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■響会発行の以下の 12 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、
9号

（すべて付録楽譜付）
（会員の方には11 号まで販売しています。
）
各号とも 会員 1800 円 一般 2000 円
＊特に 6 号〜 9 号は在庫が沢山あります。
一般の皆さんにもどうぞご案内ください。コピーはご遠慮ください。

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 一般 3200 円

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/

会員のみなさま
新年おめでとうございます。
2015年をどのようにスタートされたでしょうか。
ライアー響会では、
これまで何人かの海外のゲストをお招きしています
が、昨秋にはドイツからG.バイルハルツさんが来日されました。
ライ
アーの 誕生と発展に貢献した人たちを豊富な知識と情報をもって、
し
かも心に残る言葉で熱く語ってくださいました。
すでに11回目となった
「会員の集まり・ライアー東京2014」
に集った方々にも、
ライアーを大
切にする彼の想いと愛が届いたと思います。
さて、第Ⅻ期の活動も半分を過ぎましたが、
６月までにまだいろいろな
催しが続きます。ぜひご参加いただき、学び、交流を深めつつ、
ライアー
とのひとときをすごしましょう。

■会報編集委員より

会報１１号、もう読まれましたか？ 昨年末に最新号がお手元に届いた
と思います。
今 号は巻頭に昨年９月のＧ.バイルハルツさんによる講演とワーク
ショップの模様を丸ごと掲載しました。わかりやすい言葉で語ってく
ださり、また彼のライアーへの熱い想いにも触れ、私たちの理解も一
段と深まったのではないでしょうか。参加されなかった方も、ぜひお
読みください。
他も読み応えのある内容となっています。読後の感想、ご意見なども
お寄せください。
＊お詫び：本誌35ページ左上の写真のお名前が「ローター・ロイプケ」となっ
ていますが、正しくは「エドムント・プラハト」です。申し訳ありません。お手数
ですが訂正をお願いします。

■楽譜委員会より

会報付録楽譜、今号は、イギリス、アイルランド民謡3曲、モーツァルト
作品3曲、バイルハルツさん編曲作品4曲、祝祭の音楽2曲、北アメリ
カライアー協会からの作品等、多彩な内容になっています。1月25日
（日）の講座「最新号の会報付録楽譜を弾こう！」
（10:00〜15:30
早稲田奉仕園）では、全曲、弾いてみたいと思っています。曲にまつ
わる楽しく為になるお話なども交えながら、ゆったり進めていきたい
と思います。弾かないで、聴いていてくださっても大丈夫です。6名の
楽譜委員が、やさしくエスコート致します！どうぞ、気楽にご参加くだ
さい。

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〜」
会員 2300 円
（１冊に限り） 一般 2500 円

＊いずれも郵送の場合、別途送料がかかります。
申込先： E-mail hibiki@leierkyokai.jp
Fax 047-372-2807（水野）

◆ 会員のための講座 No.22

「２回シリーズ

〜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〜」

2014 年 10 月 26 日
（日）
10：00 〜15：30
会場：大倉山記念館 第10 集会室
11 月 24 日
（月・振替休日）10：00〜15：30
会場：みどり野幼稚園ホール
講師：工藤咲良
10月26日、11月24日の２日間、
『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』という講座に参加しました。音楽療法やア
ンカヴァーリング・ザ・ヴォイスと呼ばれる歌唱法には以前から興味
があり、何度か他の講座に参加したり、声のレッスンを受けたことも
ありますが、今回、咲良さんのかもし出すなんとも言えないゆっくりと
した時間の中で大変贅沢な体験をさせていただきました。そして、き
ちんとした理論に裏付けされたレッスンでしたので、いちいち納得し
たのでした。頭と思考(思考を鮮明に保ち！)、下肢と意志(余計な力を
抜くと足の先まで声が届く！)、胸の領域(豊かな音楽が形作られ
る！)……なかなか言葉で表現するのは難しいですが、またあの時間
に帰りたいと思います。そして、咲良さんの奏でる音色と声のファンに
なってしまいました。このような講座を開いてくださったライアー響会
と工藤咲良さんに感謝します。ありがとうございました。

◆ライアーオーケストラ発表コンサート 2014

2014 年 11 月 29 日
（土）
14：30 〜
会場：横浜・磯子区民文化センター 杉田劇場
昨年の11月29日、歴史ある杉田劇場に於いて、ライアーオーケストラ
第６期の発表コンサートを行いました。2013年２月に第６期がスター
トし、発表コンサートまでの１年10ヶ月という期間の中で、33名の参
加者の皆さまと一緒にオーケストラの響きを作り上げてきました。第
６期の集大成となるこの発表コンサートの舞台で、参加者誰もが輝
いていました。さらに４名の方々の指揮には大きな包容力があり、緊
張感のあるなかでも、皆さんリラックスして臨めたように思います。そ
して何より来場してくださったたくさんの方々に私たちの響きを届ける
ことができ、喜び一杯の日となりました。今年２月１日より第７期がス
タートします。さらなる新たな響きを楽しみにしております。

