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◆ライアー 2017 東京 会員のための集まり No.14
2017年9月16日（土）17（日）
会場：成美教育文化会館

9月16日、17日の2日間にわたり「ライアー2017東京」が開催され
ました。大型台風接近の予報にもかかわらず、札幌から福岡までの
97名が参加して下さいました。朝の始まりの演奏を１日目は横浜のグ
ループ、デイジー、2日目はジョン・ビリング氏と原口理恵さんがさ
れ、心を静かにして会を始めることが出来ました。今年の５つの分科
会について、
「どの会も充実した内容で、楽しみながらも深い学びが
ありとても良かった。楽しかった！」という、今後の励みとなる感想も
頂きました。
「ライアーオーケストラ」では会報付録楽譜から数曲を5
人の指揮者の指導で演奏しました。今回、特別企画として1日目の夜
に「参加者によるミニコンサート」を開催し、11組に演奏して頂きま
した。日中とは違ったリラックスした雰囲気の中で、皆さん楽しまれ
たようでしたが、演奏者の方々は少々緊張されたかも知れませんね。
素晴らしい演奏をありがとうございました。2日目には「アンカヴァー
リング・ザ・ヴォイス歌唱法について」平井久仁子さんがご講演下さ
いました。この歌唱法の発案者であるヴェルベックの紹介を交えな
がら、人間の声の生来の美しさ、声のプロセスの道順、母音と子音、
呼吸についてなど、様々な例を挙げながら実践も交えてお話し下さい
ました。来年のライアー東京もさらに充実させた内容を計画して行き
たいと思います。

■響会発行の以下の 19 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、3号〜13号（すべて付録楽譜付き）
（一般の方には12 号まで販売しています。2 号は完売。3〜５号、
７号残部僅か。）
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コリン・タンサー 楽譜
「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

◆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！」
2017年9月24日（日）10：00〜15：30
会場：成美教育文化会館 ギャラリー
講師：ジョン・ビリング （通訳：桃原広子）

朝10時から始まった公開講座は終始、ジョン・ビリング氏の温か
く大きなハート、笑顔に包まれていました。グリッサンドから始まり、
音階のカノン、クリスマスオラトリオ、アリオーソ（Arioso）という曲名
でも知られている「Ich steh auf einem Fuess」、他数曲を演奏（練
習）しました。
「Ich steh auf einem Fuess」は、とてもゆっくりとし
たテンポで始まりましたが、繰り返し練習していく中で、そのテンポは
ゆっくりではなく、ゆったりとした豊かなテンポに変わっていくように
感じられました。美しいメロディーが、各パートの音量・奏法で更に
美しい響きになることを体験しました。また、曲を演奏するために普
段から積み重ねていく、基本的な練習方法を教えていただきまし
た。5本の指、各々の自然な動きや力を均一にして奏でるための練
習、左手と右手を同時に使ってのスケールの練習や、ハーモニーの流
れを感じ取るための練習などをしました。講座の最後に、ジョンが
バッハの作品に対してどんな想いをもっているのか、を話されまし
た。ジョンの、バッハの演奏を聴いて感動したことが、鮮明に甦りま
した。ライアーへの思いが深まる、楽しい体験の一日でした。ありが
とうございました。

◆第10回「ライアー教師の会」

2017年9月15日(金) 18：00〜20：00
会場：成美教育文化会館 ギャラリー
世話人：小野純子 芝山恭子

第10回教師の会は、15名のご参加でした。簡単な自己紹介の後、
進度の異なる生徒さんたちへの指導について等のご質問があり、皆
さんに応えて頂きました。
また来年も大会前日に開催予定です。教えていく中で悩みを共有し
つつ、解決の道を探っていけたらと思います。取り上げて欲しいテー
マなどございましたら、響会まで、お知らせください。
教師の会の前、午後４時から、毎年大会資料の準備作業をしてい
ます。今回も運営委員６名の他、２名の方々にお手伝い頂き、ありが
とうございました。

▶ライアー響会のホームページでは、響会からのお知らせや催しの報
告を更新するとともに、皆さんの情報交換の場にとご利用いただきたいと
思いますので、どうぞご活用ください。今後は、各グループのご紹介なども
考えていますので、掲載ご希望のグループの方は、下記メールアドレスへお
知らせ下さい。HPに関するお問合せ等もこちらへお願いいたします。
ライアー響会：hibiki@leierkyokai.jp

今後の響会の催しの予定
11 月５日（日）公開講座 No.44「キンダーハープの音色と魅力、生かし方Ⅱ」

東京・早稲田奉仕園 You-I ホール

11 月 18 日（土）19：00 開演「ライアーオーケストラ第 7 期 発表コンサート」

東京・自由学園明日館講堂

1 月 8 日（月・祝）公開講座 No.45「音楽療法士 工藤咲良さんと探求するライアー演奏
〜聴く人の心に届く演奏をするために〜」

横浜・みどり野幼稚園ホール

1 月 28 日（日）会員のための講座 No.35「最新号（14 号）の会報付録楽譜を弾こう！」東京・早稲田奉仕園スコットホールギャラリー
2 月 11 日（日）「ライアーオーケストラ第 8 期」1 回目練習

