二二のののの宮宮宮宮））））    

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

♪♪♪♪    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／／／／１３１３１３１３,,,,    ２０２０２０２０,,,,２７２７２７２７（（（（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／／／／４４４４（（（（火火火火））））,,,,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／／／／１５１５１５１５（（（（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））））６６６６／／／／１７１７１７１７（（（（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ライアライアライアークラブークラブークラブークラブ（（（（下妻市下妻市下妻市下妻市））））    ６６６６／／／／１６１６１６１６（（（（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））））    

♪♪♪♪    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            ６６６６／／／／３０３０３０３０（（（（日日日日））））ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座    時間未定時間未定時間未定時間未定    

♪♪♪♪    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(栃木県小山市会場未定栃木県小山市会場未定栃木県小山市会場未定栃木県小山市会場未定))))    

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

～～～～    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～～～～    

７７７７／／／／２２２２（（（（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    

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～～～～ 

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～～～～     

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

＜＜＜＜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        （（（（金金金金））））Herth Herth Herth Herth （水彩クラス）   講師講師講師講師    momomomomomomomo  http://hearth.namaste.jp/ 

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    10:10:10:10:00000000～～～～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／／／／１６１６１６１６（（（（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／／／／２２２２２２２２（（（（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    

６６６６／／／／２３２３２３２３（（（（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    ゆかりゆかりゆかりゆかりのののの森森森森    管理棟管理棟管理棟管理棟        10:310:310:310:30000～～～～        

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 6月 1日(土） 芝山 恭子 



 

 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.130～  ♪ 

                             

    

～～～～６６６６／／／／２９２９２９２９（（（（土土土土））））七夕七夕七夕七夕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、、、、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♪♪♪♪～～～～    

10 回目の七夕ライアーコンサート、アルスホールで開催し、無事終了しました。第１部は 72 名、第２部

は、50 名のお客様にご来場いただき、東京や埼玉、千葉、日立市からも聴きにきて下さった方々もありまし

た。お天気ももち、七夕の季節の響きに包まれた静かな一時をご一緒することができました。皆様ありがと

うございました。そしてお手伝いの皆さん、演奏者の皆さんお疲れ様でした。詳しくは別紙をご覧ください。 

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

♪♪♪♪７７７７／／／／２２２２（（（（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    

    ライアーの体験会を開催します。まだ定員に余裕がございますので、ご興味のある方がいらしたらどうぞ

お声がけください。先日の竹園交流センターでの体験会後、７月5日（金）午後から新しく初心者の皆さん

のグループが始まります。リーダーはFuji、サブリーダーとしてMaritです。 

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

♪♪♪♪７７７７／／／／９９９９（（（（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    会場が変更になりました。 

皆さんからのリクエスト曲を弾いたり、秋のコンサートの全体曲「ふるさとの四季」等、一通り弾いてみ

たいと思います。いつものように一品持ち寄りで、13周年を記念して、楽しい一時を過ごせたらと思います。

通信会員の皆さんもどうぞ遊びにいらしてください。10時～14時（延長可能な場合15時まで。） 

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

♪♪♪♪真夏真夏真夏真夏のののの夜夜夜夜のののの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♪♪♪♪    

８月20日火曜日、つくばライアーの合宿の一日目の晩に、Hearthにて，ライアーコンサートを開催いた

します。 

きっかけは、合宿の際の宿泊を，どこにするかというときに、Hearthオーナーから、是非Hearthに泊ま

って頂いて、良かったら、その晩にライアーを聴かせてもらえませんか？というお申し出でした。 

８月20日は１４夜にあたり、１４夜は別名『待宵月』という事から、タイトルが決まりました。 

お泊まりメンバーの芝山さん、根本裕美さん、Keiko、＋momoの 4名でおおくりいたします。 

『静けさ』の感じられるような場になればと思っています。（momo） 

 

会場：１８時３０分、演奏１８時４５分から，１９時５０分 

途中１５分の休憩＆ティータイムがあります。 

参加費：千円 定員：２０名 

    

☆☆☆☆ごごごご寄付寄付寄付寄付ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました☆☆☆☆    

Kayoさんから先日切手1300円分と七夕コンサートでも1000円のご寄付をいただき、他にもKさんはじめ、

多くのお客様からあたたかいご支援を沢山いただき深く感謝いたしております。 

    

♪♪♪♪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 44449999 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 7777 月月月月 17 17 17 17 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    

６月は、Yasu、おさちゃん、Marit、のんのん、芝山の５名で、神山純一氏の「水の音楽」や雨にちなん

だ曲など奏でました。７月は「水の音楽」やコリンタンサー氏の曲等を予定しています。 

♪♪♪♪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    7777 月月月月 6666 日日日日,,,,ⅠⅠⅠⅠ3333 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    

お勤めの方等、平日お時間のない方の為に、不定期ですが、土曜日に気軽に集まって奏でるミニアンサン

ブルを始めました。小さなコンサートの練習をすることもあるので、サロンのような場になればいいな～と

思っています。聴きにいらして頂くだけでもOKです。どうぞご自由に遊びにいらしてください。 



 

        ～～～～        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    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／／／／４４４４((((木木木木))))    10:010:010:010:00000    ～～～～15:00 15:00 15:00 15:00     

