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■2018年1月にご逝去された作曲家藤井喬梓さんはライアーのた
めの作曲をはじめ、講座・講演の講師として、また会報付録楽譜の
編曲アドバイスなど、長年多岐にわたりライアー響会の活動をご支
援下さいました。2019年3月の追悼演奏会に賛助させて頂いた響
会の皆様に、藤井馨子さんよりお礼の言葉を頂きました。

ライアー響会の皆様
　2019年3月11日の藤井喬梓の追悼演奏会が盛会の内に終了い
たしました。演奏会実現のために多くの方々にご協力をいただく事
ができました。特にライアー響会の皆様にはたくさんの方が賛助者
になってくださいました。本当にありがたく思っています。そのおか
げもあり大きな編成の曲もありましたが、このコンサートを無事に
実現させることができました。
　この試みは１年前から国立音楽大学の同僚の先生方のイニシア
ティブで始まりました。そのように先生方が協力して追悼演奏会を
計画してくださる事はとても珍しい事のように思います。お忙しい
中、働いてくださった先生方にも本当に感謝しています。またオープ
ニングにオイリュトミーではじめさせていただけた事もうれしく思っ
ています。いままでシュタイナー、そしてオイリュトミーを知らない
方々にも知っていただける良い機会となりました。

　いくつかお知らせをさせてください。

1 デーブス氏の講演「光の海　死－もう一つの側の生」の冊子を
作りました。これは2017年の夏にアウラで行われた講演会の内容
です。藤井喬梓に捧げるということで3月11日を出版日としました。
　定価2500円　申し込み：glyzinie.aula@gmail.com（藤井）

　この講演会、冊子を計画したのは、主に残された親族、友人がど
のようなことを努力していったらよいかアントロポゾフィー的な観点
から知りたかったからです。どの方も大切な人をなくされる事は一
生に一度は経験されるでしょう。克服して行く長くつらい道が待っ
ています。私もその道を踏み出すことになりましたが、多くの友人や
自分のするべき仕事に助けられて今日まで来ました。特にこの冊子
の前文は一番思い出したくない時期に光を当てようと思い書いた文
面です。このようにして一歩一歩未来に進んで行くのだなと思ってい
ます。読んでいただけると幸いです。

2 ピアノ曲「イーハトーブからの手紙」第１集、第２集が音楽の友社
でオンデマンドとして購入できます。
　楽譜・楽器店でご注文ください。
（第１集 ODM-1608、第２集ODM-1609）

3 フォンテックから日本の作曲家シリーズのCDの一つとして、今
回藤井喬梓が選ばれました。今年3月に演奏された作品から、そし
て以前演奏されたオーケストラなど入る予定です。店頭にも並ぶ
CDです。
　
　それではまた、皆様の活動がますます実りあることを祈っていま
す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　
　　　   　故・藤井喬梓の妻　　　藤井馨子より

◆ライアーオーケストラ（第8期）合宿
　2019年4月20日（土）21日（日） 
　会場：BuｍB東京スポーツ文化館

　第８期ライアーオーケストラの２回目となる合宿は、東京都夢の島
BumBを会場に、31名が参加。お天気にも恵まれ、さわやかな春の
合宿となりました。
　今回は、21日が復活祭当日ということもあり、２日間の練習の中
で春の祝祭の雰囲気を皆さんに感じていただけるよう、髙木さんと
私、２人の指揮者で工夫を凝らしました。髙木さんが導いてくださり、
オイリュトミーのハレルヤを全員で行うと、会場に静謐な空間が生
まれました。私は今期、ペーター・ミヒャエル・リームさんの「復活
祭の散歩」を選曲していたので、２日間丁寧に取り組みました。メン
バーは、30代～80代と年齢の幅が広く、ライアー歴もまちまちで
すが、和やかに、穏やかに、お互いを気遣い真摯に音楽に向かう姿、
生まれる響きには心打たれました。真剣な眼差しに、感謝しつつの
２日間でした。
　また、今回は、来年予定されている発表コンサートを意識した練
習でもありました。近代の作曲家カバレフスキー（４曲）、ルネッサン
ス期のダウランド（3曲）、四季を巡る小さな歌のメドレー、リームさ
んの作品２曲、その他。あと１年、この合宿で培ったチームワークと
響きを皆さんでさらに磨きをかけたいと思います。　　

■響会発行の以下の21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。
 （別途郵送料がかかりますが、１万円以上のご購入の場合、送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号～15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。）
      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（１冊に限り） 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（１冊に限り） 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「ライアーのための四季のひびき」
      会員2000円（１冊に限り） 一般2200円
 ⑥コリン・タンサー  楽譜
 「A Circle of Songs」  会員2000円　一般2200円（残3冊）
 「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円  
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp



