♪ つくばライアーの響き便り

～Leier Moon No.157～ ♪

～１０月１８日（日）つくばライアーの響き 14th コンサート、 つくば惠光寺～
今回は W クラス３名の皆さんと新メンバー４名の皆さんも加わり、17 名での演奏になります。
9 月 29 日（火）ゆかりの森にて、13 名の参加で１回目のリハーサルを終えました。ミカエル祭当日でしたので、始
まりに、先日ライアー響会大会の時に歌った、キュンストラーの『ミカエルの歌』を３声に分かれてカノンで歌い、き
れいに響き渡りました。10 月 6 日（火）２回目のリハーサルの日は、ちょうどライアー誕生の日に当たり、12 名で練習
予定です。おさちゃんが新たな美しい衣装を素敵に全員分縫製して下さり、裕美さん手作りのコサージュと共に、華や
かな舞台になりそうで楽しみです。
より良い演奏ができますようコンサートに向けて、
日々練習に励みたいと思います。

～来春、３月２５日（金）２６日（土）田原眞樹子さんのライアーW.S.開催します～
会場は、つくば市ふれあいプラザ多目的ホールです。10 月１日早朝７時半より、のんのんと芝山の二人で並んで、無
事予約することができました。のんのん、ご協力ありがとうございました。
課題曲はライアー響会会報楽譜集 Vol.11、P.16 のテーマ『さようならおやすみ』と４つの変奏曲（ドイツ民謡、バイ
ルハルツ編曲）になりました。来年から練習に入る予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
メンバー 自己紹介 その８８ 誕生日
５月５日 S.M.さん
七夕コンサート 2015 で初めてライアーの奏でる音楽を聴き、心癒されました。
そして優しいお話ぶり、歌声に幸せな気持ちになりました。
早速、体験させていただき、幸運なことに素敵な中古楽器にも巡り合いました。
来年還暦、まさに６０歳の手習いですが、ゆっくり、全身で感じられるよう、楽しみたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
＊７月からりっつんクラスにご参加です。

～今月からグループ全クラスのお知らせを掲載して参ります。会場と時間は２ページをご覧ください～
♪ライアーＷクラス♪１０月４日（日）
9 月は、９名の参加でした。
10 月は、Yasu、Uti とご主人様もご参加の予定です。後半は 14th コンサート３部の練習になります。
♪竹園クラス♪ １０月７日（水）
9 月は、Fuji が、ドイツのシュタイナースクールのイベントで歌ったというカノンをご紹介下さり、皆で歌ったりラ
イアーで弾いたり等しました。14th コンサート第２部の練習も始め、後半はアイルランド曲集等を弾いてアンサンブル
も楽しみました。10 月は引き続き主に 14th コンサート第１部＆第２部の練習になると思います。
♪ゆかりの森クラス♪１０月２５日（日）
9 月は「ミカエルのカノン」を響かせた後、第３部の曲の練習をしました。毎回始まりには響きの曲、カノン等を弾
いて参ります。10 月はコリンタンサーさんの新しい曲集等、試奏してみたいと考えています。
♪並木クラス♪ １０月１３日、２０日、２７日（火）
9 月は、はづき、Marit、Fuji、Yasu にグリッサンド等お願いし、教師のコースや、ライアー大会分科会でそれぞれ
習ってこられたことをシェアしたりしました。そして毎回音階を、渡辺さんにご指導頂いています。
13 日後半は 14th コンサート第３部の練習です。20 日からは 12 月 1 日（火）のクリスマスコンサート午前の部（親
子のためのコンサート）＆午後の部に全員で弾く曲の練習に入りたいと思います。
♪オルフェクラス♪ １０月２１日（水）
9 月は、のんのんの動きに合わせてハレルヤの動きとゴングの響きと共に始まり、テーマ曲のレインボーサークル、
ミカエルの曲を弾きました。Jun が初参加で、お昼には Mifu が『シュガーレディ―』のおせち＆中華の試食パーティー
を催してくださり、美味しいランチをご馳走になり、楽しかったです。
♪アンサンブルクラス ６５回目 １０月２１日（水）
9 月は 6 名で、ミカエルの音楽とポピュラーな曲を弾きました。クリスマスコンサートでの朗読と音楽の曲も弾いて
みました。

