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■響会発行の以下の 11 冊を販売しています。
希望される方はお申し込みください。
①ライアー響会会報・創刊号、
２号、
３号、
４号、
５号、
６号、
７号、
8号
（すべて付録楽譜付）
（会員の方には9 号まで販売しています。）
各号とも 会員 1800 円 一般 2000 円

②藤井喬梓編「四つの日本のわらべ歌」
会員 1200 円 一般 1500 円

③「ライアー〜新しい弦楽器の誕生と発展」

（マリア・ホランダー、ペーター・レッベ編
猿谷利加、水野珠実、泉本信子訳）
会員 2700 円
（１冊に限り）
（郵送の場合 3000 円）
一般 3200 円
（郵送の場合 3500 円）

④ヴォルフガング・フリーベ編
「レーゲンボーゲン〜ライアーとその他の楽器のための歌と楽曲〜」

ライアー響会・運営会発行
Tel/Fax 042-469-8422
e-Mail hibiki@leierkyokai.jp
ホームページ http://leierkyokai.jp/

◆ライアー 2013 東京 会員のための集まり No.10

東京・成美教育文化会館

残暑が厳しかった2013年9月14日（土）・15日（日）の2日間、会員の
集まり「ライアー2013東京」が東京・東久留米の成美教育文化会館で開
かれました。現在の会員数183名の内、北は北海道から、宮城、新潟、
南は沖縄まで94名の参加者でした。
＊オープニングは1日目が“南沢ライアーアンサンブル”、2日目が沖縄の
“美ら音（ちゅらね）”の演奏。続いて「みんなで歌」では、今年８月18日
に昇天されたお仲間、沼田さんの為に、後藤さんが歌詞を付けられ「わ
がともの おもいでをめぐり あきのそらを たかくみあげる」と、全員
でカノンにして合唱し、追悼しました。
＊分科会〜「初めて出会う音の響き」
「ライアー演奏を運動芸術とするた
めに」
「リズムがもつ力を知ってライアーを奏でる！」
「歌う喜びはすべて
の人に」
「音を止める」の5つの分科会に分かれて交流し学びました。
＊第十回総会〜第Ⅹ期の活動報告と決算報告、Ⅺ期の活動計画案と予
算案が提案され、また規約改正も全て承認されました。
＊2日目には、オイリュトミストのはたりえこさんのお話、田原眞樹子さん
のオイリュトミーデモンストレーション（ライアー・皇恭子さん）もあり、本
当に盛り沢山の2日間でした。
＊お昼休みには、ライアーのために作・編曲された海外の楽譜の販売も
ありました。
＊ライアーオーケストラでは付録楽譜集「ひびき」vol.９の中の曲をいく
つか演奏しました。
今年は初参加の方々も多く、新たな出会いもありました。また来年全国
の会員の皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。
＜お詫びとお願い＞第Ⅹ期総会における決算報告において、当期支出
合計に誤りがありました。予算（案）については間違いございません。収
支計算書の間違いについてお詫びするとともに、訂正したものを再送付
いたしますのでご確認ください。
規約については、今回配布いたしましたお手元の規約案の案を消して保
管していただきますようよろしくお願いいたします。

◆第 6 回教師の会が開かれました。

9月13日（金）午後6時〜8時、成美教育文化会館一階ギャラリーでの
第6回教師の会に9名が集いました。会報第1号付録楽譜より「しずかな
夜」を全員で奏でたあと、
ていねいに自己紹介をし、取り組んでいること
や、思いに耳を傾けました。そののち日頃感じている様々なことを話し合
い、交換し、同じく会報第1号付録楽譜より「月はしずかに、夕べの雲間
に」を全員で奏で、会を閉じました。出された話題や内容は、たいへん具

会員 2300 円
（郵送の場合 2500 円）
一般 2500 円
（郵送の場合 2700 円）

申込先： E-mail hibiki@leierkyokai.jp
Fax 047-372-2807（水野）

体的で多岐にわたっていて、新鮮な内容や共感したり気づいたりすること
も多く、よい空気の中でそれぞれの思いを語り、共有し、交わり、大切な
ことを考えることのできた時間になりました。参加された皆さま、ありがと
うございました。

