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◆ライアー2015東京 会員のための集まり No.12
　2015年9月12日（土）、13日（日）　成美教育文化会館
　12回目となりましたライアー2015東京も、初参加の7名の方々
を含み、のべ86名の全国の会員の皆さんが集い、ライアーの響き
に満たされた充実した二日間を無事過ごしました。
　全体の集まりでは、後藤寛子さんに“キンダーハープについて”
のお話とデモンストレーションをして頂きました。今夏アメリ
カ・デトロイトで行われた「ライアー国際大会2015」に参加の方々
の報告もありました。

◆第 8回 教師の会が開かれました。
　9月11日（金）18:00 ～20:00、ライアー教師の会が成美教育文化
会館一階ギャラリーにて持たれました｡参加人数は11名でした。自己
紹介、近況報告の後､今夏デトロイトで開催された国際大会の教師
の会に参加された八幡さんから､分科会についての報告、分科会を
持たれたランベール甲斐あきよさんから､内容や趣旨についてお話を
伺い､皆で意見交換をしました｡近況報告では､新しいライアーの紹介
などもあり､よい刺激になりました。最後に､人智学の理念に基づき運
営されているベルリンの病院に音楽療法実習に行った川村が体験談
を話し､こちらも質問が様々出て､全体として活気のある会になりまし
た。会の締めくくりに､全員でカノン「Abendstille 夕べの静けさ」を
演奏しました。

◆会員のための講座 No.26 
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
　2015年10月12日（月・祝）10:00～15:30
　会場：横浜・みどり野幼稚園ホール
　講師：工藤咲良
　今回の講座では、視覚に頼らず触覚を頼りにしてライアーを奏で
る体験をしました。目を閉じて弾くと、耳が開いてより深く音を聴け
るようになるだけでなく、ライアーから奏でられて出てくる音そのも
のも、より深い音になっているのが不思議でした。 
　「声を出すこと」では、脱力して「基礎音」（Grundton)を しっか
り発声することで、高い音域の声を獲得する試みをしました。どち
らの体験も、参加者のみなさんも新たな発見をされたように見受け
られました。ワークの合間に工藤さんに演奏していただいた 「小さ
な木の実」などの響きは、穏やかな秋の日に印象深いものとなりま
した。

◆会員のための講座 No.27 
フリーベさんとライアーを弾こう！
　2015年11月8日（日）10:30～16:00会場：みどり野幼稚園ホール
　講師：ウォルフガング・フリーベ　通訳：猿谷利加
　今回の講座には雨の降る中、定員を上回る50人近くの参加者が
ありました。
　午前中は、フリーべさんのお持ち下さった楽譜を、午後はレーゲ
ンボーゲンの中から三曲（47.48.49の曲、これは三曲がセットで秋
をイメージした曲だそうです）と事前に配布された二曲を弾きました。
　パートごとに別れて合わせる中、私はライアーはバランスであると
いうお話が印象に残りました。
　ライアーと自分との距離、右手と左手、パートごとの音の響き、
緊張と緩み、安定と不安定、全てバランスが大事とお話されました。
緊張してしっかり握っていたら、何も動かないし受け取れない。離し
て受け取れる。安定とは動きを通してやってくる。いつもそこには動
きがあって、着地した点と出会い次に進む、そして未来は自分に近
づいてくる。そういった１つ１つの言葉が、生きることへのアドバイ
スとも取れる素晴らしい講座でした。
　50人の演奏は、音が離れたり近づいたり、アルトの低音に支え
られながらソプラノの高い音が重なって、素晴らしい音が会場いっ
ぱいに響きました。
　通訳をして下さった猿谷利加さんも、フリーべさんの意図する心
を伝えて下さり、豊かな表現でとても分かりやすく楽しかったです。
ありがとうございました。

  今後の響会の催しの予定

11月23日（月・祝） 「ライアーオーケストラ第7期」第6回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

2016年1月11日（月・祝） 公開講座No.35「タオライアーを弾いてみよう！～弾くときに前提となる‘聴くこと’を学びながら～」  
        横浜・みどり野幼稚園ホール