♪はじめてライアークラス♪１０月２２日（木）
9 月は、Uti が初めてで、５名のご参加だったそうです。基礎からゆっくり学べるクラスです♪
♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose １０月１４日、２８(水)
10 月も秋の曲や童謡唱歌等も楽しんでいきたいと思います。サロン・ミニコンサートも開く予定です。
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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 ）
１０／１３, ２０,２７（火）10:00～14:00
竹園クラス （竹園交流センター 音楽室）
１０／７ (水）12:30～16:30 （リーダー Fuji）
オルフェクラス （オルフェの庭）
１０／２１（水）10:30～12:30 （リーダー のんのん）
アンサンブルクラス （オルフェの庭）
１０／２１（水）13:30～15:30
リーダー会 （松代交流センター 音楽室）
１０／１５ (木) 10:00～14:00
りっつんクラス（
“自然食レストランりっつん”
）１０／１５（木）16:00～17:30
ゆかりの森クラス （ゆかりの森 管理棟 ） １０／２５（日）14:00～16:00
Ｗクラス （松代交流センター 音楽室）
１０／４（日）14:00～17:00
ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose
１０／１４,２８（水）10:00～15:00
(利根町)

♪個人レッスン 曜日と時間 応相談

＊14th コンサートリハーサル（ゆかりの森 管理棟 ） １０／６（火）9:00～15:00
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♪ はじめてライアー （松代交流センター音楽室）１０／２２（木）10:00～12:00（リーダー おさちゃん・渡辺）
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♪ ひたちライアーの奏 （アトリエ kyklos） １０／８,１５,２２（木）10:00～13:00（リーダー 根本裕美）
♪ いわきライアーリング
１０／９,２３（金）13:00～16:00（リーダー 根本裕美）
♪ ティンクルライアーMito（ 常盤市民センターホール）１０／１７（土）13:30～ （リーダー 根本裕美 Keiko）
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）
１０／１９（月）10:30～12:30
♪ 下妻ライアークラブ（砂沼荘）
１０／９（金）11:00～
♪ 春岡シュタイナー子ども園の会
未定
キンダーハープ＆ライアー
♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)
１０／２９（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＞
１０／１８（日）つくばライアーの響き 14th コンサート （つくば惠光寺）14:00～入場無料
１２／１ （火）つくばライアーの響き クリスマスコンサート 2015 （アルスホール）入場無料 詳細は未定
＜関係者限定＞
１２／８ （火）友愛会 クリスマスコンサート（利根町羽根野台自治会館）10:00～11:00
１２／1２ （土）土浦市 藤沢団地いきいきサロン クリスマスライアーコンサート 10:00 か 10:30～予定
１２／1８ （金）並木保育所 ライアー演奏
******************************************************************************************************
＜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 アートワーク ＡＬＩＥＬ /親子のアート体験 「パレット」
子どものアート体験 「にじのこ」 http://ameblo.jp/artwork-ariel
１０
講師 Hisa ウォルドルフ人形 trtr_rose_sako@hotmail.com
１０／２４（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
１０／４
（日）
つくばオイリュトミーの会 (竹園交流センターホール) 講師 はたりえこ先生 大人 10:30～12:00
１０／２５（日）星のハーモニー 人形劇『ハンスとりんごの種』等（ゆかりの森 管理棟 ）10:30～12:20
１０／２５（日）星のハーモニー♪音楽クラス（ゆかりの森 管理棟）13:15～13：45
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＞

2015 年１０月 １日（木） 芝山 恭子

