
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.136～  ♪ 

                          

 

 

～新年明けましておめでとうございます！今年もどうぞよろしくお願いいたします。～ 

皆さん、それぞれに良いお正月を迎えられたことと思います。 

昨年は17公演、通算382公演で、大変お世話になりました。メンバーの皆さんそれぞれに、お仕事やご家庭、

そして体調の変化など、様々な緩急の波が押し寄せる中でも、無事に活動を続けることができましたことを感

謝しております。また新しいライアーのお仲間も増えつつあり嬉しい限りです。 

これからまた変化し続ける時間の流れの中でも、ライアーアンサンブルで、ほっとする一時を皆さんと共に

過ごしながら、多くの皆様にライアーの響きをお届けできるよう、一歩一歩進んでいけたらと願っています。 

今年も様々な場面で、どんなアンサンブルの響きが生まれていくのか楽しみです。 

 

★つくばライアーの響き クリスマス☆コンサート2013 ♪無事終了しました★ 

昨年12月17日（火）つくば市ノバホールホワイエにて、クリスマスの子もり歌が中心のクリスマスコンサート、

無事終了しました。東京、埼玉、栃木等、遠方からも合わせて 120名余りのお客様がご来場下さり、終演後のティー

タイムでは、お客様ともお話したりライアーを体験して頂くことができました。詳しくは「クリスマス☆コンサート

お客様感想集 2013.12.17」、「クリスマ☆コンサート2013を終えて♪」をご覧ください。 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*2013年12月の公演より*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

★１２月６日 (金）竹園初心者クラスとともに 竹園交流センター大会議室（２F） 

今日はお疲れさまでした。皆さんにお手伝いいただきスムーズに練習会を進めることが出来ました。 

本当にありがとうございました。皆さん少しずつですがライアーの演奏を楽しく感じられるようになってきたみた

いです。これからも時々こんな合同練習会が開けたらと思いますのでその際はまたお手伝いよろしくお願いします。 

                  （Fuji）                                                        
★１２月７日（土）水戸教会ライアーコンサート （クリスマスコンサート2013を終えて～Keikoの文章ご覧下さい） 

★１２月１５日（日）『子育てサークルヒカリムスビの会』http://ameblo.jp/hikarimusubi/   

クリスマス会  (結城市公達コミュニティセンター)星のハーモニー 人形劇＆ライアー演奏＆ライゲン＆アートワーク 

 momo、根本裕美さん、Keikoと芝山の４名で、結城市の『子育てサークルヒカリムスビの会』のクリスマス会に伺

い、人形劇とライゲン「星の金貨」と、クリスマスミニコンサートと裕美さんによる羊毛の天使のワークを 20組

の親子の皆さんと楽しんで参りました。 
★１２月１９日（木）柏市立病院・ボランティア クリスマス会 演奏 つくばライアーの響き 他 

Kayoyoがボランティアに行かれている病院での演奏、Naoとご一緒に、私は今回初めて参加しました。 

４階、３階、２階、１階と順に、3曲ずつ４回。オープニング１曲目は元入院患者さんのHさんのギターとハーモ

ニカの伴奏の「ジングルベル」を患者さんやスタッフの方々で全員合唱。2曲目「もみの木」はライアーで。最後

に「きよしこの夜」も全員で歌い皆で演奏しました。ロビーでのライアーミニコンサートは、Kayoyoが司会進行し

て下さり、Naoとのデュオで20分ほど、とても静かに聴いていただくことができました。 
★１２月２０日（金）Hearth クリスマスコンサート 演奏 つくばライアーの響き  

土浦市宍塚にあるHearthには、沢山の手造りリースがライトアップして飾られ、テーブルにはポインセチアや手

作りの沢山のお料理やケーキが並ぶ中、今回はmomo、Nao、根本裕美さん、Keiko、芝山の５名での演奏でした。

暖炉の炎がパチパチと燃える中、夜の深い静寂でクリスマスの曲を演奏するのは格別でした。 

★１２月２５日（水）あんころもちのクリスマスコンサート 松代交流センター音楽室 

演奏者ははづき、おさちゃん、Keiko、momo、Yasu、Fujiの６名、あんころもちの参加者は子供15人、12家族

でした。当日は幼稚園生の参加者４名も加わりとても賑やかな会になりました☆ 

先に行われたつくばライアーのコンサートでは、来てくれたのにもかかわらず、演奏が始まって早々に退場になっ

てしまったＳちゃん。今回はジングルベルが始まると手拍子をして体全体で音楽を楽しんでいる様子に、今日のコ



ンサートを企画して本当に良かったと思いました。Yasuのパネルに絵本の読みきかせは、子ども達も集中して聞い

ていました。本日のコンサートに協力してくださったメンバーのみなさん、本当にありがとうございました。 

                                                （Fuji） 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose 1月８,22日（水）25(土)13:00～16:00  

昨年12月は都合により、21日（土）１回のみの開催で、Keiko、Yamanと、クリスマス曲のアンサンブル 

を楽しみました。今年は、お茶を飲みながらのサロンミニコンサート、皆さんで毎回楽しみたいと思います。 

どうぞお気軽に多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

 

  ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室    １／７,１４,２１（火）10:00～12:30（おさちゃん・渡辺） 

                                 アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室   ２／５(水）13:00～17:00（Fuji）＊１月はお休みです。 

♪ オルフェクラス    オルフェの庭         １／１５(水）10:00～12:00（のんのん） 

♪ アンサンブルクラス  オルフェの庭     １／１５（水）13:00～15:00                                                       

♪ リーダー会＆手代木クラス 松代交流センター 音楽室 １／１６(木) 10:00～14:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１／１６（木）16:00～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 森のホール   １／２６（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose １／８,２２（水）２５（土）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（月・土) 

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

♪ ひたちライアーの奏  １／９,１６,２３（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング １／８（水）,２４（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito １／１１（土）  水戸市常磐市民センター 会議室13:30～15:30               

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）１／２０（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ     ２／１（日）  13:00～15:00 （千代川公民館 視聴覚室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園  1／１３（月・祝）ライアー講座 13:00～キンダーハープ＆ライアー 

♪ こもれびの森ライアーの会  １／３０（木）ライアー講座 10:30～12:30(栃木県小山市) 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 
＜関係者限定＞ 
１／２８ (火）大穂幼稚園 人形劇＆ライアーミニコンサート 10:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

１  （金）Hearth ぬらし絵水彩『色の瞑想』講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

１      講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

１／１２（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

１／２５（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:30～ 水戸市稲荷第２市民センター 
１／２６（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2014年１月 ５日（日） 芝山 恭子 

 

 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.137～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き コンサート2014 の予定 ♪～ 

今年のコンサートの日程と予定が下記のように決まりました。 

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 

１２／９（火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

プログラム詳細については、これから各クラスでご相談しながら検討して参りますが、また皆さんと作り上

げていく舞台を楽しみにしたいと思います。 

～４月１日（火）２日(水)田原さんライアーW.S.を開催します！～ 

 田原さんをお招きしての春の講座も８回目となります。各クラスで、課題曲の練習に入りました。最初は難しいと

思われる曲でも、少しずつ譜読みをして繰り返し練習した後、受講することで、自然に目に見えない実力がついてい

くものと思います。多くの皆様のご参加を期待しています。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*2014年1月の公演より*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

♪１月２８ 日(火）大穂幼稚園 人形劇『笠地蔵』＆ライアーミニコンサート 
（はづき、Yasu、おさちゃん、Fusa、Marit、のんのん、Mifu、momo、Fuji、渡辺、芝山）〈お手伝い〉（yaman） 

今日はありがとうございました。かなり大人数でのコンサートということで正直だいじょうぶかなぁと思っていま

したが、よく聞いていただいてよかったです。（私は人数を考えて吾妻幼稚園への招聘を断念してしまったので）。  

こちらも大人数でしたが、yamanのヘルプもあって手際よくすすめられました。yaman、ありがとうございます。司

会の方が「心の音を聴く」とご理解いただいていたのもよかったと思います。 

あの人数では人形劇の細かい部分はどうしても見えないので限界がありますが、子供たちはとてもよく聞こうとし

てくれていたと思います。お母さん方のなかで、「これは何だろう」と心に残していただけるかたが少しでもあれば

いいのかな、と思います。 

曲はなじみのあるものでしたが、子供たちが歌うにはちょっとキーが高すぎて、歌いたいお子さんにはちょっと不

満だったかもしれませんが、逆によく聞くということができたのかな、とも思います。 

聞いてくださる方がいる、というのはとても栄養になりますね。                 はづき 
 

 大穂幼稚園の家庭教育学級閉級式での公演依頼で、家教担当の Aさんはじめ皆様方が、とても丁寧に事前からのご

準備と、当日もお手伝い下さり、気持ちよく公演させて頂くことができました。また当日Yasuに打ち合わせ頂き、司

会の方はマイクを使わず、楽器へのご配慮が嬉しかったです。Yasuの最初の手遊びや楽器紹介の導入、また原さんの

司会進行も、とても良かったです。初のお人形担当の渡辺さんや、おさちゃん、Fuji新しい配役でお疲れ様でした。

家教の方からのご希望で、子供たちもカスタネットで参加できる曲をとのことでしたが、とても楽しそうでしたね。

はづきから、カスタネットで参加の子どもたちに、お母様方の方を向いてもらっては？とのご提案でこれも良い演出

となりました。yamanには、準備から本番の照明や後片付けまでのお手伝いや、全体もみていただけて大変助かりま

した。息の合ったチームワークで、喜んでいただけて、スムーズに無事終えることができました。メンバーの皆さん、

朝早くから本当にお疲れ様でした。終了後は、近くのフランス料理レストランで、ゆっくりお食事等楽しみながらリ

ラックスした時を過ごしました。 

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

♪アンサンブルクラス５２回目 ２月１９日（水）10:00～15:00  L.Moon Rose 

１月は３か月ぶりに、アンサンブルクラスを開催しました。昨年は雪のため中止となり弾けなかった冬の曲の数々を

弾きました。２月からは、会場をL.Moon Rose に移して、以前のように10時～15時の時間帯で、たっぷりと季節の

曲やポピュラー、クラシック等、様々な曲の数々を楽しんでいく予定です。時々木曜日になるかもしれません。 

♪オルフェクラスは、しばらくお休みになります。 



♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose 13:00～16:00 ２月22日（土）26日(水) 