◆「ライアー教師のためのコース」の 2 期

「ライアー教師のためのコース」２期は昨年の１月にスタートし 14 名の方が

学ばれています。大会の翌日 9 月 16 日（月・祝）に予定していた２期 第６
回目となる教師コースは台風の為、中止となりました。第６回は成美教育文化
会館ギャラリーにて、2014 年 2 月 11 日（火・祝）になります。
講師陣は泉本信子・吉良創・杉本照代・水野珠実（敬称略）の４名です。

◆第 3 回関西ライアー交流会開催のお知らせ

2014 年 3 月 21 日 ( 金・祝）10：00 開場 11：00 開演

大阪市中津にあるカトリック大阪大司教区 サクラファミリアの大聖堂
にて第3回関西ライアー交流会を開催します。関東、中部、山陽、九州な
ど全国からもエントリーしてくださると嬉しく思います。応援にジョン・ビ
リング氏が駆けつけて下さいます。別企画でその日の夕方にジョン・ビリ
ング氏のライアーコンサート開催の予定です。
多くの皆様のエントリーをお待ちしています。
（詳しくは裏面のコンサート情報をご覧ください。）

■ライアー響会のホームページ

http://leierkyokai.jp/

響会の催しの案内や、会員の皆さんが関わるコンサート情報なども掲載して
いますので、どうぞご覧ください。また、グループ紹介、メンバー募集など、皆
さんの情報交換の場としてご利用下さい。HPに関するお問合せ等もこちら
へお願いいたします。アドレスはhibiki@leierkyokai.jpです。

響会ニュースでは、毎回コンサート情報を載せています。以下の
項目で情報をお送りください。
会員が関わる講座、コンサート等で、掲載の範囲は会員自身や、会
員の属しているグループや団体の演奏、講演、講座、及び主催する
ライアーにかかわる催しとします。会員がかかわらないものに
関しては載せません。HP へは随時掲載して参りますので、わかり
次第、ptjono@hera.eonet.ne.jp または Fax 077-529-1703（小
野）までお知らせください。ニュースは不定期発行ですので間に
合わない場合があるかもしれません。ご了承ください。
1. 開催する都道府県名
2. 日にち
（時間）
3. タイトル
（演奏会・講演・講座等） 4. 演奏者または講師
5. 会場
6. 主催
7. 問い合わせ先

今後の響会の催しの予定
11 月 4 日（月・祝）
・23 日
（土）会員のための講座 No.18
「工藤咲良さんと体験する音楽療法の世界での声とライアー」
横浜･みどり野幼稚園ホール

11 月 17 日（日）
・２月 16 日
（日）
「ライアーオーケストラ第Ⅵ期」第 5・6 回 練習 横浜･みどり野幼稚園ホール
11 月 25 日（月）読書会「『ライアー･新しい弦楽器の誕生と可能性』を読む 2013-2014」第13 回
東京･ルノアール会議室

1 月 19 日（土）公開講座 No.31
「みんなで楽しくライアーを弾こう！」
東京・早稲田奉仕園
2 月 2 日（日）会員のための講座 No.19
「最新号（10 号）の会報付録楽譜をみんなで弾こう」
東京・早稲田奉仕園
2 月 11 日（火・祝）
「ライアー教師のためのコース」第 2 期 6 回目
東京･成美教育文化会館ギャラリー
4 月 27 日（日）
「ライアー教師のためのコース」第 2 期 7 回目
東京・早稲田奉仕園スコットホール２階 222 号室
会員が関わるコンサートや講座のお知らせ

10 月

October

◆27 日（日）14：00

京都･京都市

Jan Braunstein
〜 癒しの竪琴コンサート in 京都 〜

演奏 :ヤン・ブラウンシュタイン/ ジルフェ
会場 : 砂川四郎記念ホール
主催 : 弦楽器制作工房 Rinne
問合せ: 松葉 092-5928-3027
janbkyoto@gmail.com

11 月

November

◆4 日（月･祝）13：00

奈良･奈良市

華の仏さま展ライアーコンサート

演奏 :ライアーアンサンブル ジルフェ
会場 : 東大寺二月堂 北の参籠所
主催 : 常楽寺
問合せ: 松葉 090-5928-3027
chiolala@gmail.com

◆8 日（金）19：00

神奈川･横浜市

癒しの調べ「Leier Live」

◆10 日（日）12：00（コンサート 14：00）

群馬･川場村

「秋の音楽会・音と光のハーモニー」
ピクニックランチ付きライアーコンサート

演奏 : 吉良創ライアー講座生徒 〜ライアーアンサン
ブル音紡ぎ〜
会場 / 主催 / 問合せ: 塩河原温泉 渓山荘
www.keizansou.com ℡0278-52-2236（やなぎ）
東京･新宿区