♪♪♪♪    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            ７７７７／／／／９９９９（（（（火火火火））））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♪♪♪♪10:0010:0010:0010:00～～～～14:0014:0014:0014:00（（（（15:0015:0015:0015:00））））    

１６１６１６１６（（（（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））））    

２２２２３３３３,,,,３０３０３０３０（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00 12:00 12:00 12:00 ＊＊＊＊午前中午前中午前中午前中のみのみのみのみ    

♪♪♪♪    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／／／／３３３３    ((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000（（（（FujiFujiFujiFuji））））    

                                                                                                                                    会議室会議室会議室会議室            ７７７７／／／／３１３１３１３１((((水水水水））））12:3012:3012:3012:30～～～～16:0016:0016:0016:00    

♪♪♪♪    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／／／／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））））    

♪♪♪♪    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／／／／１１１１７７７７（（（（水水水水））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30                                                                                                                                                                                        

♪♪♪♪    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／／／／１８１８１８１８((((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／／／／１８１８１８１８（（（（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／／／／７７７７（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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／／／／１０１０１０１０（（（（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                            ７７７７／／／／６６６６,,,,１３１３１３１３（（（（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／／／／２０２０２０２０（（（（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        ７７７７／／／／４４４４,,,,１８１８１８１８,,,,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／／／／１２１２１２１２,,,,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 ７７７７／／／／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））））７７７７／／／／８８８８（（（（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／／／／１４１４１４１４（（（（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 11114:104:104:104:10～～～～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＞＞＞＞    入場無料入場無料入場無料入場無料    

７７７７／／／／２２２２（（（（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    

    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～～～～ 

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～～～～     

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

＜＜＜＜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 Artful Artful Artful HeartHeartHeartHeart            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        （（（（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/    

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    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/ 

７７７７／／／／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    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～～～～        
７７７７／／／／１４１４１４１４（（（（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    12121212:00:00:00:00～～～～子子子子どもどもどもども 12121212:30:30:30:30～～～～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    

７７７７／／／／２７２７２７２７（（（（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    城東城東城東城東市民市民市民市民センターセンターセンターセンター    

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７月 1日(月） 芝山 恭子 



 

♪ 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 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.132～  ♪ 

                             

    

～～～～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♪♪♪♪夏夏夏夏のののの集中練習集中練習集中練習集中練習～～～～    

８月 20 日、21 日とゆかりの森にて 12th コンサートの集中練習をしました。各曲の練習の他、一通り通

しで弾いて流れを確認したり、曲への導入の響きを検討したりしました。 

お昼休みには、まるでブティックのような豊富な品揃えのおさちゃんのうさとの服コレクションの中から、

一部のメンバーがコンサートに着る衣装を選ぶ、ファッションショー。そして皆さんからのお土産や、裕美

さんのご主人様（プチ漁師）のとりたて新鮮、生牡蠣もご馳走になり、暑いながらも楽しいひと時を過ごし

ました。 

２日目は、連日の猛暑と練習で、午後は皆さんに激しい眠気が・・。そこで急遽、手の緊張をほぐしリラ

ックスするための二人組みでの手遊び「みかんの花咲く丘」をしました。地方によって様々なヴァリエーシ

ョンがあって、びっくり！！大いに盛り上がってすっかり眠気は吹き飛びました。渡辺さんの沖縄の太鼓や、

典子さんの手作りの木の楽器等を使ってリズムアンサンブルも楽しみ、お祭り気分もたっぷり味わいました。 

充実した２日間の練習を終え、次は 10月 1日つくば惠光寺でのリハーサル、19日本番と続きます。 

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

～～～～８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（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    ～～～～ 

Heathの広いお庭から美しい月が、間近に大きく感じられる夜、16名のお客様がご来場くださいました。

momoの司会進行で、Keiko、根本裕美さんと芝山の４名で演奏しました。 

これまで弾いたことのある曲がほとんどでしたが、「いつも何度でも」は初のフルヴァージョンで、ご

好評頂きました。吹き抜けの高い天井の空間に音が響き、2階ギャラリー席から、切り絵の作品を前に、

聴いているお客様もいらっしゃいました。 

この素敵な切り絵は、昨年11thコンサート（ラプンツェル）、今回の待宵月コンサート、そして12th

コンサートの３つのチラシも全てKさんのお嬢さんの作品です。 

オーナーのKさんご夫妻には大変お世話になり、ティータイムには美味しい手作りのサンドイッチやハ

ーブティー等を頂きました。Keikoの息子さん、Yokoと Aiも聴きにきてくださり嬉しかったです。 

コンサートを終えてから裕美さんと二人で、宿泊もさせていただきました。静かな空間で、とても涼し

くよく眠れ、どこか遠くの高原の別荘にでも訪れたかのような気分で快適に過ごすことができ、Heathの

皆さんに感謝しています。素敵な機会を、ありがとうございました。              

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

♪♪♪♪ミニアンサミニアンサミニアンサミニアンサンブルンブルンブルンブル＆＆＆＆サロンサロンサロンサロン L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose                9999 月月月月 28282828 日日日日（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00            