1月の水曜日は、７名の皆さんのご参加で、後半小さな舞台で、Naoのソロで即興演奏～おさちゃん、Naoのデュオ、

そして Kayoyoも加わってトリオ、私も入ってカルテット等、バラエティーに富んだ組み合わせで、レーゲンボーゲン

の曲集等を弾き、ご参加の皆さんに聴いて頂きました。25(土)は、おさちゃん、yamanと３人でしたが、和音の遊び

等の後、ライアー響会の曲集の中から冬の曲など、沢山アンサンブルができました。２月22日はゲストをお迎えしま

す。どうぞ皆様も遊びに、聴きに、弾きに～いらしてください。 

 

 

    ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ２／４,１８,２５（火）10:00～12:30（おさちゃん・渡辺） 

                                 アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ２／５(水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス  L.Moon Rose    ２／１９（水）10:00～15:00                                                       

♪ リーダー会＆手代木クラス 松代交流センター 会議室 ２／２０(木) 10:00～14:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”２／２０（木）16:00～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ２／２３（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose ２／２２（土）,２６（水）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（月・土) 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ２／２８（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏  ２／６,１３,２０（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング ２／５（水）,２８（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito ２／１（土）  水戸市常磐市民センター 会議室13:30～15:30               

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）２／１７（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ              ２／２（日）ライアー講座 13:00～15:00 （千代川公民館 視聴覚室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園            未定       ライアー講座 13:00～キンダーハープ＆ライアー 

♪ こもれびの森ライアーの会           ５／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30(栃木県小山市) 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

４／１２ (土）ライアー演奏とお話朗読 ことば塾WORTEのお話しキャラバン（仮称）つくばライアーの響き 

                 ２回公演 1部11:00~12:00  2部13:00~14:00  つくば市内 会場未定 

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 

１２／９  （火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

２    （金）Hearth ぬらし絵水彩『色の瞑想』講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

２         Art Work ありえる/子どものアート体験パレット    講師 Nokota 

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

２／２  （日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

２／８  （土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:30～ 水戸市稲荷第２市民センター 
２／２３（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

 
＜Leier Moon毎月発行＞   2014年２月 １日（土） 芝山 恭子 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.138～  ♪ 

                          

 

～春のイベントのお知らせ～ 

 梅の花もほころび始め、間もなく嬉しい春の訪れですね。 

 ４月１２日（土）には、いつもコンサートでヴォルドルフ人形の素敵なテーブルを飾ってくださっています、

木下さんからのお誘いで、「お話し会とライアー演奏」という初めての企画が実現します。Kさんもお話しされ

ます。以前、夏のお楽しみ会でご披露いただいたことを思い出します。 

Yasu、Nao、Keiko、momo、芝山の５名でライアー演奏します。皆様どうぞいらして下さい。 

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

２０１４年４月１２日（日）大人のための お話し会とライアー演奏   入場無料 

   ＜午前の部＞ １１時〜１２時  ＜午後の部＞ １３時〜１４時 （どちらも同じ内容です） 

場所：さくら民家園（只今予約申請中）最寄り駅・つくば駅A2出口の北側中央公園内 

 

☆お話し会 ことば塾WORTEのお話し隊「Baum*ばうむ」は、言語造形・詩人の恵矢氏のもと、 

言語造形とお話、 人
アントロ

智学
ポゾフィ

を１０年以上学び、様々な場所でお話を披露している３人です。 

今回は茨城初登場！身体を使い、声を使い、空間を創り出して、お話を繰り広げます。 

大人が見て楽しいお話会をぜひご堪能ください。お話があなたに届きますように。 

演目 ☆絵本「かあさんの椅子」より（一人芝居）☆絵本「ランパンパン」より（動きのある朗読） 

        ☆昔話「天にのぼった男」（朗読） 

☆ライアー演奏  荒城の月、さくら、朧月夜 他 

お問合せ 芝山 leiermoon@gmail.com    

       ＊申し訳ありませんが大人のための催し物です。ご入場は中学生以上からとなります。ご了承ください。 

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

４月１３日（日）１１：００～星のハーモニー春まつり ゆかりの森管理棟 １家族1000円 

今年８月で１０周年を迎える星のハーモニー、恒例の春まつりです。イースターうさぎのお話の人形劇や、ライアー

ミニコンサート、ミニバザー等開きます。パステルはがきのアートワーク体験コーナーもあります。ご友人やご家族

お誘い合わせの上、多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

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

 

メンバー 自己紹介 その７９ 誕生日  ５月９日 さいたま市 M.T.さん  

大学で音楽療法を専門に学ぶうちに、ライアーを知りました。 

音楽療法の発祥の一つと言われているハープ（竪琴）にとても興味を持ち、 

「ライアーで音楽療法をしたい！」と思ったのがライアーを始めたきっかけです。 

まだ、始めて間もないですが、芝山先生ご指導のもと、 

先日届いたばかりのライアーで、頑張りたいと思います！ 

 

♪アンサンブルクラス５２回目 ３月６日（木）10:00～15:00  L.Moon Rose 

2月は雪の影響でお休みしてすみませんでした。３月、４月は、都合により木曜日になります。 

10時～15時、春の曲や、卒業シーズンの曲の数々を楽しくアンサンブルしたいと思います。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose 13:00～16:00 ３月１２日,２６日(水),２９日（土） 

２月 22日は、Nao、ご友人のSさん、Yasu、Keikoと、久しぶりにタオライアーを弾きました。 

早春の曲等、アンサンブル演奏も聴いて頂きました。26日(水)は、Nao、Sumi、Yoko、Kayoyoと５人で、飲み物メ

ニューも増やし、ゆっくりと楽しみました。それぞれご感想をご寄稿いただいたので、別紙をご覧ください。３月も

皆さんのご参加お待ちしています。 



 

    ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ３／４,１１,１８,２５（火）10:00～12:30（osa・渡辺） 

                                 アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ３／５(水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス  L.Moon Rose    ３／６（木）10:00～15:00                                                       

♪ リーダー会＆手代木クラス 松代交流センター 会議室 ３／２０(木) 10:00～14:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”３／２０（木）16:00～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ３／９（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose ３／１２,２６（水）２９（土）13:00～16:00(利根町)   

    ☆個人（月・土) 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ３／２８（金）10:00～12:00（osa・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏  ３／６,１３,２７（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング ３／１４,２８（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito ３／１５（土）  水戸市常磐市民センター 会議室13:30～15:30               

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）３／１７（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ             ３／１４（金）ライアー講座 13:00～15:00 （千代川公民館 視聴覚室） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園            未定       ライアー講座 13:00～キンダーハープ＆ライアー 

♪ こもれびの森ライアーの会           ５／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30(栃木県小山市) 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

４／１２ (土）お話し会とライアー演奏 、ことば塾WORTEのお話し隊「Baum*ばうむ」 

つくばライアーの響き 

         ２回公演 1部 11:00~12:00  2部13:00~14:00  入場無料  さくら民家園 予定 

 ５／１８（日）並木交流センターまつり 音楽室 つくばライアーの響き ミニコンサートと体験（詳細未定） 

５／２７（火）カトリック豊四季教会 ライアーコンサート 11:00～12:00 入場無料 

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 

１２／９（火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

３  （金）Hearth ぬらし絵水彩『色の瞑想』講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

３      講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

３／２（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

３／８（土）サークルわ オイリュトミーオープンクラス 小川陽子先生  

14:00～15:30～ 水戸市稲荷第２市民センターホール 
３／９（日）星のハーモニー ゆかりの森 管理棟 10:30～  
５／５（月・祝）Hearth １周年記念イベント ライアー演奏 他 

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

 
 

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年３月 １日（土） 芝山 恭子 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.139～  ♪ 

                          

 