ライアー二重奏「プレギエーラ」
チャリティコンサート

演奏 : 髙木 芙二子 皇 恭子
会場 : 四谷新生教会
主催 :自愛寮を支える会
問合せ:℡ 03-3361-2578（社会福祉法人自愛寮）
℡042-384-7557（髙木）

◆26 日（火）10：30、13：30

講師 : 小倉さちこ
会場 :スタジオヴィルトゥオージ
主催 :川村音楽事務所
問合せ:info@kawamuramusic.com

12 月

December

◆1 日（日）13：30

東京･杉並区

ライアーワークショップ
「ライアーでクリスマスソングを歌おう！」
講師 :三野友子
会場 : 杉並公会堂 Ａスタジオ
主催 :三野友子
問合せ: dolphin-mino@ninus.ocn.ne.jp
℡080-5183-0719

◆8 日（日）11：00/14：00

東京･東久留米市

東京･新宿区

クリスマスソングをソロで弾いてみよう！

演奏 : 南沢ライアーアンサンブル、市川ライアーの会、
立川ライアーの会、
コスモス ガルテン 他
会場 : 成美教育文化会館ホール
主催 : 南沢シュタイナー子ども園を育てる会
問合せ:lyre.kodomoen@gmail.com
Fax 042-470-0843
http://minamisaw.exblog.jp/

◆17 日（火）13：00

茨城･つくば市

つくばライアーの響き
クリスマスコンサート＆ティータイム
演奏 / 主催 :つくばライアーの響き
会場 :つくば市ノバホールホワイエ
問合せ: 芝山T/F 0297-68-7538
E-mail leiermoon@gmail.com

◆17 日（火）18 日（水）18：30

東京･豊島区

ライアートリオの夕べ

演奏 :Leier Trio A.K.I 相川容子、泉本信子、吉良 創
会場 :自由学園明日館
主催 :Leier Trio A.K.I
問合せ:E-mail leiertrio@aol.com
Fax 03-3336-2511（相川）

◆18 日（水）14：30

T/F 077-529-1703 ( 小野 )

◆21 日（土）16：00( 子ども）19：00（大人）

東京･狛江市

街角コンサート〜お話とともに
（テーマ「アヴェマリア」）

ファミリーライアーコンサート／
南沢ライアーコンサート クリスマスによせて

演奏 / 主催 : 小倉さちこ
会場 :バー・リキュール・アンサンブル
問合せ:leier@mbr.nifty.com( 小倉）

◆16 日（土）14：00

現在ある情報から

京都･京都市

クリスマスライアーコンサート

演奏 / 主催 :ライアーアンサンブル･プリモール
会場 : 京都市右京ふれあい文化会館
問合せ:ptjono@hera.eonet.ne.jp

演奏 : 皇 恭子、末松晴美、近藤直子
会場 : 泉の森会館小会議室・ホール
主催 : 末松晴美
問合せ:steiner̲labo̲komae@yahoo.co.jp

◆21 日（土）14：30

神奈川･横浜市

ＡＲＴの森の中で

演奏 : 真白ふあり
（歌）、松島みか（歌）、
江原延子（ライアー）、鳥井隆弘（アコーディオン）
会場 : 横浜 イギリス館（港の見える公園内）
主催 : 真白ふあり
問合せ:osakegubi@rose.odn.ne.jp ( 江原）

◆23 日（月・祝）14：00

愛媛･今治市

クリスマスライアーコンサート

演奏 :まかな瑠音＆Nalu
会場 : 萬翆荘
主催 :Space Makana&Nalu
問合せ:makanaluon@gmail.com

3

月 March

◆21 日（金・祝）11：00 〜16：00

大阪･大阪市

第3回関西ライアー交流会

会場 :サクラファミリア教会
主催 : 森章吾・松葉智穂
問合せ:lala.lyre.harmony.@gmail.com
又はFax 0774-26-2556
※参加ご希望の方は、1月20日までに上記までお申
し込みください。詳細は追ってご連絡させていただき
ます。

◆21 日（金・祝）18：00

大阪･大阪市

ジョン・ビリングコンサート

演奏 :ジョン・ビリング 小倉さちこ 他
会場 :サクラファミリア教会
主催 : 松葉智穂
問合せ:lala.lyre.harmony.@gmail.com
又はFax 0774-26-2556

