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◆ライアー 2016 東京　会員のための集まり No.13
　13回目となりました「ライアー2016東京」は新会員5名の方々を含
む91名の全国各地の会員の皆さんが集い、ライアーの響きに満たさ
れた充実した2日間を過ごしました。2日間通して午前中はアイルラン
ド在住の音楽家・音楽療法家ジョン・クラーク氏による講演、午後は
5つの分科会に分かれそれぞれのテーマで学び、全員でライアー
オーケストラの曲を弾きました。加えて1日目には第13回総会、そして
夕食後の短い時間ではありましたがジョン・クラーク氏のセッション
のひとときを持ちました。年末に発行予定の会報にはこの講演録や
各分科会のレポートも掲載しますので、参加されなかった方にもお楽
しみいただければと思います。

◆第9回教師の会
　2016年9月16日(金) 18:00～20:00
　参加者14名
　ゲスト：田原眞樹子氏
　今回は川村真理子さんによる演奏（音楽療法の現場で弾いておら
れる曲、「呼吸のメロディ」）で会を始め、田原眞樹子先生の指導に
よるオイリュトミー体験にたっぷりと時間を取りました。フリートーク
の時間に、意見や感想をシェアし、最後は皆で「ドナ・ノービス・パー
チェム」(会報付録楽譜6号3番)を輪唱しました。実際の学びととも
に、大会前の夕べに、内側を整えることのできる充実した時間となり
ました。田原先生、そして私と共にライアー伴奏してくださった皇さ
ん、芝山さん、ありがとうございました。オイリュトミー体験の感想も
合わせてご報告します。（小野純子）

　田原先生がオイリュトミーをしてくださると聞き、初めて教師の会
に参加しました。ライアーの伴奏で動くオイリュトミーのエッセンスが
ギュッと詰まった、充実した２時間でした。先生の発せられる言葉、
たとえが絶妙で、たくさんの刺激を受けました。特にサモトラケのニ
ケのお話は強烈で、動き始めの衝動、動く事の喜びが鮮やかにイ
メージされました。「あげて・はこんで・ふれる」歩行練習では、地面
に置いた足が夜を通って、見えない力を受けて次の一歩があがるん
だ！と新たな発見がありました。この体験の楽しさがハートに火を灯
し、精神を高揚させ、私の日常の歩みに持続しています。

◆会員のための講座No.31
「バッハ＆バッハ以前の曲をライアーで奏でる」
　2016年9月19日（月・祝） 10:30～15:30　
　会場：成美教育文化会館　ギャラリー
　講師：ジョン・クラーク（通訳：冠木友紀子）
　小雨の涼しい一日、午前中から講座が始まりました。ジョン・ク
ラーク氏がこの日のために、編曲してきてくださった前期バロックの
楽譜がたくさん！ヨハン・ヤーコブ・フロベルガーの４つのサラバン
ド、ヘンリー・パーセルのシャコンヌ、アントニオ・ヴァレンテのイント
ルチャの踊り、ルイ・クープランのシャコンヌ。当時の音楽的な雰囲
気を味わったり、ジャズのように最初のテーマが８小節間あった後は
自由に変奏が続いたり、編曲者ご自身から曲の解釈や背景を伺い、
とても楽しく勉強になりました。お昼休みの後は、当日配布されたア
イルランド民謡の楽譜から、メロディーが染み込んでくるまで、歌い
ながらライアーを弾き、和音や装飾音をつけていくまで、何度も繰り
返しました。ジョンが70年代に作った美しい輪唱曲では、お互いのラ
イアーの響き、歌声を聴き合うことができました。その後、バロック
前期の曲を、再び集中して取り組みました。締めくくりは、バッハのコ
ラール・プレリュード『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』でし
た。「あなたに呼びかけるとき、涙が溢れる、とこの曲は言っています
が、控えめに淡 と々、レオンハルトのように演奏しましょう」とのアドバ
イス。タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』の中で、「ソラリスの
海」の命を表すのに、この曲が使われていたという話を大会でされて
いましたが、講習会でも、何度も、「このベース音は心拍です。とても
心に近いところで鳴っているのです」と言われていたのが印象的でし
た。元の楽器で演奏できるものを、制約の多いライアーで演奏するこ
とに意味があるのかと問うとき、ジョンははっきりと意味があると答
えていました。ライアーで弾くことにより、曲が生まれる時の豊かなイ
マジネーションの世界が直接伝わってきて、新しい価値を発見する
ことができると。アルトライアーでプレリュードのベースを弾いていた
ら、他パートの響きに包まれて、本当に宇宙の心拍と一つになったよ
うな気がしました。人間そのもの、曲そのものを体験したような感動
的なひと時でした。冠木さんの通訳は、ジョンのユーモアいっぱいの
話しぶりをそのまま伝えてくださって、とても助けられました。短い時
間の中で多くの大切なことを私たちに伝えてくれたジョン・クラーク
氏、講座を準備してくださったライアー響会の皆さま、心から感謝申
し上げます。ありがとうございました！