～新年度のスタートです～ 

 桜の開花も、もう間近となりました。お子様方のご入学、ご進級の皆さん、おめでとうございます！それぞ

れに、新しい門出の時、そしてご家族の皆様方にとっても新生活の始まりですね。 

 新年度の始まりは、4月1日、2日の2日間、田原眞樹子さんの８回目のライアーワークショップで、1年の

エネルギーをたっぷりといただいて、新たな気持ちでスタートです。 

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

～５月の公演から～ 

５月５日（月・祝）HEARTH １周年 HEARTH OPEN  DAY  10時～15時 

昨年5月にオープンした土浦市宍塚にあるHEARTEの1周年OPEN DAYの中で、13時より、Yasu、根本裕美

さん、Keiko、momo、芝山の５名で、久しぶりに『光ふる音』を上演します。他にも盛りだくさんのイベントが企

画されておりますので、お誘い合わせの上、ご来場お待ちしています。 

詳しくはHEARTHホームページをご覧ください。http://hearth.namaste.jp/ 

５月１０日（土）ライアー響会主催 交流のつどい 自由学園明日館 第1部13:45～16:00 第 2部17:00～19:30 

関東地方を中心に全国から集まる、様々なソロ、デュオ、トリオ、グループ等の演奏を聴くことができます。 

つくばライアーの響きは第1部Nao、Marit、根本裕美さん、Keiko、momoと芝山の６名で参加します。 

 ５月１８日（日）並木交流センターまつり 音楽室 つくばライアーの響き ミニコンサートと体験 

並木交流センターまつりに初めて参加します。 

10:30～、12:30～、14:00～、15:30～の４回、前半30分、ライアーミニコンサート後半 30分は体験できます。 

ご興味のある方がいらしたら、どうぞお誘いください。 

５月２７日（火）カトリック豊四季教会 ライアーコンサート 11:00～12:00 つくばライアーの響き 

Nao専属の教会からご依頼のコンサートです。教会の皆さんの中には、つくばライアーの響きのコンサートに 

も良くご来場下さっている方々も多くいらっしゃいます。8～10名で、「野ばら」など、春～初夏にかけての美しい曲

の数々の他、バッハの「G線上のアリア」、バッハ＝グノーの「アヴェマリア」等、アンサンブルで演奏します。 

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

                  ～お知らせ～ 

☆５年のお休みを経て、今年度から復帰されるJunko、再びご一緒できとても嬉しい限りです。 

☆5月から１年間の海外生活のため、お休みされるのんのんからは、～つくばライアーの響きの皆様へ～のメッ

セージをいただきましたので、「オルフェの庭から30」をご覧ください。 

お留守の間寂しくなりますが、海外からのお便り楽しみにしています。どうぞお気をつけてお出かけ下さい。 

＊4月15日（火）、午前中、並木クラスの後、のんのんの壮行会＆昼食会を予定しています。 

会場はつくば市内のレストランです。参加ご希望の方は７日までにお知らせください。 

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

♪アンサンブルクラス ５３回目 ４月１０日（木）10:00～15:00  会場は竹園交流センター大会議室です。 

３月はサロン L.Moon Roseにて、Yasu、Nao、おさちゃん、のんのん、Noriyと芝山の６名で、久しぶりに、朝から

たっぷりと、カノン、水の音楽や卒業シーズンの曲の数々を楽しくアンサンブルしました。 

４月は復活祭の曲や、これまで弾いてきた沢山の春の曲の数々の他、新曲も奏でる予定です。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 ５日（土）,４月９日,１３日(水) 

３月は３回開くことができ各回３～６名の皆様にご参加いただき、その時々で、色んな曲を楽しんでいます。 

29日は、Yasu、Noriy、Fujiと芝山の４名でキュンストラーの曲集の中から踊りの曲やカノンなど、明るい響きの

曲を選んで弾きました。メンバーの皆さんは勿論、メンバー以外の方でも聴いて下さるゲストの方々も、お待ちし

ています☆ 

http://hearth.namaste.jp/


 

    ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ４／８,１５,２２,（火）10:00～12:30（おさちゃん・渡辺） 

                          ＊15日は12時まで  アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ５／７(水）13:00～17:00（Fuji）＊４月はお休みです 

♪ アンサンブルクラス 竹園交流センター大会議室   ４／１０（木）11:00～15:00                                                       

♪ リーダー会＆松代クラス 松代交流センター 音楽室 ４／１７(木) 10:00～14:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”４／１７（木）16:00～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ４／１３（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ４／５（土）,９,１６（水）13:00～16:00(利根町)   

☆個人（月・土) 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ４／２５（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   ４／３,１０,１７（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング  ４／８（火）,２５（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito ４／１９（土）  水戸市常磐市民センター 会議室10:00～12:00              

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）４／２１（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ              ４／２０（日）ライアー講座 13:00～15:00 （砂沼荘） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園            未定       ライアー講座 13:00～キンダーハープ＆ライアー 

♪ こもれびの森ライアーの会           ５／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30(栃木県小山市) 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

４／１２ (土）大人のためのお話し会とライアー演奏  

＜出演＞ことば塾WORTEのお話し隊「Baum*ばうむ」＆つくばライアーの響き    

          ２回公演 1部11:00~12:00  2部 13:00~14:00  入場無料  さくら民家園  

 ５／１８（日）並木交流センターまつり 音楽室 つくばライアーの響き ミニコンサートと体験（4回） 

５／２７（火）カトリック豊四季教会 ライアーコンサート 11:00～12:00 入場無料 つくばライアーの響き 

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 

１２／９（火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

４     HEARTH  講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

４     講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

４／６（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

４／１２（土）サークルわ オイリュトミーオープンクラス 小川陽子先生  

12:00～ 水戸市稲荷第２市民センターホール 
４／１３（日）星のハーモニー 春まつり ゆかりの森 管理棟 11:00～  
５／５（月・祝）HEARTH １周年 HEARTH OPEN  DAY  10時～15時 、13時～ライアー演奏  
５／１０（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 第1部13:45～第2部 17:00～ 入場無料 

お問合せ 芝山 E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年４月 １日（火） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.140～  ♪ 

                          

 

～七夕コンサート開催のお知らせ～ 

６月２９日（日）、アルスホールにて七夕コンサート2014を開催します。 

親子のための七夕コンサートでは、わらべうたと手遊びの他、今年２月お亡くなりになった、まどみちおさんの「く

まさん」の詩と音楽、ドロップスの歌、等を予定しています。 

午後からは、即興演奏の後、神山純一氏のあなたの１２星座より、乙女座、天秤座、蠍座です。今回で、１２星座

すべて演奏できたことになり完結します。その他、楽しいオカロランの曲、ショパンのノクターン、チャップリンの

スマイル等、フィギュアスケートで使われた名曲の数々をお送りします。どうぞお楽しみに～。 

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

～４月の公演から～ 

４月１２日 (土）大人のためのお話し会とライアー演奏  

＜出演＞ことば塾WORTEのお話し隊「Baum*ばうむ」＆つくばライアーの響き 

（演奏：Yasu、Nao、Keiko、momo、芝山）    

この日、さくら民家園では、入口の大きなしだれ桜が満開で、お庭のお花も色とりどりに咲き揃い、ポカポカとし

た暖かな日和となりました。会場は前日から Kさんがご準備くださり、美しくお花も活けられて和の空間に誘われま

した。午前の部ではライアーで春の曲を 5名で演奏した後、木下さんはじめ、3人の皆さんのそれぞれ特色のある面

白いお話しがあり、演奏メンバーも愉しく聞かせて頂きました。午後の部は順番を入れ替えての公演でした。どちら

も定員 22名いっぱいのお客様がご来場くださり、ゆっくりとお楽しみいただけたようです。合間には、お庭で、春風

に吹かれながら春の陽射しの元、のんびりできて、豊かな時間を過ごしました。お手伝いにはおさちゃん、Marit、の

んのんがかけつけてくださり、とても心強く安心でした。Nokota、Yoko、Dojiもおいで下さり、とても嬉しかったで

す。ご来場いただいた皆様、メンバーの皆様、ご協力ありがとうございました。 

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

 

メンバー 自己紹介 その８０ 誕生日  ３月２１日 我孫子市 N.U.さん  

楽譜もよめず、楽器も苦手。10年ほど前にライアーの存在を知って気になりました。 

    当時はどこで楽器が買えるかなどの情報にうまく出会えず断念。 

昨年末あたりにライアーへの気持ちが再燃。  

3月に楽器を購入し、楽器店にて教室の情報を教えて頂きました。 

    レッスンを2回終えただけですが楽しくて仕方ありません。楽器が楽しかったのは人生初の出来事。 

元来ハードなロックやメタルが好きですがライアーの美しく澄んだ音色に惹かれています。 

好きなロックバンドのバラードを演奏できるようになるのが夢です。 

 

＊前回ご紹介しましたTさん同様、自宅で個人レッスンを始められました。 

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

♪のんのん、どうぞ良い旅を～～！！ 

4月15日、良いお天気に恵まれ、つくば市金田にある古民家、伊太利庵レストラン藤右エ門 にてのんのんの壮行

会を開きました。１５名のメンバーのご参加で、とても楽しい会でした。のんのん、どうぞ、欧州での楽しい旅を～！！ 

１年後のご帰国、沢山のお土産話を皆さんと共に、心待ちにしています。お気をつけて～いってらっしゃい～。 

 

♪アンサンブルクラス ５４回目 ５月２１日（水）10:00～15:00  会場はL.Moon Roseです。 

４月は、竹園交流センターにて、Yasu、おさちゃん、Marit、のんのん、Norinori、Fuji、渡辺さん、芝山の８名で、

カノン、水の音楽の他、春の曲のメドレ―やクラシックの曲を楽しみました。午後からは４名で、復活祭の曲を弾き

ました。最後に朧月夜と春のてがみで終えました。５月は、心はずむ曲の数々を考えています。 



♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 ５月１４日,２８日(水) ２４日（土） 

4月は春の曲のアンサンブルを楽しみました。5月も、お茶とともに、ご一緒に楽しいひと時を～。 

ゆっくりのんびりペースで楽しんでいます。どうぞ遊びにいらしてください。 

 

    ～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ５／１３,２０（火）10:00～12:30（おさちゃん・渡辺） 

                           アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ５／７(水）13:00～17:00 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     ５／２１（水）10:00～15:00                                                       