◆4日（土）10:00～6日（月）17:00　
富山・氷見市 

ライアー合宿
「Adventures with Intervals」
講師: John Billing
会場:久目地区交流館
主催:氷見ワークショップ実行委員会
問合せ:サントス johnbillingjp@gmail.com

◆11日（土）13:30 　茨城・つくば市
Jupiterライアーコンサート
演奏:Jupiterつくばライアーの響き
会場:Saal 194
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

◆19日（日）①13:30 ②16:00  神奈川・川崎市
くらむぼん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:T/F 044-844-9026（牛山）
ryoko.cowmt@gmail.com

◆25日（土）14:00　石川・金沢市
ライアーコンサート
演奏:つくばライアーの響き
会場:金沢聖霊修道院
主催:ライアーリヒト金沢
問合せ:眞多T/F 076ｰ227ｰ8779　
k-mata@mtg.biglobe.ne.jp

◆26日（日）14:00　兵庫・神戸市
新緑のコンサート
演奏:ライア―アンサンブル きらきら星
会場:神戸布引ハーブ園 森のホール
主催:きらきら音楽工房
問合せ:jcamano5@gmail.com  
Fax 072-763-2552（いよべ）

◆ 15日（土）①15:30-17:30 
  16日（日）②10:30-14:30 ③15:30-17:30 

兵庫・西宮市

①ジョン・ビリング  ライアーコンサート
②ライアーワークショップ
 「エンジョイ！ インターバル」
③ジョン・ビリング  ライアーコンサート
演奏・講師:ジョン・ビリング
会場:あんのん館　
主催:芦屋西宮ライアーの会
問合せ:八幡理恵子 
riekoyahata@gmail.com 080-1154-8372

◆21日（金）14:00　長野・原村
ライアーコンサート〔祈り〕
演奏:つくばライアーの響き
会場:八ヶ岳中央高原キリスト教会
主催:Kanon
問合せ:070-3829-0369
kanon.lyre888@gmail.com

◆22日（土）18:00　神奈川・川崎市
夏至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:T/F 044-844-9026（牛山）
ryoko.cowmt@gmail.com

◆7日（日）14:00　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:芝山T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆29日（月）12:30　神奈川・横浜市
ライアーを奏でる会
演奏:リラ・コスモス、生徒さんたち

会場:鶴見区民文化センターサルビア音楽ホール
主催:リラ・コスモス
問合せ:kokoko5050@gmail.com

◆31日（水）～8月4日（日）　北海道・伊達市
ひびきの村 サマープログラム
「ライアーランド（ライアー講座）」
講師:ジョン・ビリング、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:info@hibikinomura.org
http://www.hibikinomura.org/

◆11日（水）18:00　神奈川・横浜市
俣野別邸庭園お月見コンサート
演奏:リラ・コスモス　会場:俣野別邸庭園
主催:横浜市緑の協会
問合せ:045-852-8038

◆23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:T/F 044-844-9026（牛山）
ryoko.cowmt@gmail.com

◆12日（土）10:30　神奈川・鎌倉市
第5回神奈川県民講座「癒しの竪琴ライ
アーの魅力」
演奏:リラ・コスモス　会場:七里ガ浜高校
主催:七里ガ浜高校　問合せ:0467-32-5457

◆19日（土）14:00　茨城・つくば市
つくばライアーの響き18thコンサート
演奏:つくばライアーの響き
会場:つくば 惠光寺予定
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

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

5月5日（日）  「『果てしない軌跡/マーティン・トビアッセン著』の翻訳を読み進める会」2回目 東京・早稲田奉仕園223号室

5月19日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」8回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

6月16日（日）  会員のための講座No.40「歌声の響きをつくる　～ライアーの響きにふさわしい歌い方とは～ Ⅺ」  
東京・Leier Studium Haus

7月21日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」9回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

【ライアー響会17期】
9月10日（火）  会員のための講座No.41「トーマス・ペドローリ氏による、静けさの中で出会う音の本質と輝き」  
        東京・成美教育文化会館

9月13日（金）  会員のための集まり「ライアー教師の会　第12回」  東京・成美教育文化会館

9月14日（土）15日（日）  会員のためのライアーの集まりNo.16「ライアー2019東京」 東京・成美教育文化会館

9月16日（月・祝）  「ライアー教師のためのコース・3期」8回目  東京・成美教育文化会館

5 月  May

9 月  September

10 月  October

7 月  July

6 月  June

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

■響会発行の以下の21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。
 （別途郵送料がかかりますが、１万円以上のご購入の場合、送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号～15号（すべて付録楽譜付）
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