8月 24日は、Keiko、NoriY、Kayoyo、芝山の４名で、「You raise me up」と「未来へ」、秋のコンサート

のカノンなどを弾いて楽しみました。リラックス・ティータイムには、ゆっくりと皆さんのお話を伺えて楽

しい一時を過ごすことができました。 

～☆サロンの名前☆～ 

家には結婚祝いにいただいた「黄色いバラ」の絵があり、花言葉は「友愛」です。ライアームーンは、月

が黄色、という意味を含み、L. Moon Roseとしました。９月は、音楽療法を学んでいらっしゃり８月から家

で個人レッスンをはじめられた女子大生のTさんが、ゲストです。皆さんもどうぞお気軽に、お立ち寄りく

ださい。 

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

HanaHanaHanaHana、、、、赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん、、、、ごごごご誕生誕生誕生誕生おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！    

☆ 8月 30日、元気な男の子、ご誕生とのことです☆お会いできる日を楽しみにしています♪ 

 



♪♪♪♪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））））13131313:0:0:0:00000～～～～15151515::::00000 0 0 0 ♪♪♪♪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    

5年目のスタートは、水の音楽の他、「You raise me up」と「未来へ」を少しずつ弾いていき、 

いつか皆さんで合唱ができたらと思います。秋の曲なども、奏でて楽しみます。 

＊９月からmomoがお仕事の為、手代木クラスはしばらくの間、芝山が担当します。 

 

        ～～～～        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    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))))    

♪♪♪♪    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            ９９９９／／／／３３３３,,,,１０１０１０１０,,,,１７１７１７１７,,,,２４２４２４２４（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～14:0014:0014:0014:00    

（（（（おさおさおさおさちゃんちゃんちゃんちゃん・・・・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        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））））    

♪♪♪♪    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                                                                                                                                                                                    

♪♪♪♪    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        

♪♪♪♪    りっつりっつりっつりっつんんん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                                                                                                                                

♪♪♪♪    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        

♪♪♪♪    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))))                        ９９９９／／／／１１１１１１１１,,,,２５２５２５２５（（（（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 L.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon Rose    ９９９９／／／／２２２２８８８８（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

♪♪♪♪    12121212thththth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    ①①①①つくばつくばつくばつくば惠光寺惠光寺惠光寺惠光寺    １０１０１０１０／／／／１１１１（（（（火火火火））））9999:00:00:00:00～～～～12:312:312:312:30 0 0 0     

                                                                            ②②②②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会議室会議室会議室会議室１０１０１０１０／／／／１１１１（（（（火火火火））））13:3013:3013:3013:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

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

♪♪♪♪    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        ９９９９／／／／５５５５,,,,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    ９９９９／／／／３３３３,,,,１７１７１７１７（（（（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 ９９９９／／／／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    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））））１０１０１０１０／／／／４４４４（（（（金金金金））））10:010:010:010:00000～～～～11114:04:04:04:00 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予定予定予定予定））））    

♪♪♪♪    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(栃木県小山栃木県小山栃木県小山栃木県小山市市市市))))    

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

～～～～    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＞＞＞＞        

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    10101010:00:00:00:00～～～～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／／／／２８２８２８２８（（（（土土土土））））サークルサークルサークルサークルわわわわ    オイオイオイオイリュトミーリュトミーリュトミーリュトミー    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９月 1日(日） 芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.133～  ♪ 

                             

    

～～～～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♪♪♪♪～～～～    

10月 19日（土）午後2時より、つくば惠光寺にて、12回目の秋の定期コンサートを開催します。当日は

ライアーのための幻想曲～まつり～の作曲者である小倉佐知子さんが横浜からご来場下さいます。また衣装

はメンバー全員が「うさとの服」で登場します。「うさとの服」アース・ハーモニー砂辺智子さんもかけつ

けて下さいます。『うさとの服をご愛用いただき、後押しまでしていただいて、本当にありがたいです。 

ライアーの音色は聴く方の心に寄り添ってくれて、音の優しい波動も深い所まで染み入る、本当にヒーリン

グだな、と感じています。うさとは着る方の身体に寄り添い、肌を通して優しく包みこみ、植物のエキスで

癒してくれる、と感じていて、ライアーとは共通点を感じていました。コメントを、と言っていただき嬉し

かったです…でも特に私が発言しなくても聴きにいらした方がその雰囲気を感じとり、もし興味を持ってい

ただいたら、ご縁なのだと思います(^ ̂ )当日を楽しみにしています☆ありがとうございました(*^^*)砂辺 』 

プログラムは、ライアーオリジナル作品、鈴木もえみさんの朗読と音楽「花さき山」、ライアーのための

幻想曲「まつり」女性合唱のための「ふるさとの四季」そして「花は咲く」です。9 月 14 日（土）15 日（日）

に開かれたライアー響会会員のための集まり No.10 ライアー2013 東京で、平井久仁子さんの分科会「歌う

喜びは全ての人に～身体を楽器のように響かせて歌う（アン・カバーリング・ザ・ヴォイス）」や、ライア

ー響会主催で毎年開かれている古賀美春さんの「歌声の響きをつくる講座～ライアーの響きにふさわしい歌

い方とは～」に参加しているメンバーが合唱します。 

ライアーの響きにのせた朗読＆歌声で、リラックスした楽しいひと時を過ごしていただけたら幸いです。

多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

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

１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土））））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 10101010 周年周年周年周年    オータムコンサートオータムコンサートオータムコンサートオータムコンサート    14141414：：：：30303030～～～～    定員定員定員定員 20202020 名名名名    