♪ リーダー会＆松代クラス 松代交流センター 音楽室 ５／１５(木) 10:00～14:00  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”５／１５（木）16:30～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ５／２５（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ５／１４,２８（水）,２４（土）13:00～16:00(利根町)   

☆個人（月・金・土) 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ５／２３（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   ５／８,１５,２２（木）リーダー（根本裕美）アトリエkyklos 10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング  ５／９,２３（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito ５／１７（土）  水戸市常磐市民センター 会議室13:00～15:00              

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）５／１９（月）ライアー講座 10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ              ５／１６（金）ライアー講座 13:00～15:00 （千代川公民館） 

♪ 春岡シュタイナー子ども園            未定       ライアー講座 13:00～キンダーハープ＆ライアー 

♪ こもれびの森ライアーの会           ５／２９（木）ライアー講座 10:30～12:30(栃木県小山市) 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

 ５／１８（日）並木交流センターまつり 音楽室 つくばライアーの響き ミニコンサートと体験（4回） 

５／２７（火）カトリック豊四季教会 ライアーコンサート 11:00～12:00 入場無料 つくばライアーの響き 

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部13:30～ つくば市アルスホール 

１０／１８ (土）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば恵光寺予定 

１２／９（火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

５     HEARTH  講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

５     講師 Nokota  Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

５／１１（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

５／２４ （土）サークルわ オイリュトミーオープンクラス 小川陽子先生  

12:00～ 水戸市稲荷第２市民センターホール 
５／２５（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  
５／５（月・祝）HEARTH １周年 HEARTH OPEN  DAY  10時～15時 、13時～ライアー演奏  
５／１０（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 第1部13:45～第2部 17:00～ 入場無料 

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年５月 １日（木） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.141～  ♪ 

                          

 

～七夕コンサート2014 、皆様のご来場をお待ちしています～ 

七夕コンサート 2014（於:アルスホール）も、今月、６月２９日（日）に近づき、練習にも熱が入って参りました。

10 日にはリハーサルを行い、できる限り、心地良いアンサンブルの響きをお届けできるよう、演奏者全員で集中して、

練習する予定です。多くの皆様のご来場を心よりお待ちしています。 

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

～５月の公演から～ 
♪５月５日（月・祝）HEARTH １周年 HEARTH OPEN  DAY ～ライアー演奏  

（演奏：Yasu、根本裕美、Keiko、momo、芝山）   

オープニングを待つ間、HEARTHの庭の石に腰掛け、青い実をつけた梅や周りを取り囲む木々を眺めたり、鳥たちのさ

えずりに耳を傾けるとそれだけでもう幸せなひととき。オープニングは、男の子二人によるヴァイオリンと独唱に始ま

り、次は４人の素敵なスタッフによる歌とギターとマンドリンの「One Voice」、包みこまれるようなあたたかさ！ そ

の後は、各々ワークショップに参加したり、お茶やお菓子に心和むひとときを過ごしたりと、空間まるごとハートを開

いて人と人と自然がつながりあう豊かな時間を過ごしました。そのような場所でライアー演奏に参加できたことのよろ

こび！今思い起してみると、それは“星の秘密のこぼれる音、花の想いのひらく音、風の心のゆれる音”が、漂ってい

たのかもしれませんね、うふふ…                                   （Yasu）  
♪５月１０日（土）ライアー響会 交流のつどい 自由学園明日館 第1部13:45～第2部17:00～  

（演奏：Nao、Marit、根本裕美、Keiko、momo、芝山）   

10回目の交流のつどいは、37組のソロ～グループの様々な演奏を聴くことができました。つくばライアーの響きも 

毎回参加しています。今回は６名と少なかったのですが、ご好評頂きました。詳しくは別紙をご覧ください。 

♪５月１８日（日）並木交流センターまつり 音楽室 つくばライアーの響き ミニコンサートと体験（4回） 

（演奏：はづき、Teiko、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、Keiko、momo、Fuji、渡辺、芝山）   

並木のセンターまつりに参加させて頂き、有難うございました。 

お天気にも恵まれた中、まる一日がかりの４回公演、つくばの練習にあまり参加できない私には、とても貴重な時間

になりました｡久しぶりに、10名ものつくばの皆さんと一緒に演奏できて、本当に楽しかったです。お客様も程よく入

って、体験会もゆったりできて良かったと思います。専門的なご質問をされる方もいらして、ご興味の幅が広がってい

るようでした。これから、七夕コンサートの練習にもできるだけ参加できるようにしたいと思いますので、引き続きよ

ろしくお願いします｡                                        （Keiko） 

 初参加で、わからないことが多かったのですが、初めてライアーの音色に触れる方も多く、体験もして頂くことがで

き、数々の出会いもあって楽しい１日でした。来年はステージでの演奏に参加の予定です。 

 

♪５月２７日（火）カトリック豊四季教会 ライアーコンサート 11:00～12:00 つくばライアーの響き 

（演奏：はづき、Yasu、Nao、おさちゃん、Marit、momo、Fuji、渡辺、芝山）    

 爽やかな５月、緑に囲まれた素敵な教会でのコンサートは、静寂の雰囲気の中で、野ばらや五月の歌、スコットラン

ドの釣鐘草、G線上のアリア、アヴェマリア、歌の翼、など、momoの司会で、たっぷり１時間のプログラムを９名で

演奏し、喜んでいただくことができました。詳しくは別紙をご覧ください。 

 

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

♪アンサンブルクラス ５５回目 ６月１８日（水）10:30～15:00  会場はL.Moon Roseです。 

５月は、Nao、おさちゃん、Nori、Fuji、芝山の５名で、カッコウワルツや、モルゲンローテ等、心踊る楽しい曲を奏

でました。午後は４名になりましたが、色々なジャンルの曲を十分に楽しむことができました。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 ６月１１日,２５日(水) ７日（土） 

５月 28日は皆さんと、Yokoの喜寿のお祝い会をしました。詳しくは別紙をご覧ください。土曜日のサロンは Yasu、

Keiko、Noriと４人で七夕コンサート２部の曲をみっちり練習の充実した時間となりました。 



～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ６／３,１７,２４（火）10:00～12:30（おさちゃん・渡辺） 

                          アンサンブル練習 13:00～14:00  

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ６／４  (水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     ６／２１（水）10:30～15:00                                                       

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    ６／１９ (木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”６／１９（木）16:30～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ６／２２（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ６／１１,２５（水）,７（土）13:00～16:00(利根町)   

☆個人（月・金・土) 

☆七夕コンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  ６／１０（火）9:00～15:00   

☆13thコンサート夏の集中練習 Hearth          ８／１９（火）,２０（水）9:00～15:00 

☆13thコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  ９／３０（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ６／２７（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  ６／５,１２,１９（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  ６／１３,２７（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito  水戸市常磐市民センター ６／２１（土）13:00～15:00              

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   ６／１６（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）    ６／１ （日）13:00～16:00  

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会    ～キンダーハープ＆ライアー      未定     

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     １０／３０（木）10:30～12:30 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

６／２９（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート2014  １部 11:15～,２部14:00～ つくば市アルスホール 

１０／２６(日）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば惠光寺 ※日程変更になりました。 

１２／９（火）予定 つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  ノバホールホワイエ予定 

＜関係者限定＞ 

６／２０（金）つくば市沼崎小学校、放課後子ども教室 ライアー演奏 15:00～15:45 

７／２ （水）つくば市栄小学校、 放課後子ども教室 ライアー演奏 15:00～15:45 

８／２２（金）めぶきの会 人形劇『ハンスのりんごの種』＆制作 

１０／２１(火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(インテリア九重)10:30～ 予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

６     HEARTH  講師 momo http://hearth.namaste.jp/ 

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

６     講師 Nokota  Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

６／１（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

６／１４（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
６／２２（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年６月 １日（日） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.142～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き、14周年～ 

 2000年7月6日に発足したつくばライアーの響きは、今月14周年を迎えます。 
7 月 1 日、七夕コンサートの打ち上げも兼ねて、東京・表参道のワタリウム美術館で開催中のシュタイナー天使の国

