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第11回「ライアー教師の会」のご案内
9月14日（金）午後6:00～8:00　成美教育文化会館一階ギャラ
リーにて、第11回目ライアー教師の会をもちます。日頃の思いや気
づいたことなどを出し合って、自由に意見を交換しましょう。申し込
みハガキにご出欠をご記入ください。取り上げてほしいテーマ、話し
合ってみたい思いや、奏でてみたい曲などが何かご希望、ご意見があ
りましたら、どうぞ世話人までお知らせください。申し込みハガキに
書き添えてくださっても結構です。
※ライアー（a=432Hz）、譜面台をご用意ください。翌日からの大
会に参加される方は、ライアー、譜面台などは、会場に置いておくこ
とができます。　　　　　　　　　　　　　

◆ライアーオーケストラ（第 8期）合宿
　2018年4月21日（土）22日（日）   
　会場：山梨県・清里（ペンション俺ん家（オレンヂ）ヒュッテ）
　第８期のライアーオーケストラは44 名の方々の申込みがあり、こ
れは昨年より10 名多く、特に新しく参加された方が 15 名というフ
レッシュなお顔ぶれです。今回の合宿はそのうち23 名の参加で、遠
く愛媛県・滋賀県から来られた方もおられました。清里へは JR中
央本線、小海線を乗り継ぎ、遠くに雪に光ったアルプスと八ヶ岳の
峰々にずっと誘われての春の旅でした。
　合宿では、指揮者から身体ほぐしを通してライアーの生きた響きを
作り出す基礎的な動きを丁寧に指導して頂き、藤井さんを偲んでの
曲では日本の節 (ふし) やカノンの味わいを楽しみました。2月の練
習で弾いた曲をアルトの響きにのせての演奏ではオーケストラらしい
音の厚みを堪能しました。また、カバレフスキーの４曲のそれぞれ異
なる曲趣に触れ、Dawlanndの 3 曲ではメロディーの美しさを味わ
いました。特に、高原の夏に相応しい「かっこう」の曲を４種紹介くだ
さり、作曲者やお国柄で鳴き声が様々に音楽表現されているのがわ
かり、楽しい時間となりました。
　清里という遠方のイメージの割りには、駅に近くお食事もおいしい
ペンションで、新メンバーを迎え、お互いに親睦や心の交流を重視し
た合宿の目的が十分に果たされたと思いました。第 8 期オーケストラ
の今後の歩みに生かされるものと楽しみです。　　　　  

◆公開講座 No.47
「みんなで楽しくライアーを弾こう！in 関西 3」
　2018年6月2日（土） 10：30～15：30  
　会場：京都・京都教育文化センター
　世話人：小野純子　芝山恭子　八幡理恵子
　＊参加者は30名、デモ演奏は10組でした。
　お天気に恵まれた京都での講座に30人の方が参加されました。
楽譜集ひびきVol.12「楽しい夏だ!夏がやってきた」から始まり、20
曲を午前・午後に分けて奏でました。その間には、ミニコンサート(ソ
ロ、アンサンブル)も楽しみました。世話人の小野さんの優しい語りか
けから、曲の風景やら自然の風などを感じる事ができ、魂が入ってい
くような更に深い演奏になった感じがしました。特に最後の「ほたる
こい」では、豊かな響きに感動して気持ちも癒されました。大勢の方
とライアーを奏でることができて、やっぱりライアーって素敵な楽器
だなと感じる事のできる時間でもありました。そしてなにより、お会い
したかった方 と々久しぶりに再会でき、一緒に演奏できたことが嬉し
かったです。世話人の小野さん、芝山さん、八幡さん、お世話にな
り、ありがとうございました。　　　　　　　　　　　

◆会員のための講座 No.36
「歌声の響きをつくる10
 ~ライアーの響きにふさわしい歌い方とは~」
　2018年6月10日（日） 10：00～13：00  
　会場：東京・Leier Studium Haus
　講師：古賀美春（シュタイナー学園　音楽専科教師）
　初めての３名を含む13名の参加でした。首を回しながらの声出
し、自分の頭上に後ろから虹がかかるような声の出し方、親しみを意
識すると静かな幸せな空間へ変化する歩き方練習などの体験をしま
した。３つの曲も丁寧に母音子音の歌い方、Aの声の出し方を指導し
ていただきました。 
  様々な感情その他を抜いた本来持っている基本的な部分での歌声
が感動を誘う美しさになるというお話をしていただき、みなさんの声
がとても美しく響きあい幸せな講座でした。            

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。以下
の項目で情報をお送りください。
1. 開催する都道府県名　2. 日にち（時間）
3. タイトル（演奏会・講演・講座等）　4. 演奏者又は
講師　5. 会場　6. 主催　7. 問い合わせ先

みなさま
　「ライアー2018東京」のご案内と第16期の会費振込み用紙等、

お送りします。多くの皆様のご継続、大会へのご参加をお待ちして

います。同封のはがきに住所及びメールアドレス変更のある方や不

参加の方も、第16期会員ご継続覧に、チェックご記入の上、必ず

全員ご投函ください。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。大会

申し込み締切は8月20日です。

　7月1日以降、9月15日の総会までに16期会費のお振込みを、お

願いします。振込み用紙を同封いたしましたが、便利でお得なゆう

ちょ銀行口座間送金や、電信振替でのご送金などもご利用くださ

い。なお、退会される方は必ず響会までご連絡ください。

　響会は７月15日から8月10日までお休みします。

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
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。　　　 
　hibiki@leierkyokai.jp