10 周年を迎えた「くらむぼん」の名前の由来となった宮澤賢治・作「やまなし」のお話の一部を H さん

の朗読にのせて、ソロ～デュオ～トリオの演奏を織り交ぜてお送りします。メンバー７名で、「G 線上のア

リア」等を演奏し、終演後にはティータイムがあります。 

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

♪♪♪♪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    パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットができましたができましたができましたができました！！！！    

各クラスの会場や日程、会費等の案内をまとめたパンフレットを作りました。どうぞご活用ください。 

TONEクラスは、全てミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose となり、水曜日の午後に変更しました。 

内容についてはこれまで通りです。オルフェの庭クラスは、オルフェクラスとなり、響きの楽器の体験を

したり、四季の祝祭の響きの曲を奏でたり、『静寂』の読書会をしています。 

手代木クラスはしばらくの間、リーダー会とミックスさせた形になります。 

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

♪♪♪♪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 L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose    10101010 月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土））））10101010 月月月月 9999 日日日日、、、、23232323 日日日日（（（（水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～16:0016:0016:0016:00            

9999 月月月月 25252525 日日日日（（（（水水水水））））～～～～KayoyoKayoyoKayoyoKayoyo、、、、MyMyMyMy 桜桜桜桜ライアーライアーライアーライアーでででで、、、、クラスクラスクラスクラス会員会員会員会員にににに復帰復帰復帰復帰されましたされましたされましたされました☆☆☆☆良良良良かったですかったですかったですかったです☆☆☆☆～～～～    

『Kayoyoの新しいライアーとKさんのＭｙライアー。Yamanのトネリコ 豊かな桜アルト に  

ディスカント。みんな違って個性的ですね。Ｌ Moon Roseだからでしょうね。ゆったりしていて・・・ 

素敵な響きの中にいられるって、いいですね。ありがとうございました～♪Nao』 

9999 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土)))) Nao、Keiko、Yaman、芝山の４名で、秋のコンサートの曲を一通り弾いた後、 

「You raise me up」と、Yamanからリクエスト曲「誕生日には真白な百合を」を歌いながら弾きました。リ

ラックス・ティータイムには、健康の話題を中心に、ゆったりと楽しい時間を過ごしました。 

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



♪♪♪♪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 5555１１１１回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 10101010 月月月月 16 16 16 16 日日日日（（（（水水水水））））13131313:0:0:0:00000～～～～15151515:0:0:0:00 0 0 0 ♪♪♪♪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    

9月は、Yasu、のんのん、Yaman、渡辺さんと芝山の５名で、「虫の声」など、毎年９月に奏でている曲

の数々と水の音楽の他、「You raise me up」など弾いてみました。10月もまた、秋の季節の曲や、「アル

ビノーニのアダージョ」のリクエストがありましたので、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    ～～～～    

♪♪♪♪    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            １０１０１０１０／／／／８８８８,,,,１５１５１５１５,,,,２２２２２２２２（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30（（（（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））））    

アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル練習練習練習練習    13:0013:0013:0013:00～～～～14:0014:0014:0014:00    

♪♪♪♪    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            １１１１１１１１／／／／６６６６    ((((水水水水））））13131313:00:00:00:00～～～～17171717:0:0:0:00000（（（（FujiFujiFujiFuji））））＊＊＊＊10101010 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クラスクラスクラスクラス                オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                    １０１０１０１０／／／／１６１６１６１６((((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））））    

♪♪♪♪    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                    １０１０１０１０／／／／１１１１６６６６（（（（水水水水））））13:013:013:013:00000～～～～15:015:015:015:00000                                                                                                                                                                                    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会＆＆＆＆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    音楽音楽音楽音楽室室室室    １０１０１０１０／／／／１７１７１７１７((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000        

♪♪♪♪    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””””１０１０１０１０／／／／１１１１７７７７（（（（木木木木））））16:016:016:016:00000～～～～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                １０１０１０１０／／／／１３１３１３１３（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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 L.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon Rose            １０１０１０１０／／／／９９９９,,,,２３２３２３２３（（（（水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:00 12:00 12:00 12:00     

((((利根町利根町利根町利根町))))                    １０１０１０１０／／／／１２１２１２１２（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・土土土土))))    

♪♪♪♪    12121212thththth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    ①①①①つくばつくばつくばつくば惠光寺惠光寺惠光寺惠光寺    １０１０１０１０／／／／１１１１（（（（火火火火））））9999:00:00:00:00～～～～12:312:312:312:30 0 0 0     

                                                                            ②②②②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会議会議会議会議室室室室    １０１０１０１０／／／／１１１１（（（（火火火火））））13:3013:3013:3013:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

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

♪♪♪♪    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        １０１０１０１０／／／／３３３３,,,,１０１０１０１０,,,,１７１７１７１７（（（（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～～～～13131313:00  :00  :00  :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    １０１０１０１０／／／／１１１１１１１１（（（（金金金金））））,,,,２２２２２２２２（（（（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～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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 １０１０１０１０／／／／５５５５（（（（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））））１０１０１０１０／／／／２１２１２１２１（（（（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））））１０１０１０１０／／／／４４４４（（（（金金金金））））10:010:010:010:00000～～～～11115555:0:0:0:00 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    2014201420142014 年年年年 1111 月月月月～～～～2222月月月月予定予定予定予定    ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座 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＆＆＆＆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＞＞＞＞        

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／／／／１７１７１７１７（（（（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＞＞＞＞    

