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会員のみなさま
春になりました。ライアーの響きと共に、この季節を
楽しんでおられることと思います。
さて、２月の音楽療法に関する講座に続き、公開講座
「みんなで楽しくライアーを弾こうin 関西」を京都で行
います。すでにご案内がお手元に届いていることと思い
ますが、関西以外の方の参加もお待ちしています。ま
た、会員以外で、ライアーを弾いておられる方にもぜひ
お知らせください。春の響きを楽しむ、よき交わりの時
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間になることを楽しみにしています。

◆ 会員のための講座 No.29
◆公開講座 No.36
「音楽療法の楽器としてのライアーの仲間たち in 京都」 「ライアーについてもっと知ろう！ Ⅲ」
2016年2月7日（日）10：00〜15：30
会場：京都・こどもみらい館 講師：工藤咲良

立春を過ぎ、
「 光の春」と呼ばれる季節に開かれた、音楽療法士
の工藤さんを講師にお招きしての、京都で初めてとなる講座で
は、多くの参加者が工藤さんの奏でられるライアーの美しい響き
と歌声、その実体験に基づいた滋味ある貴重なお話に外の寒さを
忘れて聞き入りました。ライアーを、
「そこにそのままいることを
許してくれる楽器」と語られる工藤さんの言葉に深く共感し、ラ
イアーを弾くことの意味について思いを新たにした清々しい一
日となりました。工藤咲良さん、お世話下さった皆様、どうもあり
がとうございました。

2016年3月6日（日）10：30〜15：30
会場：早稲田奉仕園セミナーハウス 101 号室
講師：井手芳弘

瞑想についてのお話から始まった。瞑想とは、かつては自分の内
側に入ることだったが、現代では外側に向かうことに変貌した。
「自
分の周りにある物質の中にある精神性は、その物質を愛情を持って
見た時に開示される」。それが現代における瞑想の意味である。
井手さんは、昨年の春、ホルスト・ニーダー氏の「ザーレム」という
工房を訪ね、2週間でソプラノライアーを作られたそうだ。その時に
撮影された工房でのニーダー氏の作業の様子や、氏が日課としてい
る散歩道などの写真がスライドで紹介された。仕上がったキンダー
ハープの底に手で工房の名を彫るニーダー氏の姿に、私は職人とし
ての責任と誇りを感じた。
「ザーレム」という名の由来は、ヘブライ語
で「自由」という意味だそうだ。この工房では、極力手作業にこだわ
り楽器に愛情を注いでいる。また、井手さんがニーダーさんから伺っ
たライアー誕生の秘話や、新しいライアーの構想についての興味深
い話もあった。
ライアーを見て、この楽器が誰の手によって丹念に作られ、この木
がどんな森で育ったかを愛情をもって見つめることができれば、木
材の精神性にまで目が開かれ、自ずと楽器に対する思いを乗せて演
奏できる気がする。演奏者は、森と職人から深い精神性を受け取
り、聴いてくださる方々に良い表現を通してその精神性を手渡す役割
を担っているのだ。

■響会発行の以下の 18 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。
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、
11号、
12号

（すべて付録楽譜付）
（一般の方には10 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〜」
（残部僅か）

会員 2300 円
（１冊に限り） 一般 2500 円

⑤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。
「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
＊いずれも郵送の場合、別途送料がかかります。
(⑤は４冊セットでご注文の場合、送料無料 )
申込先： E-mail hibiki@leierkyokai.jp

今後の響会の催しの予定
5 月 14 日（土） 公開講座 No.37「みんなで楽しくライアーを弾こう！ in 関西」

京都・右京ふれあい文化会館

5 月 21 日（土）
・22 日
（日）「ライアーオーケストラ第 7 期」
合宿

横浜・上郷・森の家

6 月 12 日（日） 会員のための講座 No.30「歌声の響きをつくるⅧ〜ライアーの響きにふさわしい歌い方とは〜」
東京・Leier Studium Haus

9 月 16 日（金）第９回ライアー教師の会

東京・成美教育文化会館

9 月 17 日（土）18 日（日）会員のための集まりNo.13「ライアー 2016 東京」

東京・成美教育文化会館

会員が関わるコンサートや講座のお知らせ

4

5

月 April

◆9 日（土）14：00

富山･富山市

牛山了子ミニコンサート
& ワークショップ

会場：富山モントリヒト
主催：ロータス
問合せ：sayuri.osaka@gmail.com
090-2839-3918( 大坂 )

