
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.158～  ♪ 

  

 

～１2月 1日（火）つくばライアーの響きクリスマス☆コンサート 2015  開催します♪～ 
 クリスマス☆コンサート 2015 アルスホールにて、開催します。今年度は、15 周年企画として、たむらのりこ

さんの素敵な絵のパンフレットで、メンバーの皆さんからのリクエスト曲によるプログラム構成になっています。

午前の部は 11 時～、クリスマスソング＆キャロルの他、お話と音楽『神様からのおくりもの』等、午後の部は、

14 時半～『欧州の静かなクリスマス曲集』からの曲や、後半はモーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」、

バッハ=グノ―の「アヴェマリア」、バッハの「主よ人の望みの喜びよ」等定番の曲を演奏します。たむらさんの

ろうそく飾りもどうぞお楽しみに～♪ 

～つくばライアーの響き 14thコンサート、 無事終了しました～ 
爽やかな秋晴れの良いお天気に恵まれ、つくば惠光寺でのコンサートに約 80名のお客様にご来場頂きました。 

 Miho、Dojiは、残念ながらご欠席でしたが、沢山のお手伝いの皆さんに支えられ 15名のメンバーの皆さんと共

に演奏し、無事終えることができました。詳しくは別紙をご覧ください。 

 

メンバー 自己紹介 その８９ 誕生日 １１月 ２１日 Yoko.A（守谷市） 

今年の3月に、ツクイ守谷（デイケアセンター）でのボランティア演奏に声をかけていただき、  

みなさまの温かい演奏のお仲間にいれていただきました。  

おそろいの衣装を着ての演奏もはじめてだったので、嬉しかったです。  

今は、ミニアンサンブル＆サロンL.moon Roseに、少しずつ参加させていただいております。  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

♪ライアーＷクラス♪１１月１日（日）  

10月は、おさちゃん、Yasu、Mariko、Masa、Tomi、Mifu、初参加のYokon、芝山の８名でした。 

11月は、Masaのご主人様初参加です♪リラックスやグリッサンドの他、簡単なカノンや、ひびき８号曲集より、ア

ンサンブルしたいと思います。 

♪竹園クラス♪ １１月４日（水） 

 10月は、主に秋のコンサートの練習でした。11月は、鈴木もえみさんとクリスマスコンサート午後の部の練習です。 

♪ゆかりの森クラス♪１１月２９日（日） 

10月は Hearthのクリスマスコンサートの選曲＆練習をしました。11月も同じになります。 

♪並木クラス♪ １１月１７日、 

10月は、工藤咲良さんの歌の講座で学んできたブラインドタッチの練習について、少しシェアーしました。そして、

12月 1日（火）のクリスマスコンサート午前の部＆午後の部に全員で弾く曲の練習に入りました。 

11月は 11日と24日がクリスマスコンサートのリハーサルの為、並木クラスは 1回だけになります。 

♪オルフェクラス♪ １１月１８日（水） 

 10月は、2台のタオライアーを聴き合ってリラックスした後、のんのんとハレルヤの動き、テーマ曲のレインボーサ

ークルを弾きました。以前から弾いていたコリンタンサー氏の「Songs of the Trees」を丹羽敏雄著「星々と木々」（涼

風書林・刊）の本から、のんのんに 1曲毎に木の特質を読んでいただき、じっくり味わいながら全曲弾いてみました。 

♪アンサンブルクラス ６６回目 １１月１８日（水） 

9月は、Yasu、おさちゃん、Nao、のんのん、芝山の5名で、ギロックの曲や、プレインヴェンションから、2人ずつ

色々な組み合わせで、それぞれ選んだ曲を弾いて聴き合ったり、12月1日の朗読と音楽の曲も練習しました。 

♪はじめてライアークラス♪１１月２６日（木） 

10月は、2名のご参加で、「ララルー」「星に願いを」も弾いてみたそうです。 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose １１月１１日、２５(水)  

10月 14日  はYokoaも含み5名の皆さんで、昼食にはMifuにシュガーレディーの試食会を開催して頂きました。11

月11日も開催予定です。試食会だけのご参加も歓迎です！（12名まで可能で要予約）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。 



 

～  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 ）      １１／１７（火）10:00～14:00  

♪ 竹園クラス （竹園交流センター 音楽室）      １１／４  (水）12:30～16:30 （リーダー Fuji） 

♪ オルフェクラス （オルフェの庭）          １１／１８（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）       １１／１８（水）13:30～15:30   

♪ ＊特別練習＆★リーダー会 （松代交流センター 音楽室）＊１１／５,★１２ (木) 10:00～15:00       

♪ りっつんクラス（“自然食レストランりっつん”）  １１／１９（木）16:00～17:30  

♪ ゆかりの森クラス （ゆかりの森 管理棟 ）     １１／２９（日）14:00～16:00  

♪ Ｗクラス （松代交流センター 音楽室）      １１／１（日）14:00～17:00 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose (利根町)  １１／１１,２５（水）10:00～15:00♪個人レッスン応相談 

＊クリスマスコンサートリハーサル（10日ゆかりの森 管理棟 /24日オルフェの庭） １１／１０、２４（火）10:00～15:00 

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

♪ はじめてライアー（松代交流センター音楽室） １１／２６（木）10:00～12:00（リーダー おさちゃん・渡辺） 

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

♪ ひたちライアーの奏  （アトリエ kyklos）    １１／５,１２,（木）10:00～13:00（リーダー 根本裕美）  

♪ いわきライアーリング                     １１／１３,２７（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）１１／１７（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）    １１／９（月）10:30～12:30  

♪ 下妻ライアークラブ（砂沼荘）         １１ ／２７（金）11:00～ 

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)    2016年１／２９（金）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＞ 

１２／１ （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  

１２／２３（水・祝）Hearth クリスマスコンサート 16:30～（16:00開場）ティータイム付 定員20名要予約 

＜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  

１２／１６（水）あんころもちのクリスマス会 ライアー演奏（らららカノンの皆さん）松代交流センター 

１２／１７（木）柏市立病院 クリスマス会 ライアー演奏 午後～ 

１２／１８（金）並木保育所 ライアー演奏 10:10～10:40（9時集合） 

１２／２２（火）上広岡保育所 ライアー演奏 10:10～10:40（9時集合） 

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

＜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 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  
１１           講師 Hisa ウォルドルフ人形 trtr_rose_sako@hotmail.com 

１１／１４（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 

１１／１（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  10:30～12:00  
１１／２１（土）ジョン・ビリングライアーワークショップ 10:00～13:00 (うのしまヴィラ) 

ジョン・ビリングライアーコンサート 開演15:00（14:30開場）(うのしまヴィラ・ユズリハ) 
ひたちライアーの奏主催：申込問合せ kyklos02@gmail.com 090-4129-2414 FAX 0294-39-5404 

１１／２２（日）詩種子ライアー練習会 10：00~17:00シュガーレディ―の試食会同時開催（14日までに要申込み） 

問合せ  marusun1004@gmail.com   090-3909-5489  
１１／２９（日）星のハーモニー テーブル劇『らんたんごっこ』等（ゆかりの森 管理棟 ）10:30～12:20  
１１／２９（日）星のハーモニー♪音楽クラス（ゆかりの森 森のホール）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１１月 １日（日） 芝山 恭子 
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