展へメンバー10名の皆さんとお出かけしました。クレヨンハウスでのランチ＆雑貨屋さん巡りの後、日暮里まで、秋の

コンサートの為の布を買いに行き楽しい1日を過ごしました。 

～七夕コンサート2014 、無事終了しました。～ 

♪６月２９日（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート 2014   つくば市アルスホール 

11回目の七夕コンサート2014、今回も多くのお客様にご来場いただき、楽しんで頂くことができました。 

詳しくは別紙をご覧ください。 

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

～６月の公演から～ 

♪６月２０日（金）つくば市沼崎小学校、放課後子ども教室 ライアー演奏 15:00～15:45 

（演奏：Yasu、おさちゃん、Marit、momo、Fuji、芝山） 

「１年生80名をお客さんに迎え沼崎小学校放課後子ども教室にライアー演奏に伺いました。 

当日は参観日にあたりどうやら１年生の保護者懇談会の時間を使って、子どもたちは子ども教室に参加しているようで

した始まりのほたる、うみは聞きなれた曲だと思ったのですが反応があまりない様子。反対に雨ふりスキップかたつむ

りではでんでんむしむしの大合唱に♪さすがは１年生、反応が本当にストレートでした。雨ふりくまのこでは語りが始ま

るとあっという間に静かになってさすがはYasuです。 

 今回のプログラムには子どもたちといっしょに楽しめる歌を２曲加えましたがいかがだったでしょうか？ 

 なんだか暑さと会場の広さといろいろと障害があるなかでの演奏会でしたがなんとかクリアの45分間でした。 

 反省点としてはプログラムの選曲を５月にしていたことでしょうか。ちょっと早すぎましたね 

 今回演奏に参加して下さった皆さま次回もよろしくお願いいたします(^ー^)」              （Fuji） 

「沼崎小一年生の子供たちが、暑い体育館での放課後教室でどのようにライアーを聞いてくれているかなと心配していまし

たが、『雨降りスキップかたつむり』では『でんでんむしむし…』と一緒に歌ってくれたり、休憩時間になると子供たちが思

いがけず、ライアーのところに近づいて興味深く見てくれたり、今にも触りたい衝動にかられている様子がそこにありました。   

そして、本当は放課後で解放されたい、じっとしていられない時間の中でも、子どもたちが耳を傾ける一瞬の静寂が必ず訪

れること。それは本物を聴くセンサーが後ろ向いていても作動しているし、楽しい『一年中の歌』では、ちゃんと自分のお誕

生日の月に嬉しそうに立ちあがる姿がありました。子供たちだけでなく担当の大人の方々もライアーに興味を持っていただい

たようで、終了後ライアーを弾く体験もされて、楽しく感じて いただけて嬉しく思いました。」               （Marit） 

＜初めてライアー体験会＞ 

昨年から、渡辺さんとおさちゃん担当で、始まりました松代交流センター音楽室での初心者クラス、初めてライアー

で、7月18日（金）10時～12時まで、体験会が開催されます。また、お仲間が増えるといいですね。 

＜並木クラスについて＞ 

毎週火曜日、並木交流センターで開いている並木クラスは、長年、リーダーのおさちゃんと渡辺さんのお二人に担っ

て頂いておりましたが、他のクラスに参加できない方が増え、ライアー響会教師のコース第2期生として学んでいる方々

も多く、また、お二人のご負担を軽減する意味でも、リラックス～動きと歌～グリッサンド～テクニックの内容を、４

つに分けて5月から毎回リーダー＆サブリーダーの皆さんで分担しています。それぞれの個性が生きるバラエティー豊

かなクラスになってきています。先日は常陽新聞のサークル紹介「サークル楽しみ隊」から取材を受け、6 月 8 日に、

カラーで「教えることが学びになる」のタイトルで記事が掲載されました。 

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

♪アンサンブルクラス ５６回目 ７月１６日（水）10:30～15:00  会場はL.Moon Roseです。 

６月は、都合により午後から、Yasu、Nao、Keiko、芝山の４名で、主に七夕コンサート2部の練習をしました。４人で

も星座の曲がよく響き充実した練習ができました。7月は夏の曲を楽しみたいと思います。 



♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 ７月９日,２４日(水) １２日（土） 

 「先日は本当に素敵なひと時をありがとうございました。とても心が軽くなり、ふわふわした気分で、お礼もせずに

居りました。・・・バラの花が部屋を明るくしてくれました。皆さまにもよろしくお伝えください。Yoko」 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ７／８,１５,２２,２９（火）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ７／３０ (水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     ７／１６（水）10:30～15:00                                                       

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    ７／１７ (木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”７／１７（木）16:30～17:30                                 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ７／１３（日）14:00～16:00  

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ７／９,２４（水）,１２（土）13:00～16:00(利根町)   

☆個人（月・金・土) 

☆13thコンサート夏の集中練習 Hearth          ８／１９（火）,２０（水）9:00～15:00 

☆13thコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  ９／３０（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー体験会 松代交流センター音楽室  ７／１８（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  ７／３,１０,１７（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  ７／１１,２５（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito  水戸市常磐市民センター ７／１９（土）13:00～15:00              

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   ７／１４（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）    ７／３（木）13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会    ～キンダーハープ＆ライアー      未定     

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     １０／３０（木）10:30～12:30 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１０／２６(日）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば惠光寺  

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール 詳細は未定 

＜関係者限定＞ 

７／２ （水）つくば市栄小学校、 放課後子ども教室 ライアー演奏 15:00～ 

７／１４（月）つくば市茎崎第３小学校  放課後子ども教室 ライアー演奏 14:00～ 

８／２２（金）めぶきの会 人形劇『ハンスのりんごの種』＆制作 

１０／２１(火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(インテリア九重)10:30～ 予定 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

７     HEARTH  講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

７    講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

７／６（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

７／１２（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
７／１３（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年７月 １日（火） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.143～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き、秋の定期コンサート、開催します♪～ 

♪１０月２６日（日）つくばライアーの響き 13thコンサート  つくば惠光寺  

今回は～ライアーでよみがえる古楽の響き～と題して、中世～ルッネサンス時代の雰囲気の曲を演奏します。 

8月19日（火）、20日（水）と Hearthの会場をお借りして、夏の集中練習の予定です。 

より良い響きの演奏をお届けできるよう、息を合わせて練習を重ねていきたいと思います。 

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

～７月の公演から～ 

♪７月２日（水）つくば市栄小学校、 放課後子ども教室 ライアー演奏 15:00～ 

（演奏：Yasu、おさちゃん、Marit、momo、Fuji、芝山）  

＜栄小学校の放課後教室を訪れて＞ 

今回は、同じ放課後教室といっても対象が前回の一年生と違って全学年！始まる前にメンバーそれぞれが会場の雰囲 

気を肌で感じ取るように様子を伺いながら、 プログラム内容をどうするか、最後の最後まで検討したリーダーの皆さん 

に頭が下がりました。気温上昇と共に、聞いてくれないかもしれない不安もまただんだん大きくなりましたが、始まっ 

てみると、興味津津の目がこちらを向いていました！鳴りもの楽器の効果も抜群で、海の波の音、さまざまな音に皆の 

目が輝いて いました。『一本指の拍手』や『おお、牧場は緑』も低学年だけでなく、高学年の子供たちもちょっと斜向 

かいに座っていたのが、身体が反応したのか、二人で叩き合ったり、楽しそうに参加している姿がそこにありました。 

音楽の力はやはり偉大でした♪さて、次の茎崎第三小は今度は高学年対象、どんな展開になるのやら、半分ドキドキ、 

楽しみでもあります。                                      （Marit） 

♪７月１４日（月）つくば市茎崎第３小学校  放課後子ども教室 ライアー演奏 14:00～ 

（演奏：Nao、おさちゃん、Marit、momo、Fuji、渡辺）  

茎崎第三小学校には 以前 秋に演奏したことがあり、またライアー演奏に呼んで頂けるのは とても嬉しいことで

す。 今回は 放課後こども教室ということで、３年生～６年生の生徒たちでした。 

とても暑い日だったのですが、小学校には まだエアコンがなく、窓を全開にして自然の風～のみ。 温度・湿度と

も高く、汗がながれてきます。子供たちがお掃除を終えたばかりの教室に準備開始。 小物楽器を並べ始めると、早々

と入ってきた子たちが珍しそうに集まり、そ～っと手がのびてきます。 『あ、まだ待ってね。』と言いながら準備し

ていると、 子供たちは廊下で待機！とばかりに出されてしまいました^^; 

さて 子供教室の始まりは、『ガマの油売りの口上』子供たち向きに判り易く語ってくださるのを、私たちも一緒に

楽しみました。向かいの部屋では 低学年の万華鏡作りだったので、時々にぎやかな声がしています。 

代わって、こちらは ミニシンバルの音が響いたとたん集中する子供たち！！ momoの司会で、質問には活発に返事

は帰ってくるし、どんどん進行～。 「雨降りスキップかたつむり」は、私たちの歌う あめあめふれふれ～♪♪♪に

子供たちの でんでんむしむし～♪♪♪ 楽しんでいましたよ。 

Fujiのリードで、「おお牧場はみどり」にあわせて 体ほぐし～。高学年に「いっぽんゆびの拍手」？と思いました

が、あら 楽しそう～♪ 再び ライアーにリコーダーも加えて、演奏開始。 

久しぶりの「テルーの唄」は打合せ不足で、途中迷路に・・・歌が始まればＯＫ。 早く終わった１・２年生が騒ぎ

出したので、テルーの途中でこちらに誘導されて来ました。みんな とても静かに入ってきて一緒に聴いてくれました。 

初めはライアーが演奏途中にどんな音になってしまうかしら・・・と心配しましたが、案外 音が狂うこともなく演

奏を終えることができて良かったです。この暑さなのにエアコンなしで、子供たち元気ですね。 

楽器に触ってみたかった子供たち 片付けでいると わらわらと集まり、やっぱり手が伸びてくる・・・ 嬉しいけ

ど、、、「あ、そっと置いて！」と思わず声が出てしまった。お願い、もう少し大切に扱ってね(*_*;  

時間があれば、楽器の扱い方（弾き方）なども教えたいところですね。 

みなさま 楽しいひと時をありがとうございました。 そして お疲れ様でした。 (Nao) 

＜初めてライアー体験会＞ 

7月18日（金）体験会では7名の方々が参加され、そのうち5名の皆さんが継続されます。8月は29日（金）です。 



♪アンサンブルクラス ５６回目 １０月１５日（水）10:30～15:00  会場はL.Moon Roseです。 

７月は、皆さんのご都合が悪くお休みになりました。8月、9月も都合によりお休みです。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 8月6日,２7日(水) 30日（土） 