1月17日（日）  「ライアー教師のためのコース・2期」補講  東京･早稲田奉仕園セミナーハウス

1月24日（日） 会員のための講座No.28「最新号（12号）の会報付録楽譜を弾こう！」 東京･早稲田奉仕園セミナーハウス

2月7日（日） 公開講座No.36「療法楽器としてのライアー＆タオライアー in京都」 京都・こどもみらい館

2月11日（木・祝） 「ライアーオーケストラ第7期」第7回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

3月6日（日） 会員のための講座No.29「ライアーについてもっと知ろう！Ⅲ」 東京・早稲田奉仕園セミナーハウス

4月3日（日） 「ライアーオーケストラ第7期」第8回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール



会員が関わるコンサートや講座のお知らせ　現在ある情報から

◆14日（土）14：00　神奈川･横浜市
山手111番館アットホームコンサート
演奏:リラ・コスモス　会場:山手111番館
主催:横浜市緑の協会

◆15日（日）16：00　神奈川･横浜市
ジョン･ビリング ライアーコンサート
会場･主催:横浜シュタイナー学園

◆21日（土）10：00／15：00　茨城･日立市
ライアーワークショップ＆コンサート
講師･演奏:ジョン･ビリング
会場:うのしまヴィラ　主催:ひたちライアーの奏
問合せ:根本裕美 090-4129-2414
kyklos@hotmail.co.jp

◆23日（月）WS10：00 Con14：30 福島･郡山市
音楽ワークショップ＆ライアーコンサート
講師･演奏:ジョン・ビリング
会場：W.S 郡山市中央公民館 Con 郡山公会堂
主催:郡山ライアーの会
問合せ:カシオペア utk@cassiopeia.co.jp 
024-952-7583

◆28日（土）11：00、15：00　大阪･箕面市
2台のティアードロップライアー・デュオコンサート
演奏:ジョン・ビリング 松葉智穂
会場:アトリエ・リュシオル　主催: 松葉智穂
問合せ:松葉 lyre4321@gmail.com 
090-5928-3027

◆29日（日）14：00　東京･葛飾区
コスモス ガルテン ライアーコンサート
アドベントの響き
演奏:コスモス ガルテン
会場:コミュニティースペース 空の杜
問合せ:水野 tamapixy417@icnet.ne.jp
T/F 047-372-2807

◆29日（日）15：00　大阪･大阪市
ライアーと歌のコンサート+スライド・ショー
演奏:ジョン・ビリング 高野陽子
会場:Cafe&Gallery KATACHI
問合せ:高野 takanoyoko@gmail.com

◆1日（火）①11：00 ②14：30 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
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:芝山 T/F 0297-68-7538 
leiermoon@gmail.com

◆2日（水）親子13：30 大人14：15  大阪･吹田市
親子クリスマスコンサートと
大人の為のコンサート
演奏:池末みゆき ジルフェ
会場:吹田市文化会館 メイシアター 小ホール
主催:ジルフェ

問合せ:伊藤 lilac.mitsouko@gmail.com  
090-6915-7871

◆3日（木）10：00　京都･京田辺市
池末みゆきライアーワークショップ
講師:池末みゆき
会場:京田辺市立社会福祉センター
主催:京田辺ライアーの会
問合せ:松葉 lyre4321@gmail.coｍ 
090-5928-3027

◆5日（土）14：00　千葉･佐倉市
クリスマス ライアーコンサート
演奏:ジョン･ビリング 佐倉王子台チャペルの仲間たち
会場:佐倉王子台チャペル　主催:佐倉ライアーの会
問合せ:riekoyahata@gmail.com
080-1154-8372

◆5日（土）14：00、16：00　東京･大田区
クリスマス ライアーコンサート
演奏：アンジェリカ
会場･主催:絵本屋 ティールグリーン
問合せ：03-5482-7871(ティールグリーン)

◆6日（日）第1部 11：00  第2部14：30
東京･ 東久留米市

南沢シュタイナー子ども園開園20周年記念
ライアーコンサート
第1部 吉良 創、平井久仁子と南沢ライアーアンサンブル
DUO、ジョン･ビリング／第2部 南沢ライアーアンサンブ
ル、Leier Trio A.K.I ジョン･ビリング
会場：成美教育文化会館 グリーンホール
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

◆9日（水）18：30　神奈川･横浜市
コスモス ガルテン ライアーコンサート
アドベントの響き
演奏:コスモス ガルテン
会場:神奈川区民文化センター　かなっくホール
問合せ:杉本 hibikuyo41010@ybb.ne.jp
T/F 045-717-7153

