♪ つくばライアーの響き便り

～Leier Moon No.160～ ♪

～新年明けましておめでとうございます☆
本年もどうぞよろしくお願いいたします♪～
穏やかな良いお天気に恵まれたお正月でしたね。昨年は 22 公演、ご協力頂いた皆さん、ありがとうございました。
今年も皆さんと共に、3 つの主催コンサート、そして、様々な依頼コンサートで、その時々の出会いを大切に 1 曲、
１曲、心をこめて演奏し、各クラスでは、楽しみながら日々の練習を積み重ねていきたいと思っています。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～12 月の公演から～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
１２／２ （水）広尾シュタイナーこども園 ライアー演奏 （おさちゃん、渡辺、芝山）
アドヴェントの庭の後、静かにライアーの音色を聴きたい～とのご依頼があり、3 名で伺いました。
ろうそくの光の元で、クリスマスの曲を、12 名のお子さんと親御さん、先生方にとても静かに聴いて頂きました。
１２／８ （火）友愛会 クリスマスコンサート（利根町羽根野台区民センター）（Yasu、Nao、おさちゃん、Fuji、芝山）
担当の方とご相談しながら選曲した沢山の曲の数々を、ほとんどご一緒に歌いながら楽しんでいただきました。
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（Yasu、おさちゃん、Fuji、芝山）
七夕コンサート 2015 にご来場下さったＩさんからのご依頼で、4 名で演奏しました。コンサート後には、昼食も
いただきながらビンゴゲームまで、ご一緒に楽しいひと時を過ごしました。
１２／１７（木）柏市立病院 クリスマス会 ライアー演奏 （Nao、おさちゃん、Kayoyo、芝山）
3 階病棟と１階ロビーの２か所で、２公演。ＢＧＭ演奏の後、５曲のライアー演奏後、定番の３曲を病院ボランティ
アの方々や病院スタッフの皆さん、会場のお客様と歌いながら伴奏し、最後にアンコールで「いつも何度でも」を合
唱しながら演奏しました。昨年よりお客様が増えたようです。プログラムは、Kayoyo が選曲してくださり、とても
良い感じで終えることができました。Kayoyo とも久しぶりにアンサンブルできて楽しかったです。
１２／１（火）クリスマスコンサート 2015、１２／１８（金）並木保育所、１２／２２（火）上広岡保育所、
１２／２３（水・祝）Hearth クリスマスコンサート については別紙をご覧ください。
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
＜＜＜各クラスの予定＞＞＞
♪竹園クラス♪ ２月３日（水）＊1 月はお休みです。
12 月は東京公演と重なり、レムニスカートの皆さんのりんごろうそく祭りでの演奏の練習時間にして頂きました。
♪ゆかりの森クラス♪２月１４日（日）＊1 月はお休みです。
2 月は田原さん講座課題曲の練習の予定です。
♪並木クラス♪ １月１２,１９,２６日（火）
1 月 12 日は新年会です。しばらくは、田原さん講座課題曲＆チャレンジアート展＆3 月 5 日公演での演奏曲を練習
していきます。午後からは皆さんから今年の抱負を伺い、今年のコンサート日程＆内容について話し合います。
お昼から Hisa が、ライアーコンサートの中でお話を～というご希望で、ご相談の為参加されます。
♪オルフェクラス♪ ２月１７日（水）＊1 月はお休みです。
コリンタンサー氏の「Songs of the Trees」をそれぞれ気に入った曲を１～２曲選び、取り組んでいきます。
♪アンサンブルクラス♪ ６7 回目 ２月１７日（水）＊1 月はお休みです。
しばらくお休みになっていました。2 月から再開いたしますので、どうぞお楽しみに～。
♪ライアーＷクラス♪１月１７日（日）
12 月は、Tommy、Yokon、Mifu、Doji、芝山の５名で、クリスマスの曲をアンサンブルで楽しみました。1 月は
田原さん課題曲の他、ライアー響会曲集から数曲、抜粋して弾いてみたいと思います。
♪はじめてライアークラス♪１月２８日（木）
12 月のはじめてライアークラスは、Masa、Kazu、San の 3 人でした。リラックス、リズム、お手玉、グリッサ
ンド、1 音、2 音、3 音、音階、クリスマス曲を色々と楽しみました。（渡辺香名恵）

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose ♪１月 13 日,27 日(水)
12 月 16 日、Yokoa、おさちゃん、のんのん、Fusa、Mufu、芝山の６名で、Mifu とシュガーレディーのクリス
マスケーキを頂き、
ささやかなクリスマスパーティーをしました☆1 月 13 日はツクイ守谷での演奏曲を練習します。
27 日は、冬のシュガーレディ―パーティーを開催していただく予定です。

～

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 ）
♪ 竹園クラス （竹園交流センター 音楽室）

１／１２,１９,２６（火）10:00～14:00
２／３ (水）12:30～16:30 （リーダー Fuji）
*1 月はお休みです

♪ オルフェクラス （オルフェの庭）

２／１７（水）10:30～12:30 （リーダー のんのん）
*1 月はお休みです

♪ アンサンブルクラス （オルフェの庭）
２／１７（水）13:30～15:30 *1 月はお休みです
♪ リーダー会 （松代交流センター 音楽室）
１／７ (木) 10:00～14:00
♪ りっつんクラス（
“自然食レストランりっつん”
） １／２１（木）16:00～17:30
♪ ゆかりの森クラス （ゆかりの森 管理棟 ）
２／１４（日）14:00～16:00 *1 月はお休みです
♪ Ｗクラス （松代交流センター 音楽室）
１／１７（日）14:00～17:00
♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose
１／１３,２７（水）10:00～15:00 ♪個人レッスン応相談
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
♪ はじめてライアー（松代交流センター音楽室）
１／２８（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）
１／１４,２１,２８（木）10:00～13:00（リーダー根本裕美）
♪ いわきライアーリング
１／８,２２（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） １／１６,２３（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）
１／１８（月）10:30～12:30
♪ 下妻ライアークラブ（会場未定）
２／２８（日） 会場未定
♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)
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＞
３／１ （火）チャレンジアート展 オープニング演奏 14:30～15:00 つくば美術館
６／２６（日）つくばライアーの響き 七夕コンサート 2016 ①11:00～ ②14:30～アルスホール
＜関係者限定＞
１／２６（火）ツクイ守谷 ライアー演奏 13:00～14:00
３／５（土）さくらニュータウンワンコインコンサート ライアー演奏 広岡交流センター13:40～14:40
******************************************************************************************************
＜その他の講座＆コンサート＞
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 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
１
講師 Hisa ウォルドルフ人形 trtr_rose_sako@hotmail.com
１／１６（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
２／２１（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 *1 月はお休みです
２／１４（日）星のハーモニー（ゆかりの森 管理棟）10:30～12:20 日程変更になりました。*1 月はお休みです
２／１４（日）星のハーモニー♪音楽クラス（ゆかりの森 森のホール）日程変更になりました。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＞
2016 年１月 5 日（火） 芝山 恭子