 7月8日、22日の並木クラス＆9日のL.Moon Roseで、皆さんが『よろこびのうた』のプレゼント頂きました♪ 

何度も祝って頂き、感激です☆9日、23日は新しい方、Aiさんも参加されて、夏の曲のアンサンブルを楽しみました。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ８／５,２６（火）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ９／３ (水）13:00～17:00（Fuji）＊8月はお休みです。 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose    １０ ／１５（水）10:30～15:00  ＊8月9月はお休みです。 

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    ９／１８ (木) 10:30～14:30 ＊8月はお休みです。 

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”９／１８（木）16:30～17:30  ＊8月はお休みです。                               

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ９／２８（日）14:00～16:00 ＊8月はお休みです。 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ８／６,２６（水）,３０（土）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（土) 

☆13thコンサート夏の集中練習 Hearth          ８／１９（火）,２０（水）9:00～15:00 

☆13thコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  ９／３０（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター音楽室  ８／２９（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  ８／７,２１,２８（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  ８／８,２９（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito  水戸市常磐市民センター ８／２３（土）10:00～15:00 常磐市民センター             

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   ９／２９（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）    ８／３１（日）13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会    ～キンダーハープ＆ライアー    ９／２３（火・祝）時間未定 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     １０／３０（木）10:30～12:30 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１０／４（土）田んぼCafe龍のらんぷ ライアーコンサート ランチタイム 11:00～予定 

１０／２６（日）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば惠光寺  

１１／８（土）いわき作品展 ライアーコンサート （いわき市ギャラリー木もれび） 

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール 詳細は未定 

2015年１／２４（土）つくば子ども劇場 ライアーコンサート＆体験会 中央公園レストハウス 

＜関係者限定＞ 

８／２２（金）めぶきの会 星のハーモニー 人形劇＆手仕事 

１０／２１（火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(インテリア九重)10:30～ 予定 

2015年３／１(日）京華高校ＰＴＡ卒業祝賀会 ライアーコンサート 八芳園18:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

9     HEARTH  講師 momo  http://hearth.namaste.jp/ 

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

9  講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレットhttp://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

８／３１（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

９／１３（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
９／２８（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山 E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年８月 １日（金） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.144～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き、13th コンサート♪～ 

♪１０月２６日（日）つくばライアーの響き 13thコンサート  つくば惠光寺 14:00～ 

テーマは、～ライアーでよみがえる古楽の響き～です。 

8月19日（火）には、Hearth、20日（水）にはゆかりの森管理棟にて、15名の皆さんと夏の集中練習をしました。 

舞曲の重厚な響きなどをどうぞお楽しみに～。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

～８月の公演から～ 

♪８月２２日（金）めぶきの会 星のハーモニー 人形劇「ねずみの嫁入り」＆手仕事  

結城市民情報センター 10:00～12:00 

8月22日金曜日に、結城の”めぶきの会”の皆さんのところへ『出張版：星のハーモニー』で伺ってきました。 

メンバーは、Yasu、芝山さん、根本裕美さん、Keiko、momoの５人です。 

めぶきの会は、茨城県北の自然育児の会の皆さんが中心になって発足したシュタイナー教育を学ぶ会で、Yokoさんが

主催されています。いつもはお母さんたちの学びの会なのですが、夏休みということで、約１５組の親子が集まりまし

た。始まりはおなじみの「星たちのハーモニー」と、「海」をライアーと歌で、そして根本裕美さんによる人形劇「ね

ずみの嫁入りを」を Yasuの語りでご覧頂きました。お楽しみの手仕事は、大人組は、裕美さんによる人形劇講座、２体

の羊毛の人形を作りました。子どもたちは、みつろうシートと蜜ろう粘土で、キャンドル作り。楽しい形がたくさん生

まれました。 

最後は楽しいライゲン。結城にはなんと袋いっぱいの桃を抱えたビットさんが来てくれました。 

夏休みの最後、たくさんの笑顔に会えました。皆さん頑張って、人形仕上げてくださいね！momo 

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

♪８月２３(土) ティンクルライアーMito 活動報告 水戸市常磐市民センター 

8月のティンクルライアーMitoは１日だけの活動でしたが、久しぶりにつくばから芝山さんをお迎えして、午前午後

を通し、豪華に濃厚な１日を過ごすことが出来ました。午前中は広い会場で、シルクを使って体を十分に気持ち良く動

かしました｡お昼をはさんで、午後は定番の曲を中心に｢ウビ カリタス｣も弾いてみました｡つくばから、Ｏ津さん、Ｙと

さんのご参加を頂き、いつもより重厚なアンサンブルを楽しむことができたスペシャルな１日でした｡水戸のメンバーの

Ｙ津さんは、Ｙとさんのトネリコのライアーの音色に魅了され,もともとコロイの小型ソプラノライアーをお持ちでした

が、是非ともトネリコライアーを手に入れたいということで、早々とペロルさんに注文をしたそうです｡ 

つくばの皆さんに来て頂けると,とても刺激になります｡芝山さんＯ津さん、Ｙとさん、有難うございました。 

つくばの皆さん、また機会がありましたら、水戸にも是非いらしてくださいね～。 

 

私事ですが、この度の入院にあたり、つくばの皆様に心暖かいご配慮を頂き、誠に有難うございました。 

この場をお借りしてお礼を申し上げます。ご心配をおかけしました｡有難うございました。m(__)m   Keiko 

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

～１０月５日（日）新クラス☆スタートのお知らせ～ 

☆星のハーモニー子ども音楽クラス♪竹園交流センター大会議室 

キンダ―ハープ＆音体験 月クラス（小学生） 9:20～9:50 

    キンダ―ハープ＆音体験 星クラス（3歳～幼児）10:15～10:35 

☆竹園Ｗクラス（仮称）♪ 竹園交流センター音楽室  10月5日（日）11月9日（日）15:00～17:00 

平日お勤めの方の為のクラスを開設します。初心者の方も参加できます。 

リラックスして、ゆっくりと音の響きやアンサンブルも楽しむ予定です。 

10月より、基本的には第１日曜日で、時々都合により変動しますが、つくばオイリュトミーの会の日に、 

開催します。 

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



♪アンサンブルクラス ５６回目 １０月１５日（水）10:30～15:00  L.Moon Rose  

9月17日(水)は、バイルハルツさんのディーライアー読書会（於：東京 1：30～）の為、お休みです。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 9月10日,24日(水) 27日（土） 

  27日(土)は、主に10月4日コンサートの練習で、10:00～15:00になります。お客様、歓迎です。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     ９／２,９,１６（火）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    ９／３ (水）13:00～17:00（Fuji）＊竹園交流センターＰ使用不可 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose   １０ ／１５（水）10:30～15:00  ＊9月はお休みです。 

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    ９／１８ (木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”９／１８（木）16:30～17:30                                

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    ９／２８（日）14:00～16:00  

♪ 竹園Ｗクラス 竹園交流センター 音楽室   １０／５（日）15:00～17:00 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   ９／１０,２４（水）,２７（土）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（土) 

☆13thコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  ９／３０（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター    ９／２６（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  ９／４,１１,１８（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  ９／１６（火）,２６（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito   ９／２０（土）154回文化サロン ～心に響くライアーの音色～ 

講師 根本裕美さん 演奏 ひたちライアーの奏 

（日立市民会館 111号室） 13:30～ 聴講 ＊定員100名 満席 

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   ９／２９（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）  １０／２９（水）13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会    ～キンダーハープ＆ライアー    ９／２３（火・祝）時間未定 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     １０／３０（木）10:30～12:30 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１０／４（土）田んぼCafe龍のらんぷ ライアーコンサート ランチタイム 11:00～（定員有 要予約） 

１０／２６（日）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば惠光寺 入場無料 

１１／８（土）いわき作品展 ライアーコンサート （いわき市ギャラリー木もれび） 

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール 詳細は未定 

＜関係者限定＞ 

１０／２１（火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(インテリア九重)10:30～ 予定 

2015年 １／２４（土）つくば子ども劇場 ライアーコンサート＆体験会 中央公園レストハウス 

2015年 ３／１(日）京華高校ＰＴＡ卒業祝賀会 ライアーコンサート 八芳園18:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

９  講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレットhttp://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/ 

１０／５（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

９／１３（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
９／２８（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  

お問合せ 芝山 E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年９月 １日（月） 芝山 恭子 

 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.145～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き、13th コンサート♪～ 

♪１０月２６日（日）つくばライアーの響き 13thコンサート  つくば惠光寺 14:00～ 

～ライアーでよみがえる古楽の響き～と題して14名のメンバーの皆さんと共にお贈りします。 

９月30日（火）には、ゆかりの森管理棟にてリハーサルをしました。 

皆様により良い響きをお届けできますようコンサートに向けて更に練習を重ねて参りたいと思います。 

多くの皆様のご来場を、心よりお待ちしております。 

 

～9月の公演から～ 

9月 20日（土）154回文化サロン ～心に響くライアーの音色～（日立市民会館111号室） 

講師 根本裕美さん 演奏 ひたちライアーの奏 

日立市文化事業団より、演奏とライアーについてのお話をしてほしいとの依頼があり、「ひたちライアーの奏」メン

バー7名と、芝山さんの8名で演奏しました。また、「いつも何度でも」では、Keikoに歌声で参加していただき、皆さ

んに助けて頂きながら終えられたことに感謝です。 

  会場には 120名のお客さんがおいでくださり、ほとんどの方が初めて聴くライアーの音色をとても静かに聴いてくだ

さいました。また、ゆりかごやもみじ、ふるさとなど、心あたたまる歌声を響かせて一緒に歌ってくだり、良い会とな

りました。ティンクルライアーMitoのメンバーもたくさん聞きに来てくださいま した。 

また、ライアーの歴史や楽器の説明をすることとなり、Die Leierを読み返したり、「ライアー東京 2014」で聴い

たバイルハルツ氏のお話も大変参考になり、より皆さんにわかり易くお伝えできたかなぁ～と思っています。根本裕美 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～10月のライアーコンサートのお知らせ～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