◆9日（水）10日（木）18：30　東京･豊島区
ライアートリオの夕べ 2015
演奏：Leier Trio A.K.I (相川容子、吉良 創、泉本信子）
会場：自由学園明日館
主催：Leier Trio A.K.I
問合せ：leiertrio@aol.com

◆12日（土）14：00　大阪･吹田市
「クリスマスの集い」コンサート
演奏:ライアーアンサンブル「エリーゼ」
会場:吹田市立千里市民センター
主催:伊與部(いよべ)敏恵
問合せ：Fax 072-763-2552   
jcamano5@gmail.com

◆13日（日）W.S 9:30 Con 13:30 大分･大分市
ライアーワークショップ コンサート
講師･演奏:ジョン・ビリング､ライアーアンサンブルふう
会場:帆足本家 酒造蔵

主催:ライアーアンサンブルふう
問合せ:平石 hiyocco@docomo.ne.jp 
090-2503-1450

◆17日（木）19：00　兵庫・西宮市
ウィッシュ オブ ガイア
　～ ジョン・ビリング＆みつゆきコンサート
演奏：ジョン・ビリング みつゆき コンソルト・ハルモニア
会場：兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール
主催：アトリエ・リュシオル
問合せ:夏本 michiko.n.1433191@i.softbank.jp  
080-3786-7038

◆19日（土）14：00　兵庫･芦屋市
クリスマス　ライアーコンサート
演奏:ジョン･ビリング　八幡理恵子
会場:芦屋サロンクラシック　主催:芦屋西宮ライアーの会
問合せ：riekoyahata@gmail.com  080-1154-8372

◆20日（日）14：00　京都･京都市
「クリスマスの集い」コンサート
演奏：ライアーアンサンブル「エリーゼ」
会場：La Neige　主催:伊與部(いよべ)敏恵
問合せ：Fax 072-763-2552   
jcamano5@gmail.com

◆25日（金）14：00、15：30　神奈川･横浜市
響きの森ライアーと歌のコンサート
会場:横浜市青葉台フィリアホール・リハーサル室
主催:原口理恵、宮沢あけみ
問合せ：rieh0518@hotmail.co.jp  080-1308-6021

◆26日（土）14：00　東京･渋谷区
東京ライアーアンサンブル演奏会
会場：代々木の森　リブロホール
問合せ：皇042-722-4788　090-1460-0862  
kyokoclara@docomo.ne.jp
高木042-384-7557  080-5502-7557  
foo-takagi@mbn.nifty.com

◆27日（日）17：00　東京･狛江市
手作りライアー響演会
演奏･講師 :井手芳弘 他　会場:泉の森会館ホール
主催:狛江シュタイナー教育の会 末松
問合せ：steiner_labo_komae@yahoo.co.jp
090-3697-9451

2016

◆25日（金）26日（土）10：00～15：30茨城･つくば市 
ライアー講座
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:芝山T/F 0297-68-7538 leiermoon@gmail.com

★響会ニュースでは、会員が関わる講座、コンサートの情報
を掲載しています。ここのお知らせの記載に倣い、各項目の情
報をhibiki@leierkyokai.jp またはFax 077-529-1703
(小野)宛にお送りください。尚、掲載範囲は会員自身や、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､ライアーに関わる催しとします。会員が関わらない催し
に関しては掲載いたしません。また、ニュース発行以外の時期
にも、上記宛に情報をお寄せくだされば、随時、HPに情報を
掲載いたします。

11 月  November

12 月  December
3 月  March

■響会発行の以下の16冊を販売しています。
　希望される方は響会にメールでお申し込みください。＊送料別途

　①ライアー響会会報
 　創刊号、２号、４号、５号、６号、７号、8号、9号、10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
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

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
⑤　New コリン・タンサー楽譜
「ライアー2006ベルファスト」でインターナショナル・ライアー・オーケス
トラのための「Everyman」を作曲＆指揮をしたコリン・タンサーの楽譜集
を販売しています。 　★４冊セット 送料サービス
「A Circle of Songs」  会員2000円　一般2200円
「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円
「Songs of the Trees」 会員1400円　一般1600円
「Songs of the Seven Planets」 会員1200円　一般1400円