１０１０１０１０        （（（（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        

１０１０１０１０        （（（（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/    

１０１０１０１０        （（（（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            牛牛牛牛久市子久市子久市子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    

１０１０１０１０                        講師講師講師講師    田村田村田村田村のりのりのりのり子子子子    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/ 

１０１０１０１０／／／／６６６６（（（（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    10101010:00:00:00:00～～～～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    

１０１０１０１０／／／／１２１２１２１２（（（（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    12121212:30:30:30:30～～～～    水戸市水戸市水戸市水戸市百合百合百合百合ヶヶヶヶ丘集会所丘集会所丘集会所丘集会所        

１０１０１０１０／／／／１３１３１３１３（（（（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～～～～    
１０１０１０１０／／／／２６２６２６２６（（（（土土土土））））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 10101010 周年周年周年周年    オータムコンサートオータムコンサートオータムコンサートオータムコンサート    14141414：：：：30303030～～～～    
１１１１１１１１／／／／３０３０３０３０（（（（土土土土））））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（（（（日立市日立市日立市日立市さくらさくらさくらさくらカフェカフェカフェカフェ））））演奏演奏演奏演奏    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 14:0014:0014:0014:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

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.sakuhttp://leier.sakuhttp://leier.sakuhttp://leier.sakura.ne.jp/ra.ne.jp/ra.ne.jp/ra.ne.jp/        
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♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.134～  ♪ 

                             

    

～～～～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♪♪♪♪無事終了無事終了無事終了無事終了しましたしましたしましたしました！！！！～～～～    

10月 19日（土）つくば惠光寺にて、秋の定期コンサート、無事終了しました！ライアーのための幻想曲

～まつり～の作曲者である小倉さちこさん、「うさとの服」アース・ハーモニー砂辺智子さんがおいで下さ

いました。遠くは大阪や神奈川、埼玉、水戸、下妻からも聴きにきて下さり、70名余りのお客様にご来場い

ただきました。詳しくは別紙「12thコンサートを終えて」「～お客様感想集～」をご覧ください。 

 

昨日昨日昨日昨日はははは、、、、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のきのきのきの定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会にににに行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。    

プログラムに私の作品「ライアーのための幻想曲〜まつり〜｣を取り上げてくださいました。 

アンサンブルに編曲し直し本邦初演だったのですが、皆さん曲のイメージを深く感じ、 

考え表現してくださって、感無量… 

そして、今回のプログラムは私にとってとても不思議なご縁がありました。 

溝上日出夫先生作曲の子守歌。溝上先生は私が受験前にお世話になった先生。「君は耳がいいからね、自信

を持ちなさい｣と背中を押してくれた先生。... 

朗読とともに流れる３曲は、まるでお話に合わせて作られた曲かのように、ピッタリと組み立てなおされ、

素晴らしかったです。 

そして、源田俊一郎さん編曲の「ふるさとの四季｣。源田さんは、大学の同期。今や、合唱曲界の大先生です

が、学生時代は同じ合唱団で活動をしていた仲間。懐かしいなあ。 

源田さんのアレンジは当時からおしゃれでした。 

学生指揮者だった源田さんの特徴のある指揮を振り真似して、パート練習の時笑いをとっておりました。（笑） 

ライアーでのふるさとの四季を源田さんに聞かせたいなあ… 

すごく優しく柔らかく。そして、歌が美しい！透明なまっすぐの声、ピッチが全くゆるがないの。心地好い

し、皆さんの人柄があふれでるいい演奏でした。そして、源田くんの才能を再認識…私もがんばろう！ 

とても素敵な一日となりました。 

つくばライアーの響きの皆様、本当にありがとうございました。 感謝！小倉さちこ（Facebookより）  

 

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

『『『『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展人形展人形展人形展ででででティータイムティータイムティータイムティータイム』』』』11111111 月月月月 27272727 日日日日((((水水水水))))～～～～12121212 月月月月 9999 日日日日（（（（月月月月））））・・・・火曜日定休火曜日定休火曜日定休火曜日定休    

日立駅 前に昨年Openした「「「「さくらさくらさくらさくらカフェカフェカフェカフェひたちひたちひたちひたち」」」」http://www.cafe-sakura.com/のギャラリースペースに

て、ウォルドルフ人形の作品展を行います。まだウォルドルフ人形を知らない方々にも、 ぬくもりのある優

しいお人形を見ていただきたいと思っています。今回は新しく人形を作り始めたお教室のみなさんにも出し

てもらいながら、楽しい作品展にし たいと思っています。 

そして、会期中の11月 30日には芝山さん・momo・Nao・Keiko・根本でライアーの音色も楽しんでもらお

うと企画しています。作品展とライアー、１粒で２度おいしい作品展になれば幸いです。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*
１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土））））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 10101010 周年周年周年周年    オータムコンサートオータムコンサートオータムコンサートオータムコンサート 残念ながら台風の為、中止となり
ました。来年ライアークラスが 10 周年ということで、来年ほぼ同じプログラムで、開催する予定です。    

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

♪♪♪♪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 L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose    11111111 月月月月 27272727 日日日日（（（（水水水水））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00    （ 11月は都合により1回です。） 