◆公開講座 No.33

◆公開講座「みんなで楽しくライアーを弾こう！ ２」

「音楽療法の楽器としてのライアーの仲間たち

〜ライアー・ボルドゥンライアー・タオライアーなどを体験する〜」

2015 年 1 月 12 日
（月・祝）
10：00 〜 15：30
会場：みどり野幼稚園ホール
講師：工藤咲良
ベルリンでアントロポゾフィー音楽療法を学ばれた工藤咲良さんの
講座です。始めは工藤さんの静かなライアー演奏で始まりました。そ
の後は身体を使ったリズムの体験。そして2人1組でボルドゥンライ
アーで会話するように音の受け渡しを行いました。またタオライアー
がどのようにして出来たのか、工藤さんご自身が音楽療法やタオラ
イアーとどのように関わって来られたのかのお話をしてくださいまし
た。後半にはタオライアーの演奏を聴かせていただき、なめらかで粒
をそろえた音を出すために、音をよく聴くこと、身体の力を抜くことの
大切さを体験しました。音楽療法やタオライアーに興味を持つ方が
多いなか、たくさんの質問が出てお答え頂きました。今にふさわしい
講座でした。

開催のお知らせ

2015 年 5 月 10 日
（日）
10：30 〜 15：30
会場：早稲田奉仕園６ＡＢ
昨年１月に引き続き公開講座「みんなで楽しくライアーを弾こう！」シ
リーズ２回目を、5月10日（日）早稲田奉仕園にて開催します。今回、季
節も変わり、レーゲンボーゲン曲集の中から「五月祭」
「まっ白な小鳥」
など、
『四つの日本のわらべうた』曲集から「ほたる」を全員でアンサン
ブルをして楽しみます。また今年は、毎年５月に開催しておりました「会
員のための交流のつどい」が、自由学園明日館耐震工事の為、お休み
となりますので、ソロやグループでの演奏を是非、この機会にお聴か
せください。演奏曲はレーゲンボーゲン曲集及び、これまでのライアー
響会会報付録ライアー曲集ひびきの中から自由に選曲しエントリーし
ていただく予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。詳しく
は後日お送りするチラシをご覧ください。

今後の響会の催しの予定
1月 25 日（日）会員のための講座 No.23「最新号（11号）の付録楽譜を弾こう！」
東京･早稲田奉仕園セミナーハウス
2 月1日（日）
・4 月19 日
（日）
「ライアーオーケストラ第 7 期」
第1回目練習、第 2 回目練習
横浜・みどり野幼稚園ホール
2 月11日（水・祝）
「ライアー教師のためのコース」
第 2 期第 9 回目
東京･早稲田奉仕園スコットホール2 階 222 号室
2 月 16 日（月）
・4 月 6 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」第18 回、第19 回
東京･ルノアール会議室

3 月15 日（日）会員のための講座 No.24「ライアーについてもっと知ろう！Ⅱ」
東京･早稲田奉仕園セミナーハウス
4 月 26 日（日）
「ライアー教師のためのコース」第 2 期まとめの会
東京・早稲田奉仕園スコットホール２階 222 号室
5 月 10 日（日）公開講座 No.34「みんなで楽しくライアーを弾こう！ 2」
東京・早稲田奉仕園 6AB
5 月 23 日（土）
・24 日
（日）
「ライアーオーケストラ第 7 期」合宿
千葉・南房総富浦ロイヤルホテル
6 月 21 日（日）会員のための講座 No.25「歌声の響きをつくるⅦ〜ライアーの響きにふさわしい歌い方とは〜」
東京・Leier Studium Haus

会員が関わるコンサートや講座のお知らせ

3

4

月 March

◆2 日（月）19：00

神奈川･横浜市

光枝康子リサイタル
〜ライアーで春を歌う〜

演奏 : 光枝康子
会場 : 横浜市鶴見区民文化センター
「サルビアホール」
３階音楽ホール
主催 :くるみの木
問合せ:090-8509-3136
yasuko414mitsueda@i.softbank.jp

◆26 日（木）19：00

東京･新宿区

ミューズが奏でる〈春〉

演奏 :ライアーアンサンブル ミューズ
（島崎篤子 芝山恭子 高木芙二子）
会場 : 近江楽堂（オペラシティ３階）
問合せ：T/F 042-384-7557 高木
E-mail leiermoon@gmail.com 芝山

現在ある情報から

月 April

7

月 July

◆11 日（土）12 日（日）10：00 〜15：30

◆5 日（日）①11:00 ②14:30

ライアー講座

演奏 :つくばライアーの響き
会場 :つくば文化会館 アルス
主催 :つくばライアーの響き
問合せ:T/F 0297-68-7538
leiermoon@gmail.com

茨城･つくば市

講師：田原眞樹子さん
会場：つくば市ふれあいプラザ多目的ホール
主催：つくばライアーの響き
問合せ:T/F 0297-68-7538
leiermoon@gmail.com

6

月 June

◆6 日（土）7 日（日）両日共 14：00

愛媛･今治市

ろくめぐりハープ＆ライアーコンサート
演奏：まかな瑠音 Ｎａｌｕ
会場：ふるさと美術古墳館
主催：Space Makana&Nalu
問合せ：0898-35-4858
makanaluon@gmail.com

茨城･つくば市

七夕ライアーコンサート

ライアー響会会員が関わるコンサート
や講座がある場合、ライアー響会までお
知らせください。できる限りインフォメ
ーションとしてお伝えしていきたいと
思います。
以下の項目で情報をお送りください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

開催する都道府県名
日にち
（時間）
タイトル
（演奏会・講演・講座等）
演奏者または講師
会場
主催
問い合わせ先