◆1日（日）13：30　東京・世田谷区
ライアー七夕コンサート
演奏:小倉さちこ、三野友子、井上ゆり子、雪野ひかるこ
問合せ: leier.planet@gmail.com

◆8日（日）14：00　神奈川•横浜市
コスモスファミリー ライアーコンサート
主催/問合せ:杉本 045-717-7153

◆10日（火）16：00　神奈川•横浜市
夕焼けカフェ
演奏:リラ・コスモス
会場/主催:さかえ区民活動センター
問合せ:045-894-9940

◆3日（金）15：00　茨城・つくば市
ライアーメンテナンス講座
講師:井手芳弘氏
会場:松代交流センター会議室
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

◆22日（土）13：00　新潟・新潟市
ライアーコンサート
演奏:コスモス ガルテン
会場:ギフトシェアハウス ドリームハウスクルシェア   
主催:新保まり子
問合せ: 090-2247-5137（しんぼ）

◆24日（月・祝）15：00　神奈川•川崎市
秋分をお祝いするライアーコンサート
演奏:牛山了子と仲間
会場:にこぷら新地
問合せ: Fax 044-844-9026（牛山）

◆13日（土）10：30-11:45　神奈川•鎌倉市
神奈川県民講座
「癒しの竪琴～ライアーの魅力」
演奏:リラ・コスモス
会場/主催:七里ガ浜高校
問合せ: 0467-32-5384

◆21日（日）14：00　茨城・つくば市
つくばライアーの響き17thコ ンサート
問合せ:芝山 T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆27日（土）14：30　神奈川•川崎市
オータムライアーコンサート
演奏:くらむぼんの仲間たち
問合せ:堀T/F 046-275-7003 
krmbn@goo.jp

◆30日（火）31日（水）10：00 神奈川・逗子市
スザンネ・ハインツ ワークショップ
☆ライアーの基礎～即興してみよう
問合せ: leierwind2018-susannesan
@yahoo.co.jp （眞壁）

◆4日（日）14：00   東京・新宿区
Wave Concert Vol.3
～歌とライアーによる森への誘い～
演奏:スザンネ・ハインツ他
問合せ: k.waveconcert@gmail.com  
080-8912-8767 (日比)

◆6日（火）19：00   神奈川・逗子市
Wave Concert Church in Zushi  
    　　　　～逗子公演
演奏:スザンネ・ハインツ他
問合せ: kawanishi634@nifty.com 
090-1055-3256 (川西)

◆10日（土）11日（日）10:00　京都・京都市
スザンネ・ハインツ ワークショップ
☆惑星と音とスケールについて
問合せ:lyre4321@gmail.com 
   (関西ライアーの会)

◆12日（月）14:00　京都・京都市
Wave Concert Salon in Kyoto
     　～京都公演
演奏:スザンネ・ハインツ他
問合せ:lyre4321@gmail.com (松葉)

＊スザンネさんのコンサート、WS詳細は公式
HPをご覧ください。
（主催:Wave Concert 実行委員会）
https://waveconcertinfo.wixsite.com
/waveconcert

◆9日（日）①10:30 ②11:30　茨城・つくば市
親子の為のクリスマスライアーコンサート
演奏/主催:つくばライアーの響き
会場:つくば市ゆかりの森　管理棟
問合せ:芝山 T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆15日（土）14：00　茨城・つくば市
クリスマスライアーコ ンサート
演奏/主催:つくばライアーの響き
会場:つくば研究支援センター大ホール
問合せ:芝山 T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆16日（日）14：00　千葉•市川市
ライアーコンサート「聖夜の響き」
演奏:コスモス ガルテン
会場:木内ギャラリー
問合せ:水野 tamapixy417@jcom.zaq.ne.jp

※前号掲載分は項目を省略して記載しています。

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　 　　　　　　　※ HPもご参照ください。

  今後の響会の催しの予定

7月1日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」3回目練習 13:30～  横浜・みどり野幼稚園ホール 
9月12日（水）  会員のための講座No.37 「なぜ　A(ラ）＝432ヘルツなのか？」 講師：W.フリーべ 東京・早稲田奉仕園You-Iホール
9月14日（金）  会員のための集まり「ライアー教師の会　第11回」  東京・成美教育文化会館

9月15日（土）16日（日）  会員のためのライアーの集まりNo.15「ライアー2018東京」 東京・成美教育文化会館

9月17日（月・祝）  「ライアー教師のためのコース・３期」6回目  東京・成美教育文化会館

10月8日（月・祝）  会員のための講座No.38 「「聴く」ということ（仮）」 講師：竹田喜代子 横浜・長津田　音楽館セレレム

7 月  Jury

8 月  August

10 月  October

11 月  November

12 月  December

9 月  September

■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。（1万円以上のご購入で送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号、3、４、６号～14号（すべて付録楽譜付）
 　（一般の方には１3号まで販売しています。２、5号は完売。３、４、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可能性」
 　（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（４冊セットでご注文の場合、送料無料）
「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。
申込先： E-mail hibiki@leierkyokai.jp