■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、２号、3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11号まで販売しています。2号、3号、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　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。
（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

〈価格・送料について〉
・会員価格でのご購入は１冊に限り、同じ書籍の２冊目以降は一般価格とさせていた
だきます。
・⑤の４冊セット、また①～⑤までの合計金額１万円以上のご購入は送料無料となり
ます。（⑤の４冊セットを除き、購入金額合計１万円未満は郵送料別途）

今期（14期）の活動計画で、2017年３月に予定されている会員のための講座33「Ｗ.フリーベさんとライアー
を弾こう！」は講師のご都合により中止になりました。ご了承ください。

◉ 講座中止のお知らせ ◉



◆15日（土）15：00 　京都･京都市
秋のサロンコンサート
演奏：ライアーガルデン
会場：ギャラリー葵庵(きあん/ KIAN)
問合せ：075-532-4517

◆23日（日） ①10：30 ②14：00　大阪市･西区
①音と天体の関係他 ライアーワークショップ
②コンサート
講師/演奏：①ヤン・ブラウンシュタイン （②＆ジル
フェ）　会場：綺羅星ホール
主催：ライアー・アンサンブル・ジルフェ
問合せ：松葉 lyre4321@gmail.com

◆29日（土） 14：00　富山・富山市
牛山了子ライアーコンサート
＆声のグループワーク
演奏/講師:牛山了子
会場：富山市民プラザ「ふれんどる」
問合せ：sayuri.osaka@gmail.com
090-2839-3918 (大坂さゆり)

◆3日（木・祝）13：30　神奈川･横浜市
ライアーでグロリアとクリスマスの曲を弾きましょう
講師/主催:リラ・コスモス
会場：横浜市栄区民文化センターあーすぷらざ内
問合せ：kokoko5050@gmail.com

◆20日（日）14：00　福岡･福岡市
第４回 音賀以の会ライアー発表会
こどもたちのコーラスとともにエヴリマンを奏でる
演奏：九州山口のライアーグループ
会場：ゆめアール大橋　主催:音賀以の会  田原眞樹子
問合せ：castalia_m.t.lapis@zf6.so-net.ne.jp

◆26日（土）13：30　神奈川･長津田
アンジェリカ　ライアーコンサート
演奏：アンジェリカ　会場：音楽館　セレレム
問合せ：宮坂麻里 hy5m-mysk@asahi-net.or.jp

◆26日（木）14：30　東京･渋谷区
竪琴ファンタジー
演奏：三野友子　会場：カーサ・モーツァルト
主催：ドルフィンハーモニー

問合せ：info@dolphin-harmony.com  
080-5183-0719（三野）

◆27日（日）①10：15 ②11：15 神奈川･横浜市
アドベントの集い
演奏：デイジーの会   会場:横浜シュタイナーこどもの園
主催：横浜シュタイナーこどもの園を育てる会
問合せ：寺田 study@y-steiner-kodomo.com

◆3日（土）16：00　奈良･奈良市
プリモールのクリスマス2016
演奏：ライアーアンサンブル･プリモール
会場：奈良基督教会礼拝堂
問合せ：katharinapianoleier@gmail.com

◆4日（日） ①11：00 ②14：00 東京･東久留米市
クリスマス・ライアーコンサート
①（0歳より入場可）　②（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  1階ギャラリー
主催：南沢シュタイナー子ども園を育てる会
問合せ：lyre.kodomoen@gmail.com

◆7日（水）18：30　神奈川･横浜市
コスモス ガルテン ライアーコンサート
アドベントの響き
演奏：コスモス ガルテン
会場：鶴見区民文化センター サルビア音楽ホール 
問合せ：杉本 hibikuyo41010@ybb.ne.jp
T/F 045-717-7153

◆8日（木）9日（金）18：30　東京･豊島区
ライアートリオの夕べ 2016
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：Leier Trio A.K.I
問合せ：leiertrio@aol.com