10月 9日（水）７名、23日（水）は4名、10月 12日(土) は３名で、Yasu、初参加で、即興演奏したり、

色々な曲を弾きティータイムもゆっくりと楽しみました。    



♪♪♪♪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 55552222 回目回目回目回目    2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 20 20 20 20 日日日日（（（（水水水水））））13131313:0:0:0:00000～～～～15151515:0:0:0:00 0 0 0 ♪♪♪♪会場会場会場会場        オルオルオルオルフェフェフェフェのののの庭庭庭庭    

10月は、台風の為、中止となりました。11月は秋の季節の曲や、水の音楽の他、「You raise me up」、

「アルビノーニのアダージョ」等、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    ～～～～    

♪♪♪♪    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                １１１１１１１１／／／／５５５５,,,,１２１２１２１２,,,,１９１９１９１９,,,,２６２６２６２６（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30（（（（osaosaosaosa・・・・渡辺渡辺渡辺渡辺））））    

アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル練習練習練習練習    13:0013:0013:0013:00～～～～14:0014:0014:0014:00    

♪♪♪♪    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            １１１１１１１１／／／／６６６６    ((((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クラスクラスクラスクラス                オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                    １１１１１１１１／／／／２０２０２０２０((((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））））    

♪♪♪♪    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                    １１１１１１１１／／／／２０２０２０２０（（（（水水水水））））13:013:013:013:00000～～～～15:015:015:015:00000                                                                                                                                                                                    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会＆＆＆＆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    音楽音楽音楽音楽室室室室    １１１１１１１１／／／／２１２１２１２１((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000        

♪♪♪♪    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””””１１１１１１１１／／／／２１２１２１２１（（（（木木木木））））16:016:016:016:00000～～～～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                １１１１１１１１／／／／１０１０１０１０（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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 L.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon Rose            １１１１１１１１／／／／２７２７２７２７（（（（水水水水））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00        ((((利根町利根町利根町利根町))))        ☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月))))    

♪♪♪♪    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    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    １２１２１２１２／／／／３３３３（（（（火火火火））））9:39:39:39:30000～～～～15:015:015:015:00 0 0 0     

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

♪♪♪♪    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        １１１１１１１１／／／／７７７７,,,,１４１４１４１４,,,,２２２２１１１１（（（（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～～～～13131313:00  :00  :00  :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    １１１１１１１１／／／／５５５５（（（（火火火火））））,,,,２２２２２２２２（（（（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～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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 １１１１１１１１／／／／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    13:3013:3013:3013:30～～～～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））））１１１１１１１１／／／／１１１１１１１１（（（（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ララライアークラブイアークラブイアークラブイアークラブ                2014201420142014 年年年年１１１１月月月月～～～～2222月未定月未定月未定月未定        13131313:0:0:0:00000～～～～11115555:0:0:0:00 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    2014201420142014 年年年年 1111 月月月月～～～～2222月月月月予定予定予定予定    ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座 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＆＆＆＆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    2014201420142014 年年年年１１１１／／／／３０３０３０３０（（（（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＞＞＞＞        

１２１２１２１２／／／／１７１７１７１７（（（（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））））13:0013:0013:0013:00～～～～    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＞＞＞＞    

１１１１１１１１        （（（（月月月月））））Artful HeartArtful HeartArtful HeartArtful Heart            講師講師講師講師    桃原広子桃原広子桃原広子桃原広子    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        

１１１１１１１１        （（（（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/    

１１１１１１１１        （（（（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    

１１１１１１１１                        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/ 

１１１１１１１１／／／／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    10101010:00:00:00:00～～～～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    

１１１１１１１１／／／／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市民市民市民市民センターセンターセンターセンター    

１１１１１１１１／／／／１０１０１０１０（（（（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～～～～    
１１１１１１１１／／／／３０３０３０３０（（（（土土土土））））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（（（（日立市日立市日立市日立市さくらさくらさくらさくらカフェカフェカフェカフェ））））演奏演奏演奏演奏    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 14:0014:0014:0014:00～～～～15:0015:0015:0015:00    
１２１２１２１２／／／／７７７７（（（（土土土土））））水戸教会水戸教会水戸教会水戸教会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    演奏演奏演奏演奏    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＆＆＆＆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    

14:3014:3014:3014:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

１２１２１２１２／／／／１５１５１５１５（（（（日日日日））））『『『『子育子育子育子育ててててサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビのののの会会会会』』』』((((結城市結城市結城市結城市公達公達公達公達コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター))))    

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        人形劇人形劇人形劇人形劇＆＆＆＆ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏 10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

１２１２１２１２／／／／１９１９１９１９（（（（木木木木））））我孫子我孫子我孫子我孫子ホスピスホスピスホスピスホスピス・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会    演奏演奏演奏演奏    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    他他他他    
１２１２１２１２／／／／２０２０２０２０（（（（金金金金））））HearthHearthHearthHearth    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    演奏演奏演奏演奏    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    18:0018:0018:0018:00～～～～19:3019:3019:3019:30    

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１１月 1日(金） 芝山 恭子 



 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.135～  ♪ 

                             

    
～～～～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 2013201320132013    開催開催開催開催しますしますしますします♪♪♪♪～～～～    

 

