
 

♪ つくばライアーの響き便り   ～Leier  Moon  No.163～  ♪ 

  

 

～田原眞樹子さんＷ.Ｓ.2016 修了しました♪～ 

 3月 25日（金）26日（土）、充実した講座、無事終了しました。詳しくは別紙をご覧ください。 

 

～3月の公演から～ 

♪ ３月 1日（火）第 15回チャレンジアートフェスティバル inつくばオープニングコンサート♪  

（はづき、Yasu、Nao、おさちゃん、のんのん、Masa、渡辺、芝山） 

先日のオープニング、素敵な演奏をありがとうございました。 

予想以上の素晴らしいハーモニーで感激のひとときでした。（Ａ．Ｔ．） 

本番、弦が見えづらく、おまけに途中からマイクを向けられ、少しずつそ〜っとマイクからライアーを離していった

りして、いろいろありましたが、お客様にとても静かに聞いていただけたことが本当に良かったし、正直驚きでした。

普通はとてもざわつくと聞いていましたし、高橋さんの２曲はどれくらい皆さんに届くのか不安でもありました。けれ

ども私語は全くなく、数人の方が自分なりに歌ったりリズムをとったりされていて、「あれ、聞かれたことがあるのか

な」と思ったくらいでした。ライアーの持つ力をこんなにはっきりと感じたのは久しぶりでした。 

拙い司会でしたが、大変勉強になりました。貴重な機会をありがとうございました。（はづき） 

 

♪３月５日（土）さくらニュータウン１コインコンサート ライアー演奏 広岡交流センター 

（Yasu、Nao、おさちゃん、Fuji、芝山） 

昨年並木交流センターまつりで、初めてホール演奏をした時にお知り合いになったＹさんからのご依頼でした。 

近隣の方々との交流の場として、2か月に一度、地元で様々なコンサートを企画し、生き生きと活動していらっしゃ

る皆さんがご準備下さり、沢山の方々にお集まり頂きました。当日６名で演奏の予定でしたが、急遽5名となっても、

ほとんど皆動じることなく和やかな雰囲気の中、気持ち良く演奏できました。「癒されるとてもきれいな音で、演奏者

の皆さんも天使のよう～♪また来年も是非～！」という風にご好評頂きました。司会進行も全員で分担することで、お

一人への負担が軽減されて良かったです。眞多さんご家族の応援、嬉しかったです。ありがとうございました。 

 

♪３月２９日（火）あずみ苑グランデ土浦 ライアー演奏 （Yasu、Nao、おさちゃん、Fuji、渡辺、芝山） 

古くからの友人Ｄさんのお母様が入居されている施設で、６名で演奏いたしました。Fusaもお手伝いにご参加いただ

き、後方でのクーゲルや、準備や後片付けもご協力ありがとうございました。とても助かりました。 

並木から車で 10分ほどでしたので、また機会があれば、是非伺いたいと思います。 

『つくばライアーの響き 芝山様 

 本日はお忙しい中、素敵なライアーの音色を奏でてくださり、本当にありがとうございました。ご入居者からは「良い音だ

ったよ。いいものをみせてもらったよ。ありがとう。」とうれしそうにお話をされ、私としてもうれしく思います。 

  介護スタッフも、聞いたことの無い音色に癒され感動している様子でした。 

 また、可能であれば、本日撮影した写真を当社のブログに掲載したいと思うのですが宜しいでしょうか？ 

 http://blog.azumien.jp/blog/cat6485737/  最後になりましたが、芝山様をはじめ本日お越し頂いたメンバーの皆様の 

今後一層のご活躍をお祈り申し上げます。（あずみ苑グランデ土浦 施設長 岡田大作）』 

 

『昨日は、素敵なコンサート有難うございました  心から厚くお礼申し上げます🙇 

あずみ苑の皆さん、はじめて聞く優しい音色に大変癒されていました。自然と歌を口ずさんでしまうような感じで 

叔母はじめ皆、ホールで聞くのとは違い、しっかりと音の響きを感じられ、また、触らしていただいたり、ライアーの

説明を聞いたりして、ますます親しみを感じ、感動しておりました 

本当に贅沢な時間を過ごさせて頂きまして、有難うございました🙇  昨夜は、体の真から解された感じで、まったりし

てしまいました😂 

 また、再演していただけるとの事、あずみ苑の方も大変喜ばれます。どうぞよろしくお願いいたします。 

ご配慮まことに厚くお礼申し上げます。また、演奏してくださいました皆様へくれぐれもよろしくお伝え下さいませ。 

かがやきの郷のコンサートもよろしくお願いいたします🙇   楽しみにしております。（Ｅ．Ｄ．）』 

http://blog.azumien.jp/blog/cat6485737/


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

 4月10日（日）11時～、星のハーモニー春まつりです。 

0才のお子さんから入場可。ワークは 3才から体験できます。 

 テーブル劇は「三匹やぎのがらがらどん」になりました。ライアーミニコンサートや、ミニバザー、アートワーク等、 

予定しています。1家族1000円で、20組限定です。ご興味のある方ご存じでしたら、どうぞお誘いください。 

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

ティンクルライアーMitoも、いつの間にか年を重ね、とうとう 5年目を迎えました。 

節目の年を迎えて、新しいメンバーも 3人増え、またこれからが楽しみなティンクルです。 

そこで、メンバー一同張り切って、スペシャルなコンサートを開催します。 

題して、ティンクルライアーMito5周年記念スプリングコンサート~ライアーの音色を春風にのせて~ 

内原のステキなカフェ、Nuetral(ニュートラル)さんで、おいしい Tea set付で4月23日(土)15時スタートです。 

売れ行き好評で、すでに満員御礼 m(_ _)mです。頑張りまーす🎵（丸山桂子） 

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

 