１０月４日（土）田んぼCafe龍のらんぷ ～音楽と食のコラボレーション～ 

ライアー演奏とランチバイキングの集い 11:00～13:30（定員 25名 要予約） 

（Yasu, Nao, おさちゃん,Keiko, Kayo, 芝山） 

Kayo のご主人様がご縁を繋いでくださり、思いがけず、田んぼ Café『龍のらんぷ』でのライアーコンサートが実現

しました。ありがとうございました。主催者の方から「いつも何度でも」を是非とのリクエストを頂き、カンテレとハ

ーモニーの音を加えた ERUTAN編曲版を、Naoアレンジによるフルヴァージョンでお贈りします。その他、カロランの曲

や秋の曲、「花は咲く」など約50分のプログラムを L.Moon Roseメンバー６名で演奏します。まだお席があるようです。

マクロビのランチと共に秋の一日、いかがでしょうか？よろしければどうぞお出かけください。 

 

 １０月２５日（土）アトリエくらむぼんの仲間たち ライアーコンサート 14:30～定員20名 要予約 

  昨年は台風の為、中止となってしまいました 10周年のコンサート、宮澤賢治のくらむぼんのお話と音楽を交えて、新

メンバー3名も加わり、10名で演奏します。お近くのお知り合いの方がいらしたらどうぞお声掛けください。 

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

～～１０月から 時間帯と会場が一部変更になり、新クラス体制になります～～ 

♪並木クラス・・・並木交流センター音楽室  第１・３火曜日 10:00～14:00 

♪松代クラス・・・松代交流センター音楽室  第２・４火曜日 12:00～15:30 

（＊１０月１４日は並木交流センターです） 

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

～新クラス☆スタート 日程＆会場変更のお知らせ ～ 

☆星のハーモニー子ども音楽クラス♪ゆかりの森管理棟 10月19日（日）11月23日（日）13:00～13：30 

 ☆Ｗクラス（仮称）♪ 松代交流センター音楽室  10月5日（日）11月9日（日）14:00～16:00 

平日お勤めの方の為のクラスを開設します。初心者の方も参加できます。 

リラックスしながら、ゆっくりと音の響きやアンサンブルも楽しむ予定です。 



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

♪アンサンブルクラス ５６回目 １０月２９日（水）10:00～15:00  L.Moon Rose  

  ずっとお休みが続いてしまいましたので、久しぶりに秋の曲など楽しみたいと思います。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 10月 8日,22日(水)  

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     １０／７,１４,２１（火）10:00～14:00 21日は13:00~ 

♪ 松代クラス 松代交流センター音楽室   １０／２８, １１／１１,２５（火）13:00～15:30 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    １０／１ (水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     １０ ／２９（水）10:00～15:00  

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    １０／１６ (木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１０／１６（木）16:30～17:30                                

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    １０／１９（日）14:00～16:00  

♪ Ｗクラス 松代交流センター 音楽室   １０／５（日）14:00～16:00 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   １０／８,２２（水）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（土) 

☆クリスマスコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  １２／２（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター    １０／２４（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  １０／９,１６,２３（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  １０／１０,２４（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito         １０／１２（日）13:30～ 常盤市民センター 

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   １０／２０（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）  １１／３０（日）予定 13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会     ～キンダーハープ＆ライアー   日時未定 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     １０／３０（木）10:30～12:30 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１０／４（土）田んぼCafe龍のらんぷ ライアーコンサート ランチタイム 11:00～（定員有 要予約） 

１０／２６（日）つくばライアーの響き 13thコンサート 14:00～ つくば惠光寺 入場無料 

１１／８（土）いわき作品展 ライアーコンサート （いわき市ギャラリー木もれび） 

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール 詳細は未定 

＜関係者限定＞ 

１０／２１（火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(並木交流センター音楽室)10:00～  

2015年 １／２４（土）つくば子ども劇場 ライアーコンサート＆体験会 カピオ リハーサル室１  

2015年 ３／１(日）京華高校ＰＴＡ卒業祝賀会 ライアーコンサート 八芳園19:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

１０ 講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

１０／５（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

１０／２５（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
１０／１９（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～  
１０／２５（土）アトリエくらむぼん ライアーコンサート 14：30～ くらむぼんの仲間たち 

お問合せ 芝山 E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年１０月 １日（水） 芝山 恭子 
 

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


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.146～  ♪ 

                          

 

～つくばライアーの響き、13th コンサート♪無事終了しました～ 

♪１０月２６日（日）つくばライアーの響き 13thコンサート  つくば惠光寺 14:00～ 

～ライアーでよみがえる古楽の響き～13名のメンバーの皆さんと楽しくアンサンブルできました。 

74名ものお客様がご来場くださり、ご好評いただきました。詳しくは別紙をご覧ください。 

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

♪11月の公演 いわき＊思い出をつなぐ作品展  １１月６日（木）～１０日(月) ギャラリー木もれび 

  手仕事をする仲間が集まって、織り・染め・陶芸・雑貨等の作品の展示と販売をします。 

森の中の素敵なギャラリーには、ライアーの音色がとても良く似合います。 

７日には、いわきライアーリングのメンバーが、結成 10周年を記念したミニコンサート。８日はつくばライアーの

響きより、芝山さん、momo、Nao、 Yasu、keikoがおいでくださって、「葉っぱのフレディ」の音楽と朗読をします。

皆さんに、ライアーの響きが届くように演奏できるように頑張ります～(根本裕美) 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～～10月の公演から～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

１０月４日（土）田んぼCafe龍のらんぷ （Kayoyo、おさちゃん、Nao、 Yasu、keiko、芝山）別紙をご覧ください。 

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

１０月２１日（火）並木中学校家庭教育学級 ライアーコンサート(並木交流センター音楽室)10:00～10:40  

（はづき おさちゃん、Nao、 Yasu、Marit   渡辺 芝山）  

並木のお母さんたちが流された涙は生きにくい現代に中学生を育てられている緊張感が緩められた瞬間と思いまし

た。さすがYasu、と感心しましたし、その空間を作り上げられた皆さんの音色も素敵でした。（Marit） 

Yasuのその場の発案で、お客様に目を閉じてもらい、一台のライアーで１音を響かせて、音が聞こえなくなったら目

を開けてもらう、、という体験をして頂きました。『ライアーの音色はとても繊細で、自分から心を透明にして聴こうと

しないと聞こえない音です。私たちは、日頃、心静かに耳を傾けて心の声を聴くこと、お子さんの全てを聞くことをし

ているでしょうか、、心を開いて静けさを自分の中に取り入れることで、相手の話を聞くことにつながるのでは、、』とい

う感じのお話をしてくださって、お客様にもメンバーにも、ぐっと心に響いたYasuの名司会でした。 

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

 １０月２５日（土）アトリエくらむぼんの仲間たち ライアーコンサート 14:30～定員20名  

10周年のコンサート、初めて定員いっぱいのお客様にご来場いただき 10名のメンバーと気持ち良く演奏しました。 

宮澤賢治の「やまなし」から～くらむぼん～が登場する場面の Hさんの朗読に、それぞれが選曲した曲を、ソロ～デ

ュオ～トリオの小編成での演奏で合間に入る構成で、私は聴かせて頂くことができました。 

響きの良い会場に流れる「Ｇ線上のアリア」や「パッフェルベルのカノン」で、とても豊かな響きに満たされました。 

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

♪ライアー新クラス♪10月5日（日）松代交流センター音楽室（参加者 Yuko Mifune momo 芝山） 

次回は11月9日（日）午後2時～です。 

先日はありがとうございました。リラックスして、心からライアーを楽しむことができ、芝山さんとmomoに合わせ

ていただいて、なんだか自分が上手くなったように錯覚してしまい、心地よい時間を過ごすことができました。 

（Mifune） 

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

♪アンサンブルクラス ５７回目 １１月１９日（水）10:00～15:00  L.Moon Rose  

 10月はクリスマスコンサート曲の構成の相談を兼ねて、午前中は Yasu、Nao、おさちゃん、Maritと5名で、午後か

らはKayoyoも加わり、主にクリスマスの色々な曲をたっぷりと弾き、楽しむことができました。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 11月26日(水)  

 10月は、13thコンサートのための練習にご協力いただきました。ありがとうございました。 

11月はもう、クリスマスの曲ですね。12月の幾つかのコンサートの練習を兼ねて楽しみたいと思います。 

 



＜茨城新聞の取材を受けました！＞ 

10月22日（水）午後、茨城新聞から自宅で、取材が入りました。 

10月26日付の日曜版テイストのマイテイストのコーナーです。Vol.429 3ページ目です。 

ＨＰでもご覧になれます。http://ibarakinews.jp/taste/pdf/429.pdf 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     １１／４,１８（火）10:00～14:00  

♪ 松代クラス 松代交流センター音楽室   １１／１１,２５（火）12:00～15:30 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    １１／５ (水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     １１ ／１９（水）10:00～15:00  

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    １１／６ (木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”１１／２０（木）16:30～17:30  

