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■運営委員会より「交流のつどい」
の今後について
ライアーを弾く人たちが、互いに奏で、聴き合える機会と
して、2005年より「交流のつどい」がはじまりました。それから
10年、たくさんの方にご参加いただき、またたくさんの方が聴
きに来てくださり、本当に感謝しております。
2015年より、会場となる自由学園明日館講堂が 耐震工事
のため利用できず、現 在は「みんなで 楽しくライアーを弾こ
う！」という公開講座を開催し、関東・関西で交流を深めてい
ただいております。
今年の夏より自由学園明日館講堂が 利用可能になります
が、今後交流を深めていくには、どのような形にしていったら
いいのか、運営委員の間でも話し合っております。
「あまり大人数ではない、現在行われているような講座が
よい」か、
「普段聴くことができないいろいろなライアーの響き
を聴いたり、ソロ・グループ演奏が聴ける機会が欲しい」、
「グ
ループ数を決め、ゆったり聴きたい」、
「 あれば参加したい」な
ど、皆様の想いをライアー響会までお聞かせください。
hibiki@leierkyokai.jp
どうぞよろしくお願いいたします。

◆公開講座 No.40
「音楽療法の楽器としてのライアー＆タオライアー
2017年1月9日（月･祝）10：30〜15：30
会場：横浜・みどり野幼稚園ホール
講師：工藤咲良

〜体験とともに〜」

今回はライアーを持って集い、耳を澄まして響きを感じ合い、工藤
さんご自身の作品「黄道十二宮」のタオライアー演奏により、工藤さ
んの呈示や問いかけに皆で考え、共有し、分かち合いました。
個から繋がりへ、響きからメロディーへと、うねり・表情が生まれ
ます。弾き方を学びながら、呼吸〜感覚〜発見へ…シュタイナーがつ
くったかと云われる古いフランスの民謡にそっくりの、愛らしい調べ
…何人かつま弾いてみる…目を閉じて響きに耳を傾ける…するとそ
れは音のふるさとからやってきて、その人の魂の中を通り抜け、私の
中にやってくる…あぁ〜！とその人を感じ感動します。
響きを通して互いの内なる光に出会い、溶け合う。

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、
13号
（すべて付録楽譜付。一般の方には11 号まで販売しています。
2 号、
４号、
５号、
７号残部僅か。
３号は完売しました。）
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 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
〈価格・送料について〉
＊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

心に残ったものは正にアントロポゾフィー、自己認識への道でした。
タオライアーは、月・水星・太陽・木星の４音です。工藤さんの朗
読により、星座の意思にはっとしながらも、星々を通ってくる我々は、
この４音によってカルマを溶かされ自由を得、解放されていきます。
年明けにふさわしい、深く密度の濃い講座でした。
響きとは何か？
私たちは何を求めて
何処へゆくのか？
自由と解放…
果てしなく終わりなき旅…

◆ 会員のための講座 No.32
「最新号（13号）の会報付録楽譜を弾こう！」
2017年1月29日(日) 10：30〜15：30
会場：東京・早稲田奉仕園 You-I ホール
世話人：楽譜委員会

光の春を感じさせる晴天のもと、会報付録楽譜13号秋冬号を全曲
弾く会に、25人の方が参加しました。楽譜委員会（私もその一人で
す）によるナビゲートで、約４時間半で全21曲をたっぷり演奏しまし
た。一人ではなかなか全曲に目を通すことは難しい作業ですが、25
人で一曲一曲、パートごとに練習し、合わせていく手順で、いつの間
にか全曲を演奏できるこの一日は、とても達成感と満足感に包まれ
ます。楽譜委員による曲の解説やエピソード、関連資料のおみやげ
も、この講座の魅力のひとつです。そしてここでしか味わえない即興
演奏やアレンジも聴くことができました。光や雪の曲では、グロッケ
ンやメルヘンクーゲルが登場し、さらに豊かな響きの世界が広がりま
した。
毎年、この講座を楽しみにされて、福岡や群馬など遠方からのリ
ピーターの方もいらっしゃいます。今後も、みんなで集まって、楽譜
を音に、響きにするこの会を楽しみにしています。

ライアー響会のFacebookフェイスブックができました。
登録名：ライアー響会
@Lyre.Association.of.Japan
https://www.facebook.com/Lyre.Association.of.Japan/

会員のための講座や、公開講座の告知を中心に、皆様にお知らせ
できるページにしたいと思います。
是非ご活用くださいませ。

今後の響会の催しの予定
5 月 20 日（土）
・21 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 4 日（日）「ライアー教師のためのコース・３期」１年次２回目