12月17日（火）つくば市ノバホールホワイエにて、13時～クリスマスコンサートを開きます。 

今回は～クリスマスの子もり歌～と題して、心安らぐ美しい響きの曲の数々をお贈りします。 

第１部の13時20分までは、０歳～ご入場いただけます。第２部はバッハのゴールドベルク変奏曲より３曲、ケル

ティックウーマンの編曲版によるシューベルトのアヴェマリアなど。第３部は、お馴染みのクリスマスキャロルや、

パッフェルベルのカノン等、12名で演奏します。入場無料となっておりますので、どうぞ響きの豊かな会場で、クリ

スマスの響きをたっぷりとお楽しみください。なお、暖房の音でライアーの音が聞こえなくなってしまうため、暖房

は入りませんので、暖かくしておいでください。演奏後はBGM演奏の流れる中、ティータイムで多くの皆様と交流が

できたら嬉しいです。 

    

♪♪♪♪１２１２１２１２／／／／６６６６ ( ( ( (金金金金））））12:0012:0012:0012:00～～～～15:0015:0015:0015:00    ☆☆☆☆竹園初心者竹園初心者竹園初心者竹園初心者クラスクラスクラスクラスとともにとともにとともにとともに    竹園交流竹園交流竹園交流竹園交流センセンセンセンターターターター大大大大会議室会議室会議室会議室（（（（２２２２FFFF））））    

今年1月と5月に開いたライアー体験会の参加者の中から、７月に新しく初心者クラスが誕生しました。 

主に竹園乳幼児学級のボランティアをしているお母さんが中心で生まれたグループで、金曜日の午後、竹園交流セン

ターで練習しています。ゆっくり、のんびり、楽しく行っている練習会も８回目を迎え、今回初めて、つくばライア

ーのメンバーとともに練習会を開くこととなりました。後半はつくばライアーの響きのメンバーによるクリスマスソ

ングの演奏もあります。皆さん、どうぞご参加くださいね。（Fiji） 
♪♪♪♪１２１２１２１２／／／／７７７７（（（（土土土土））））水戸教会水戸教会水戸教会水戸教会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    14:3014:3014:3014:30～～～～15:3015:3015:3015:30    
Keiko、根本裕美さんがリーダーの「ティンクルライアーMito」の皆さんとの共演で、つくばライアーの響きからは、

momo、Fuji、芝山が演奏に加わります。水戸の皆さんとの教会での響きを楽しみにしています。 

♪♪♪♪１２１２１２１２／／／／２０２０２０２０ ( ( ( (金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    新初心者新初心者新初心者新初心者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            
１１月の松代交流センター「はじめてライアー講座」で４回受講された10名の方々の中から、４名の皆さんが、新

しい初心者グループとしてスタートすることになりました。リーダーは渡辺さんとおさちゃんです。 

♪♪♪♪１１１１２２２２／／／／２４２４２４２４（（（（火火火火））））並木並木並木並木クラスクラスクラスクラスにてにてにてにて、、、、～～～～クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス☆☆☆☆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～～～～をををを開催開催開催開催しますしますしますします！！！！    

一品持ち寄りで、クリスマスの曲を楽しみます。詳細は後ほどお知らせします。 

♪♪♪♪１２１２１２１２／／／／２５２５２５２５（（（（水水水水））））11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30    ☆☆☆☆あんころもちあんころもちあんころもちあんころもちののの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☆☆☆☆    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    

毎月第２、第４水曜日に松代交流センターにて、親子のためのわらべうたクラスを開催しています。 

就園前の親子が対象で、季節のわらべうた、手遊びうた、工作、絵本の読み聞かせを楽しんでいます。 

今回12月の開催日が25日のクリスマス☆ということで、あんころもちを卒業したお兄さん、お姉さん 

も一緒に楽しめるクリスマス会を企画しました。当日はつくばライアーの響きのメンバーにもお手伝いいただき、ク

リスマスの音楽やお話を準備しています♪是非遊びにいらしてくださいね！（Fuji） 

 

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

『『『『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展人形展人形展人形展ででででティータイムティータイムティータイムティータイム』』』』11111111月月月月27272727日日日日((((水水水水))))～～～～12121212月月月月9999日日日日（（（（月月月月））））・・・・火曜日定休火曜日定休火曜日定休火曜日定休    

日立の「「「「さくらさくらさくらさくらカフェカフェカフェカフェひたちひたちひたちひたち」」」」http://www.cafe-sakura.com/のギャラリースペースでウォルドルフ人形の作品展会

期中の11月30日に、Nao、根本裕美さん、Keiko、momo、芝山の５名でのライアーコンサート、皆さんに喜んでいた

だき、無事終了しました。12月5日にはひたちライアーの奏の演奏があります。 
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～    

♪♪♪♪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 L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose L.Moon Rose    11112222月月月月11,2511,2511,2511,25日日日日（（（（水水水水））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00     

11月27日（水）は参加者６名で、ちょうどおさちゃんのお誕生日で、Nao 共々よろこびの歌でお祝いしました。

リラックスの後は、Yaman中心にエアーお手玉で大爆笑。それから即興演奏したり、KayoyoやSumiからのリク

エスト曲を奏でたりして、ティータイムには、Naoと芝山の練習を兼ねたデュオを聴いて頂きました♪ 

☆☆☆☆ごごごご寄付寄付寄付寄付ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました☆☆☆☆    

Sumiから可愛いい切手を５５９０円分、ご寄付いただきました。大切に使わせていただきます。 

ありがとうございました。 



        ～～～～        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    ～～～～    

♪♪♪♪    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／／／／３３３３,,,,１０１０１０１０（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30（（（（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））））    