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    １１／２３（日）14:00～16:00  

♪ Ｗクラス 松代交流センター 音楽室   １１／９（日）14:00～16:30 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   １１／２６（水）13:00～16:00(利根町)  ☆個人（金) 

☆クリスマスコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  １２／２（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター    １１／２０（木）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  １１／１３,２０,２７（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  １１／１４,２８（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito         １１／１５（土）13:30～ 常盤市民センター 

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   １１／１０（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）  １１／３０（日） 13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会     ～キンダーハープ＆ライアー   日時未定 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     2015年１／２９（木）10:30～12:30 小山市内 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１１／８（土）いわき作品展 ライアーコンサート （いわき市ギャラリー木もれび） 

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール ①11：15～②14：00～ 

１２／２３（火・祝）Hearthクリスマス☆ライアーコンサート 16:00～予定 

１２／２４（水）あんころもちのクリスマス 

１２／２４（水）柏病院クリスマス☆ライアーコンサート ①14:00～14:30 ②14:40～15:00 

＜関係者限定＞ 

2015年 １／２４（土）つくば子ども劇場 ライアーコンサート＆体験会 カピオ リハーサル室１  

2015年 ３／１(日）京華高校ＰＴＡ卒業祝賀会 ライアーコンサート 八芳園19:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

１１ 講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

１１／９（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 

１１／２２（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
１１／２３（日）星のハーモニー  ゆかりの森 管理棟 10:30～ ♪音楽クラス 13:00～ 
１１／２９（土）ライアー響会ライアーオーケストラ発表コンサート 14：00～ 池田劇場 

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年１１月 １日（土） 芝山 恭子 
 

http://ibarakinews.jp/taste/pdf/429.pdf
http://blog.goo.ne.jp/ariel-artwork/
http://leier.sakura.ne.jp/


 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.147～  ♪ 

  

 

～つくばライアーの響き、クリスマス☆コンサート2014♪開催します～ 

♪１２月２０日（土）つくばライアーの響き クリスマス☆コンサート 2014 ①11:15～②14:00～ 

今年は～ゆきゆき～と題してアルスホールでの開催です。午前の部は、わらべ歌など小さいお子さんもご一緒に楽

しめるプログラム、午後の部は小学生以上のお子さんから、「スノーマン」の朗読と音楽や、定番のクリスマスキャロ

ルなど、13名で演奏の予定です。どうぞお楽しみに～♪ 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～１１月の公演から～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

１１月８日（土） いわき＊思い出をつなぐ作品展 ライアーコンサート（Yasu Nao 根本裕美 Keiko momo 芝山） 

いわき市のギャラリー木もれびにて１１月６日（木）～１０日(月)まで開かれた作品展開催中に、８日（金）はいわ

きライアーリングの皆さんの演奏、そして８日にはお招きいただき、つくばライアーの響きメンバー６名で、演奏して

参りました。1 部は『葉っぱのフレディ』のリクエストがあり裕美さんの朗読で、久しぶりに公演しました。２部は秋

の曲と定番のクラシック曲を中心に、最後は「花は咲く」の合唱で、お客様の歌声と共に終えてご好評いただきました。 

数年前の初夏、６月にも３名で演奏に伺い新緑が素敵な空間でしたが、今回の秋の風情も素晴らしく、近くを流れる

川のせせらぎの音や豊かな自然を背景に、手仕事をするお仲間の方々の、織り・染め・陶芸・雑貨等の素晴らしい作品

に囲まれて、とても気持ち良く演奏させていただきました。S さんはじめ、いわきの皆様からの、沢山のおもてなしに

心も身体も温まる豊かな一時を過ごすことができました。皆様ありがとうございました。 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～メンバーからのお便り～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

先日は松代クラスに参加させていただき、色々とお世話になりありがとうございました。 

息子たちの通う、ＮＰＯ法人とねっこ保育園の子どもの絵のカレンダーにたくさんの方がご協力くださり、感謝いたし

ます。園舎の建築費用の返済に充てさせていただきます。先日はクラスでお会いできなかったかたも、今度お会いでき

たらご紹介させてくださいね。 

ライアーを持たずに手ぶらで伺ってしまいましたが、リラックス、グリッサンドの後に Fujiのかえでちゃんをお借

りし、数曲弾かせていただき、やっぱりライアーは弾くのが気持ちいいなあ、と実感いたしました。たくさんのライア

ーと一緒にでしたので余計に いい気分だったのでしょうけどね♪♪ 

また、１１月のお誕生日の方々と一緒に”よろこびのうた”でお祝いしていただき、身も心もあたたまってぽかぽか

になりました。最近は「おめでとう」と言っていただいても素直に喜べない自分がいたのですが、あの時は自然に喜び

が感じられました。 

では、またクリスマスに向けて・・クラスに参加できたら、と思います。（コンサートは聴かせていただきたいと思

いますが）どうぞよろしくお願いいたします。                           Junko 

 

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

♪ライアー新クラス♪11月9日（日）松代交流センター音楽室（参加者 Yumia Mifu Masa 芝山） 

次回は12月7日（日）午後2時～です。 

  今回は、Mifuと、初めてライアークラスにご参加のYumiaとMasaと、4名でゆっくりと響きを楽しみました。 

12月には、日曜日にご都合が良いという新しい方々お二人もご参加の予定です。 

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

♪アンサンブルクラス ５８回目 2015年 1月21日（水） 10:00～15:00  L.Moon Rose  

 11月は都合により20日（木）に変更し、クリスマスコンサート曲、スノーマンの練習を兼ねて、午前中は Nao、Keiko、

Yamanと4名で、アンサンブルしました。Keikoが帰られた後、午後からはKayoyoも加わり、市立病院でのクリスマ

スコンサートの曲を練習を兼ねて楽しむことができました。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose（利根町） 13:00～16:00 12月10日(水)  

  



＜定年新聞の取材を受けました！＞ 

10月26日(日) 13thコンサートの当日、根本裕美さんと共に、定年新聞の取材を受けました。 

12月1日付けの茨城県内の朝日新聞に折り込まれるそうです。 

 

～  今 後 の 予 定 と お 知 ら せ ～ 

♪ 並木クラス 並木交流センター 音楽室     １２／１６（火）10:00～14:00  

♪ 松代クラス 松代交流センター音楽室   １２／９（火）12:00～15:30 

♪ 竹園クラス 竹園交流センター 音楽室    １２／３ (水）13:00～17:00（Fuji） 

♪ アンサンブルクラス L.Moon Rose     2015 年 １／２１（水）10:00～15:00 *12月はお休みです。 

♪ リーダー会 松代交流センター 音楽室    １２／１８(木) 10:30～14:30  

♪ りっつんクラス“自然食レストランりっつん”      （木）16:30～17:30 *冬の間はお休みです。 

♪ ゆかりの森クラス ゆかりの森 管理棟    １２／１４（日）14:00～16:00  

♪ Ｗクラス 松代交流センター 音楽室   １２／７（日）14:00～16:30 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose   １２／１０（水）13:00～16:00(利根町) 

☆クリスマスコンサートリハーサル ゆかりの森 管理棟  １２／２（火）9:00～15:00 

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

♪ 初めてライアー 松代交流センター    １２／２６（金）10:00～12:00（おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏   アトリエ kyklos  １２／４,１１,１８（木）リーダー（根本裕美）10:00～13:00   

♪ いわきライアーリング                  １２／１２（金）リーダー（根本裕美）13:00～16:00  

♪ ティンクルライアーMito         １２／６（土）13:30～ 常盤市民センターホール 

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）   １２／１５（月）10:30～12:30   

♪ 下妻ライアークラブ（千代川公民館）    未定 13:00～16:00  千代川公民館視聴覚室 

♪ 春岡シュタイナー子ども園の会     ～キンダーハープ＆ライアー   日時未定 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)     2015年１／２９（木）10:30～12:30 小山市内 

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

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート＆ 人 形 劇 ＆ イベント～  

＜一般公開＞  

１２／２０（土）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2014  アルスホール ①11：15～②14：00～ 

１２／２３（火・祝）Hearthクリスマス☆ライアーコンサート 17:00～18:30ティータイム付き 定員20名 

１２／２４（水）あんころもちのクリスマス会 

１２／２５（木）柏病院クリスマス☆ライアーコンサート ☆外来ロビー14:00～14:30 ☆３階病棟 15:00～15:30 

＜関係者限定＞ 

１２／１３（土）つくば市吾妻小学校 1年生対象「つくばホンモノ」の授業 13：50～多目的室 

2015年 １／２４（土）つくば子ども劇場 ミュージックシャワー１２ 

つくばライアーの響きウィンターコンサート カピオ リハーサル室１ 14：00～ 

2015年 ３／１(日）京華高校ＰＴＡ卒業祝賀会 ライアーコンサート 八芳園19:00～ 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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

１２ 講師 Nokota Art Work ありえる/子どものアート体験パレット 

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

１２／７（日）つくばオイリュトミーの会 高久真弓先生 10:00～子ども10:30～大人 竹園交流センター 
１２／７（日）星のハーモニー♪音楽クラス 13:15～13：45 松代交流センター音楽室 

１２／１３（土）サークルわ オイリュトミー 小川陽子先生 12:00～ 水戸市稲荷第２市民センター 
１２／１４（日）星のハーモニー  ゆかりの森 森のホール 11:00～  

お問合せ 芝山  E-mail  leiermoon@gmail.com 

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

＜Leier Moon毎月発行＞   2014年１２月 １日（月） 芝山 恭子 

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