市川・市川駅南公民館

6 月 11 日（日） 会員のための講座 No.33「歌声の響きをつくるⅨ〜ライアーの響きにふさわしい歌い方とは〜」
東京・Leier Studium Haus

6 月 19 日（月）公開講座 No.42「初心者のためのライアー入門講座 2017」

川崎・アトリエくらむぼん

9 月 15 日（金） ライアー教師の会 第 10 回

東京・成美教育文化会館

9 月 16 日（土）17 日（日） 会員のための集まりNo.14「ライアー 2017 東京」

東京・成美教育文化会館

9 月 18 日（月・祝）
「ライアー教師のためのコース・３期」１年次 3 回目

東京・成美教育文化会館

9 月 24 日（日）公開講座 No.43「ジョン・ ビリングとバッハのハーモニーを楽しもう！」
（仮）

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
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月 April

◆30 日（日）14：00

東京･中野区

現在ある情報から

10 月

月 August

◆2 日（水）〜6 日（日）

北海道･伊達市

ひびきの村 サマープログラム 2017
東京アトリエワークショップ
「輪・和の中のわたし・楽曲＆即興」 「ライアーワークショップ」
演奏 / 講師 :ランベール甲斐 あきよ
会場：Space415
主催：療法的音楽アトリエベル
問合せ：http://www.atelier-belle.comの
メールボックスまたはFacebook
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月 May
東京･港区

ホリスティックコミュニティデイ

演奏 :リラ・コスモス
会場 :ホリスティックウェルネス乃木坂スタジオ
主催 :ホリスティックウェルネス
問合せ：k-takai@holisticwellness.jp( 高井 )

◆28 日（日）第１部 13：30

第２部 16：00
神奈川・川崎市

ライアーとうたコンサート

演奏：牛山了子
会場：アトリエくらむぼん
問合せ：Fax 046-275-7003( 堀 )
yoko-cowmt@docomo.ne.jp( 牛山 )

月 June

◆24 日（土）14：00

◆25 日（金）〜29 日（火）

京都･京都市

ライアーワークショップ

◆21 日（日）14：00〜14：30
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講師：吉良 創
会場：ひびきの村
主催：NPO 法人 人智学共同体ひびきの村
問合せ：http://www.hibikinomura.org/

神奈川･横浜市

コスモスファミリー ライアーコンサート
演奏：コスモスファミリー
会場：サルビア音楽ホール
主催：杉本照代
問合せ：hibikuyo41010@ybb.ne.jp

◆25 日（日）午前の部 11：00
七夕ライアーコンサート

午後の部 14：00
茨城･つくば市

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: 芝山 T/F 0297-68-7538
leiermoon@gmail.com

〜世界の平和と我々の内なる調整のために

講座Ⅰ 経験者対象 25日〜 26日
講座Ⅱ 初心者対象 27日①10：00 ②13：00
講座Ⅲ タオセミナー 27日16：00
講座Ⅳ 交流会＆参加者ミニコンサート
27日18：00
講座Ⅴ 上級者、指導者対象
28 〜 29日
講師：スザンネ・ハインツ
会場：京都教育文化センター
主催：関西ライアーの会 松葉智穂
問合せ：lyre4321@gmail.com
090-5928-3027
※講座Ⅲのタオセミナーは、
ライアーを持たな
い方も参加できます。なお講座Ⅱ、
Ⅲ、
Ⅳは満
席になり、
キャンセル待ちです。
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October

◆15 日（日）14：00

茨城･つくば市

つくばライアーの響き
16th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

◆29 日（日）14：30

東京・西東京市

たらさんずきら星コンサート

演奏：たらさんずメンバー
会場：Leier Studium Haus
問合せ：Fax 048-591-5394（細井）
sora-nak@dolphin.ocn.ne.jp（中川）

11 月

November

◆26 日（土）14：30

東京・世田谷区

みなさんと一緒に ( 未定）

演奏 : 皇恭子、江原延子と生徒さんたち
会場 : 下北沢アレイホール
主催 : 皇恭子・江原延子
問合せ:osakegubi@rose.odn.ne.jp（江原）

月 September

◆2 日（土）19：00

大阪･豊中市

アイリッシュナイト・コンサート

演奏：ジョン･ビリング
（ライアー）
/
小松崎健（ハンマーダルシマー）/
高野陽子（唄･バウロン）
/
にしかわさとこ
（アイリッシュ･フルート）
会場：豊中市立文化芸術センター
主催：Atelier la luciole 夏本道子
問合せ：080-3786-7038

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