＜＜＜各クラスの予定＞＞＞ 

 

♪竹園クラス♪ ４月５月はお休みです。 

 

♪ゆかりの森クラス♪４月１０日（日）イースターの曲、並木交流センターまつり、七夕コンサート 2016演奏曲、 

その他の予定です。 

♪並木クラス♪ ４月５,１２,１９,２６日（火） 

前半の導入時は、引き続き参加者の皆さんの中から交代で分担しながら担当して頂きます。 

七夕コンサート 2016演奏曲の他、4月、5月公演の演奏曲も合わせて練習して参ります。 

 

♪オルフェクラス♪ ４月２０日（水）３月はお休みでした。 

 コリンタンサー氏の「Songs of the Trees」その他の予定です。 

 

♪アンサンブルクラス♪① ６９回目 ４月２０日（水） 

 3月はお休みでした。4月はメンデルスゾーンやドビュッシーの曲等を弾いてみたいと思います。 

 

♪アンサンブルクラス♪② ４月７日（木） 

 3月は17日、29日演奏曲を中心に練習し、春の曲を多く奏でました。 

4月は谷田部会場で、参加できるメンバーの皆さんに合わせて考えて参ります。 

 

♪ライアーＷクラス♪４月17日（日） 

３月は、おさちゃん、Maris、Yokon、Mifu、Kazukiと、芝山の６名でした。 

「さくら」「おぼろ月夜」などの他、長岡さんがリコーダーを加えてのアンサンブルもできました。 

17日（日）はつくばオイリュトミーの会の後、竹園交流センター会議室になります。 

 

♪はじめてライアークラス♪４月２８日（木） 

 3月はお休みでした。 

 

♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose ♪４月１３日,２７日(水) 

３月は都合により、２３日１回で、Yokoa、Sumiyo、Fusaにご参加いただき、 

ひびき 1号と5号、レーゲンボーゲンの中から、春らしい曲をアンサンブルして楽しみました。 

4月は、「仲さんのライアーで弾きましょう２」をお持ちください。 

 

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

 

 

 



 

～  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 ）     ４／５,１２,１９,２６（火）10:00～14:00 

♪ 竹園クラス （竹園交流センター 音楽室）     ６／１(水）12:30～16:30（リーダー Fuji）４、５月はお休み 

♪ オルフェクラス （オルフェの庭）          ４／２０（水）10:30～12:30 （リーダー のんのん） 

♪ アンサンブルクラスA （オルフェの庭）    ４／２０（水）13:30～15:30   

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

♪ アンサンブルクラスB  （谷田部会場）    ４／７（木）10:00～13:00 

♪ りっつんクラス（“自然食レストランりっつん”）  ４／２１（木）16:00～18:00  

♪ ゆかりの森クラス （ゆかりの森 管理棟 ）     ４／１０（日）14:00～16:00  

♪ Ｗクラス     （竹園交流センター会議室）  ４／１７（日）13:30～16:30 

♪ ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose         ４／１３,２７（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）   ４／２８（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）    ４／７,１４,２１（木）10:00～13:00（リーダー根本裕美）  

♪ いわきライアーリング                     ４／８,２２（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） ４／２,１６（土）13:30～（リーダー 根本裕美 Keiko） 

♪ 下妻ライアークラブ             未定 

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

♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）      ４／１８（月）10:30～12:30  

♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)        ９／３０（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＞ 

５／２２（日）並木交流センターまつり参加  並木交流センターホール 

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 

１０／１６（日）つくばライアーの響き 15thコンサート つくば惠光寺 14:00～ 

＜関係者限定＞ 

４／２ （土）生きがい型デイサービスわいわい道場宿（宇都宮市）11:00～12:00 

４／２６（火）メールブルー鵠沼（藤沢市） 14:00～15:00 

５／２８（土）かがやきの郷（土浦市）音楽会 ライアー演奏 13:30～14：30 

６／３０（木）サンシャイン・コンフォートつくば ライアー演奏 14:00～15：00              

７／７ （木）ツクイ守谷 七夕コンサート 13:30～14:30 

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

＜その他の講座＆コンサート＞ 

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 たむらのりこ 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  
４             講師 木下久子 ウォルドルフ人形 trtr_rose_sako@hotmail.com 

４／９ （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 

４／１７（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  

４／１０（日）星のハーモニー春まつり（ゆかりの森 管理棟）11:00~12:30  1家族1000円 定員20組 

１０／１５（土）オータムライアーコンサート(アトリエくらむぼん)14:30～  

 

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＞   2016年４月 １日（金） 芝山 恭子 
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