                        ２４２４２４２４日日日日    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス☆☆☆☆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♪♪♪♪                    アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル練習練習練習練習    13:0013:0013:0013:00～～～～14:0014:0014:0014:00        

♪♪♪♪    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／／／／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クラスクラスクラスクラス                オルフェオルフェオルフェオルフェのののの庭庭庭庭                                    １２１２１２１２／／／／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））））    

♪♪♪♪    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                    １２１２１２１２／／／／１８１８１８１８（（（（水水水水））））13:013:013:013:00000～～～～15:015:015:015:00000                                                                                                                                                                                    

♪♪♪♪    リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会＆＆＆＆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    音楽音楽音楽音楽室室室室    １１１１２２２２／／／／１１１１２２２２((((木木木木))))    10:010:010:010:00000～～～～14141414:0:0:0:00000        

♪♪♪♪    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””””１２１２１２１２／／／／１１１１２２２２（（（（木木木木））））16:016:016:016:00000～～～～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    森森森森ののののホールホールホールホール            １２１２１２１２／／／／８８８８（（（（日日日日））））14:014:014:014:00000～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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L.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon RoseL.Moon Rose    １２１２１２１２／／／／１１１１１１１１,,,,２２２２５５５５（（（（水水水水））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00((((利根町利根町利根町利根町))))            

☆☆☆☆個人個人個人個人（（（（月月月月・・・・土土土土))))    

♪♪♪♪    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    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    １２１２１２１２／／／／３３３３（（（（火火火火））））9:39:39:39:30000～～～～15:015:015:015:00 0 0 0     

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

♪♪♪♪    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／／／／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～～～～13131313:00  :00  :00  :00      

♪♪♪♪    いいいいわきわきわき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／／／／１３１３１３１３（（（（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～～～～16:0016:0016:0016:00        

♪♪♪♪    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／／／／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    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））））１２１２１２１２／／／／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                2014201420142014年年年年    ２２２２／／／／１１１１（（（（日日日日））））        13131313:0:0:0:00000～～～～11115555:0:0:0:00 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    2014201420142014年年年年1111月月月月～～～～2222月月月月予定予定予定予定    ライアーライアーライアーライアー講座講座講座講座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＆＆＆＆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    2014201420142014年年年年１１１１／／／／３０３０３０３０（（（（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＞＞＞＞        
１２１２１２１２／／／／６６６６ ( ( ( (金金金金））））☆☆☆☆竹園初心者竹園初心者竹園初心者竹園初心者クラスクラスクラスクラスとともにとともにとともにとともに    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大会議室大会議室大会議室大会議室（（（（２２２２FFFF））））12:0012:0012:0012:00～～～～15:0015:0015:0015:00        

１２１２１２１２／／／／１７１７１７１７（（（（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））））13:0013:0013:0013:00～～～～    入場無料入場無料入場無料入場無料    
１２１２１２１２／／／／２０２０２０２０（（（（金金金金））））HearthHearthHearthHearth    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    演奏演奏演奏演奏    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    18:0018:0018:0018:00～～～～19:3019:3019:3019:30    

１２１２１２１２／／／／２５２５２５２５（（（（水水水水））））☆☆☆☆あんころもちのあんころもちのあんころもちのあんころもち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☆☆☆☆    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    11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30        
＜＜＜＜関係者限定関係者限定関係者限定関係者限定＞＞＞＞    
１２１２１２１２／／／／１９１９１９１９（（（（木木木木））））柏柏柏柏ホスピスホスピスホスピスホスピス・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会    14:0014:0014:0014:00～～～～    演奏演奏演奏演奏    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    他他他他    

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

＜＜＜＜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        

１１１１２２２２        （（（（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/    

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    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/ 
１２１２１２１２／／／／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    10101010:00:00:00:00～～～～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    竹竹竹竹園交流園交流園交流園交流センターセンターセンターセンター    

１２１２１２１２／／／／５５５５（（（（木木木木））））演奏演奏演奏演奏    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    14:3014:3014:3014:30～～～～「「「「さくらさくらさくらさくらカフェカフェカフェカフェひたちひたちひたちひたち」」」」http://www.cafe-sakura.com/ 

（『ウォルドルフ人形展でティータイム』11月27日(水)～12月9日（月）・火曜日定休）    

１２１２１２１２／／／／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／／／／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    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    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    11:011:011:011:00000～～～～    要申込要申込要申込要申込    
１２１２１２１２／／／／７７７７（（（（土土土土））））水戸教会水戸教会水戸教会水戸教会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    演奏演奏演奏演奏    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＆＆＆＆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    

14:3014:3014:3014:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

１２１２１２１２／／／／１５１５１５１５（（（（日日日日））））『『『『子育子育子育子育ててててサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビサークルヒカリムスビのののの会会会会』』』』http://ameblo.jp/hikarimusubi/      

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会    9:30~12:009:30~12:009:30~12:009:30~12:00    ((((結城市結城市結城市結城市公達公達公達公達コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター))))    

★★★★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    人形劇人形劇人形劇人形劇＆＆＆＆ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏＆＆＆＆ライゲンライゲンライゲンライゲン＆＆＆＆アートワークアートワークアートワークアートワーク10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00 
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１２月 1日（日） 芝山 恭子 
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