◆13日（火）10：00　京都府･京田辺市
午前:ライアー /午後:わらべ歌のワークショップ
講師：池末みゆき  会場:京田辺市社会福祉センター
主催：関西ライアーの会
問合せ：松葉 lyre4321@gmail.com

◆14日（水）①10：00 ②13：00 ③15：30
     　滋賀･草津市
①ライアーコンサート②わらべ歌ワーク
ショップ ③クリスマス親子コンサート

講師/演奏:池末みゆき　主催：そら学びの会
会場：草津クレアホール リハーサル室
問合せ：sora.manabinokai@gmail.com

◆18日（日）①10：30 ②11：30 ③14：00
     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／主催:つくばライアーの響き
会場:つくば市ゆかりの森　森のホール
問合せ:芝山T/F 0297-68-7538
leiermoon@gmail.com

◆25日（日）13：30   東京･杉並区
プレギエーラ　クリスマスコンサート
演奏：高木芙二子・皇 恭子　会場：西荻チャペル
問合せ：T/ F 042-384-7557  
foo-takagi@mbn.nifty.com

◆26日（月）①11：30 ②13：30   神奈川・横浜市
クリスマスライアーコンサート
演奏:原口理恵、宮沢あけみ
会場:青葉台フィリアホール(リハーサル室)
問合せ：rieh0518@hotmail.co.jp
FAX 045-482-3059(原口)

◆15日（日）14：30　兵庫･川西市
ムジーク・ブルンネンの会（発表会）
演奏：ムジーク・ブルンネンのメンバー、
泉本信子＆牛山了子
会場：絹延橋うどん研究所 主催：ムジーク・ブルンネン
問合せ：松崎義典 090-6243-6499

◆29日（日）13：00　千葉･市川市
ライアーにふれる会
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
問合せ：aoki-ts@nifty.com

◆4日（土）①13：20 ②14：15 ③15：10 
           東京･渋谷区
シュタイナー子育てフェスタ2017
演奏：南沢ライアーアンサンブル（30分×3回公演）
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
主催：一般社団法人 日本シュタイナー幼児教育協会
問合せ：info@jaswece.org　 http://jaswece.org/

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　　　　※情報をお知らせください。最新情報はHPで。

  今後の響会の催しの予定

10月22日（土）  公開講座38「キンダーハープの音色と魅力、生かし方」 東京・早稲田奉仕園 You-Iホール

11月6日（日）  「ライアーオーケストラ第7期」11回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

11月26日（土）  公開講座39「みんなで楽しくライアーを弾こう！ in東京３」 東京・早稲田奉仕園 リバティホール

1月9日（月・祝）  公開講座40「音楽療法の楽器としてのライアー＆タオライアー　～体験とともに～」
        横浜・みどり野幼稚園ホール

1月29日（日）  会員のための講座32「最新号（13号）の会報付録楽譜を弾こう！」 東京・早稲田奉仕園

2月5日（日）  「ライアーオーケストラ第7期」12回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

3月19日（日）  「ライアー教師のためのコース・３期」１年次１回目 東京・早稲田奉仕園

11月  November

12 月  Deceember

1 月  January

2 月  February

10月  October

■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、２号、3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11号まで販売しています。2号、3号、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　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。
（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

〈価格・送料について〉
・会員価格でのご購入は１冊に限り、同じ書籍の２冊目以降は一般価格とさせていた
だきます。
・⑤の４冊セット、また①～⑤までの合計金額１万円以上のご購入は送料無料となり
ます。（⑤の４冊セットを除き、購入金額合計１万円未満は郵送料別途）

11月26日（土）公開講座No.39
「みんなで楽しくライアーを弾こう！in東京3」へのお誘い
11月26日（土）に東京では３回目となります公開講座「みんなで楽しくライアーを弾こう！ in東京３」を早稲田奉仕園 リバティホ
ールにて、開催します。来年も自由学園明日館が、耐震工事で使用できないため、交流のつどいを開催できない状況です。そこで、小
さな交流の場として、アドベントとクリスマスの曲を中心に、レーゲンボーゲン、ライアー響会会報付録ライアー曲集ひびきの中か
ら選曲して、皆さんとアンサンブルを楽しむと同時に、午後からはミニコンサート形式で、ソロやデュオ、トリオ、グループ等でエン
トリーして頂き、お互いに演奏を聴き合える機会を持ちたいと思います。どうぞ皆様、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。

【お詫びと訂正】 公開講座No.38、39の講座チラシ記載の振替口座番号に誤りがありました。お詫びして下記のように訂正いたします。

　   振替口座番号（誤） 00181-8-570665→（正） 00180-8-570665