◆17 日（日）13：30

神奈川･鎌倉市

小さな森の中で

〜癒しの竪琴ライアーコンサート
演奏：リラ・コスモス
会場：どんぐり工房 ( 稲村ヶ崎 )
主催： LYRA
問合せ: kokoko5050@gmail.com

◆22 日（金）19：00

東京･新宿区

クラヴィコード( 古典鍵盤楽器 )と
ライアーの夕べ
演奏：森澤登志子 高木芙二子
会場：オペラシティ 3 階 近江楽堂
問合せ：T/F 042-384-7557
foo-takagi@mbn.nifty.com

◆23 日（土）①14:00 ②18:00

東京･渋谷区

NOLA・小さな鐘のひびき

演奏：ライアリスタ・ノラ
会場：MUSICASA (ムジカーザ）
問合せ：小林 Haty824@gmail.com
Fax 048-671-3588

◆24 日（日）15：00

京都･京都市

ライアーガルデンコンサート

演奏：ライアーガルデン＆麻呼
会場：錦鱗館
主催：淺山泰美
問合せ：T/F 075-722-5782（アサヤマ）

現在ある情報から

10 月

月 May

◆14 日（土）①13:30 ②16:00

神奈川･川崎市

木の歌・牛山了子
ライアーとうたコンサート

OCTOBER

◆15 日（土）14：30

神奈川･川崎市

オータムライアーコンサート

会場：アトリエくらむぼん
問合せ：ryoko.cowmt@gmail.com
Fax 044-844-9026( 牛山 )

演奏 :くらむぼんの仲間たち
会場 :アトリエくらむぼん
問合せ: 堀 T/F 046-275-7003
krmbn@goo.jp

◆22 日（日）15：00

◆16 日（日）14：00

大阪･池田市

響 -HIBIKI-

演奏 :ライアーアンサンブル エリーゼ
会場 :マグノリアホール
主催 :ライアーアンサンブル エリーゼ
問合：jcamano5@gmail.com
Fax 072-763-2552 伊與部 (いよべ )

6

月 June

◆26 日（日）11：00、14：30

茨城･つくば市

七夕ライアーコンサート

演奏 :つくばライアーの響き
会場 :つくば文化会館アルス、
アルスホール
主催 :つくばライアーの響き
問合せ：0297-68-7538
leiermoon@gmail.com

7

月 July

◆2 日（土）10：30

茨城･つくば市

つくばライアーの響き
15thコンサート

演奏 :つくばライアーの響き
会場 :つくば 惠光寺
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

11 月

Novenmber

◆20 日（日）14：00

福岡･太宰府市

音賀以の会ライアー発表会

演奏 : 福岡ライアー、
リュラ・アルファ、
ことのわ、
リラ・アウローラ、虹の音、
その他
会場 : 太宰府館 まほろばホール
主催 : 田原眞樹子
問合せ：
castalia̲m.t.lapis@zf6.so-net.ne.jp

神奈川･横浜市

ライアー「和」のコンサート
演奏：リラ・コスモス
会場 / 主催：坐月一葉
問合せ：045(504)8588( 坐月一葉 )
kokoko5050@gmail.com

◆28 日（木）19：00

奈良･奈良市

人と星々
詩と音楽とオイリュトミーの夕べ
演奏 :ライアーアンサンブル エリーゼ
会場 : 奈良県文化会館小ホール
主催 : 国際エクストラ・レッスン大会
ジャパン2016
問合せ：yuka4761@cpost.plala.or.jp
石黒 由佳

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