横浜・みどり野幼稚園ホール

3 月 11 日（日） 会員のための講座 No.36「ヴォルフガング・フリーベさんとライアーを弾こう！」

横浜・みどり野幼稚園ホール

3 月 17 日（土）「ライアー教師のためのコース・３期」4 回目
会員が関わるコンサートや講座のお知らせ

11 月

12 月

November

◆8 日（水）14：00

神奈川•横浜市

ウイズ・ミューズシリーズ
「リラ・コスモスライアーコンサート」
演奏：リラ・コスモス
会場：横浜市泉区民文化センター
テアトルフォンテ ホール
主催＆問合せ：
045-805-4000 テアトルフォンテ

◆12 日（日）13：30

愛知•名古屋市

金子みすゞ・わらべ唄・唱歌・童謡
朗読と竪琴ライアーのコンサート

演奏：朗読 / 松本侑子 ( 作家 )
ライアー /三野友子
会場、主催＆問合せ：
栄中日文化センター 0120-53-8164

◆13 日（月）19：00

神奈川・横浜市

光枝康子ライアーコンサート
〜ライアーで秋を歌う

演奏：光枝康子、小倉さちこ
（ゲスト出演）
会場：港南区民文化センター「ひまわりの郷」
主催：くるみの木
問合せ：090-8509-3136(みつえだ)
yasuko414mitsueda@gmail.com

◆19 日（日）13：00

東京•大田区

メモリアルサービス 追悼のつどい

演奏 :ライアーアンサンブル アンジェリカ
会場 : 延命寺
主催＆問合せ：NPO 法人 生と死を考える会
03-5577-3935

◆25 日（土）13：30

神奈川・横浜市

アンジェリカ ライアーコンサート

演奏 :ライアーアンサンブル アンジェリカ
会場 : 音楽館 セレレム
問合せ：hy5m-mysk@asahi-net.or.jp（宮坂）

◆26 日（日）14：30
みなさんと一緒に

東京･世田谷区

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）

場所

未定

現在ある情報から

December

◆9 日（土）16：00

◆17 日（日）14：00

神奈川•横浜市

金子みすゞ・わらべ唄・唱歌・童謡
朗読と竪琴ライアーのコンサート

演奏：
朗読 / 松本侑子 ( 作家 )・ライアー /三野友子
会場、主催＆問合せ：
横浜朝日カルチャーセンター
045-453-1122

◆10 日（日）第 1 部 11：00

第 2 部 14：00
東京•東久留米市

クリスマス ライアー コンサート

第 1 部 ファミリーコンサート（0 歳より入場可）
第 2 部 クリスマスコンサート（小学生以上対象）
演奏：南沢ライアーアンサンブル
会場：成美教育文化会館ギャラリー
主催＆問合せ:
南沢シュタイナー子ども園を育てる会
lyre.kodomoen@gmail.com
http://minamisaw.exblog.jp/

◆10 日（日）14：00

東京都•大田区

クリスマスコンサートat ティールグリーン

演奏：ライアーアンサンブル アンジェリカ
会場、主催＆問合せ：ティールグリーン in シー
ドヴィレッジ 03-5482-7871
http://teal-green.com/info/

◆13 日（水）14 日（木）18：30

東京•豊島区

ライアートリオの夕べ 2017

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＆問合せ：Leier Trio A.K.I
leiertrio@aol.com
http://angel.ap.teacup.com/leiertrio/

◆17 日（日）第 1 部 11：00

第 2 部 14：00
茨城•つくば市

つくばライアーの響き
親子の為のクリスマスコンサート
演奏：つくばライアーの響き
会場：つくば市ゆかりの森 管理棟
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

千葉•市川市

アドベントの響き ライアーコンサート
演奏：コスモス ガルテン
会場：市川駅南公民館 視聴覚室
主催＆問合せ:コスモス ガルテン
tamapixy417@jcom.zaq.ne.jp( 水野 )

◆21 日（木）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
演奏：つくばライアーの響き
会場：つくば市文化会館アルス 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

◆23 日（土•祝）14：00

千葉•市川市

ライアーに親しむ会クリスマスコンサート
演奏：リラ・コスモス
会場：木内ギャラリー
主催：NPO 法人まちのすみかの会市川支部
問合せ：090-9292-2324 まちのすみかの会
kokoko5050@gmail.com
（平川）

1

月 January

◆20 日（土）14：00

神奈川•大磯町

癒しの竪琴ライアーコンサート
演奏 :リラ・コスモス
会場 , 主催 :チェチリア工房
問合せ：T/F 0463(71)7611
kokoko5050@gmail.com 平川

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

