♪ つくばライアーの響き便り

～Leier Moon No.169～ ♪

～10 月 16 日（日）つくばライアーの響き 15th コンサート、開催します♪～
10 月 16 日（日）今年もつくば惠光寺にて、午後 2 時から 15th コンサートを開催します。9 月 27 日（火）から
ゆかりの森、森のホールにて、リハーサルが始まりました。テーマは～森～で、お昼休みには、会場や舞台設営
について、どのように「森」の雰囲気を創り上げていこうか、
、
、と皆さんと悩みながら話し合っていく中で、次々
と色々なアイディアが生まれています。どんな舞台が出来上がるのか、今回も楽しみですね。木下さんのお人形
テーブルもお願いしていますので、どうぞお楽しみに～。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
10 月 4 日（火）ゆかりの森 森のホール、11 日（火）松代交流センター会議室でリハーサルをしていますので、
どうぞお気軽に聴きにいらしてください。
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

～９月のイベントより～
９月 17 日（土）
、18 日（日）に、東京都東久留米市の成美教育文化会館にて「ライアー2016 東京」が開催され、全
国のライアー響会会員約 90 名余りが集いました。今年はアイルランドから、ジョン・クラーク氏が来日され、バッハや、
フローベルガ―の曲を彼自身の編曲で合奏する時間もあり、とても素晴らしい響きを体験できました。
18 日の朝の始まりには、
「ミカエルのカノン」と「Suo-gan」の 2 曲を、つくばライアーの響き 9 名で演奏しました。
演奏前に全員揃って、準備の為の動きやグリッサンド、練習もできたので、リラックスして演奏ができました。「朝
の演奏、音が軽やかに広がり、とても素敵な響きでした！」等、何人もの方々から、そして、19 日 J.クラーク氏からも
お褒めのお言葉を頂いたそうです。18 日は momo のお誕生日で、お昼休みに皆で「よろこびの歌」を贈り、久しぶりに
ご一緒できて、とても良い一日でした。（演奏：Yasu、おさちゃん、のんのん、裕美、Keiko、momo、Fuji、渡辺、芝山）
9 月 16 日（金）大会前夜に開かれた「教師の会」では、約 15 名で、田原眞樹子先生のオイリュトミーを体験し、O
さん、S さん、芝山のトリオで、３曲、オイリュトミーの伴奏をし、とても楽しかったです♪
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～S さんのブログ♪ご紹介します～
☆L'atelier 色つむぎ 音つむぎ ☆～今日もにゃんくるり～
http://ameblo.jp/ave-maria-alchemy/
たくさんの美しい絵やお写真に彩られたブログで、とても素敵です。
９月の記事では、常磐神社で『踊る奉納』TSHET～輝く命～のご様子や、ご友人と２週間、アイルランド旅行された
時の素晴らしい景色等のお写真も、楽しく拝見しました。皆様もどうぞ是非ご覧ください。
つくばライアーの響きコンサートの宣伝もして下さっています☆S さん、ありがとうございます♪
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＜＜＜各クラスの予定＞＞＞
♪ライアー松代クラス♪１０月２日（日） 松代交流センター音楽室 13:30～
9 月はつくばメンバー3 名、下妻メンバー4 名の皆さんと、コリンタンサー氏の「レインボー」等アンサンブルを楽し
み、ひびき８号からも弾きました。10 月はレインボー＆レーゲンボーゲン＆ひびき曲集をお持ちください。
♪ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose ♪１０月６日,２０日（木）
9 月は秋のコンサート第 3 部の曲や、ひびきの曲集、８号、11 号から色々と弾いてみました。
10 月はレーゲンボーゲン＆ひびき曲集をお持ちください。
♪竹園クラス♪ １０月５日（水）秋のコンサート、第 1 部、第 2 部の練習等の予定です。
♪並木クラス♪ １０月１８日（火） 10 月 25 日＆28 日の演奏曲を中心に練習します。
♪ゆかりの森クラス♪１０月２３日（日） レーゲンボーゲン＆ひびき曲集の中から弾いてみたいと思います。
♪はじめてライアークラス♪１０月２７日（木）9 月は、3 名の皆さんのご参加でお一人は長野からいらしたそうです。
＊オルフェクラスは、しばらくの間、お休みになります。
＊アンサンブルクラスについては、各クラスの最後に少しずつ、自由なアンサンブルの時間を入れていきたいと
思っています。
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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 ）
１０／１８（火）10:00～14:00
竹園クラス （竹園交流センター 音楽室）
１０／ ５(水）12:30～16:30（リーダー Fuji）
リーダー会 （松代交流センター 音楽室）
１０／１３(木) 10:00～14:00
りっつんクラス（
“自然食レストランりっつん”
） １０／２０（木）16:00～18:30
ゆかりの森クラス （ゆかりの森 管理棟 ）
１０／２３（日）14:00～16:00
松代クラス
（竹園交流センター音楽室）
１０／２（日）14:00～17:00
ミニアンサンブル＆サロン L.Moon Rose
１０／６,２０（木）10:00～13:00
♪個人レッスン応相談
★秋のコンサートリハーサル（ゆかりの森 森のホール）１０／４,１１（火）＊11 日松代交流センター
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♪ はじめてライアー（松代交流センター音楽室）
１０／２７（木）10:00～12:00（リーダー Osa 渡辺）
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♪ ひたちライアーの奏 （アトリエ kyklos）
１０／６,１３,２０（木）10:00～13:00（リーダー根本裕美）
♪ いわきライアーリング
１０／１４（金）２５（火）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） １０／１（土）13:30～,１５（土）9:00～
（リーダー 根本裕美 Keiko）
♪ 下妻ライアークラブ
未定
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♪ アトリエくらむぼん（川崎市読売ランド前）
１０／１０（月・祝）10:30～14:30
♪ こもれびの森ライアーの会(小山市)
未定
******************************************************************************************************

～ ラ イ ア ー コ ン サ ート ＆ イベント～
＜一般公開＞
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（13:30 開場） 入場無料
１２／３ （土）ティンクルライアーMito クリスマスコンサート 日本基督教団水戸教会（聖光学園保育部）
14:00（13:30 開場）～15:30 入場無料
１２／１８（日）つくばライアーの響きクリスマスコンサート ゆかりの森 森のホール 入場無料
午前の部①10:30～②11:30～ /午後の部(小学生以上)14:00～ ティータイム付き
＜関係者限定＞
１０／２５（火）「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
１０／２８（金）上広岡保育園 人形劇『大きなかぶ』＆ライアーミニコンサート 10:00～？
１１／１４（月）松代小学校放課後子ども教室(5、6 年生） ライアー演奏＆体験会 15:00～15:50
１２／４ （日）コミュニティカフェ「おひさま」クリスマスコンサート（流山市加台自治会館）13:30～14:30
１２／２０（火）市立柏病院 クリスマスコンサート
１２／２２（木）並木保育所 クリスマスコンサート
******************************************************************************************************
＜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
１０／２２（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
１０／１０（月・祝）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
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～
１０／２３（日）星のハーモニー（ゆかりの森 管理棟）10:30~12:20
音楽クラス 13:15～（３名以上で開催）
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１０月 １日（土） 芝山 恭子

