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第10回「ライアー教師の会」のご案内
9月15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10回ライアー教師の会をもちます。今の所、模擬授業やフ
リートーキング等を考えていますが、詳しい内容は未定です。参加者
の皆さんから、取り上げてほしいテーマを募りたいと思います。大会
申し込みハガキにご記入ください。
※ライアー（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。　
    　　　

◆公開講座 No.41
「みんなで楽しくライアーを弾こう！in 関西 2」
　2017年4月15日（土） 10：30～15：30  
　会場：京都・右京ふれあい文化会館・創作活動室
　世話人：小野純子　芝山恭子　八幡理恵子

　花曇り、雨もよいのなか右京ふれあい文化会館で「みんなで楽しく
ライアーを弾こう！ in 関西２」が開催されました。午前の部は、選曲
された12曲を弾きます。当日は、２、３度皆で奏いて次に移るんです
が、この曲はもう少し弾いてみたいなぁと思う曲も出てきます。それで
も、通してみると意外な発見。30人前後の人数で、パート分けされた
曲を聴くことができる、これって実はすごい事ですよね。
　この曲ってこんな響きになるんだ、と発見の連続でした。思わず
「ひびき」恐るべし、と思ってしまいました。（だから弾かなきゃ、って
事なんですけどね）午後の部は、関西一円で活動していらっしゃる
方々のミニコンサートで幕を開け、最後、ギターのスライド奏法に近
い弾き方が、ライアーでも出来る！八幡さんのびっくり情報まで頂い
て、盛り沢山の会が幕を閉じたのでした。ぜひ、来年も関西で、よろ
しくお願いします！ 
＊参加者は19名、デモ演奏は6組でした。

◆ライアーオーケストラ（第7期）合宿 
　2017年5月20日(土) 21日(日)  
　会場：横浜・上郷・森の家

　今年も5月第３週目の土日、20日、21日に上郷・森の家で第７期3
回目のオーケストラ合宿が行われました。オーケストラメンバー34名
中20名が宿泊参加、8名が通いで参加されました。不思議なもので、
宿泊するとメンバー同士の見えない関係性が深まり、音の響き、美し

さや柔らかさ、メンバーの息づかい等が１日目の最初と２日目の最後
では全く違い、出来ることなら今すぐ発表コンサートをしたいと思う
ほど、完成度の高いアンサンブルになりました。
　発表コンサートは、11月18日(土)19時より自由学園明日館講堂で
行います。合宿の気持ちを忘れず、更に聴き合い美しいアンサンブル
をお客様にお届け出来るよう頑張りましょう！ 

◆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~」
　2017年6月11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）

　今回9回目の古賀先生の歌の講座が行われ、15名の参加者があ
りました。いつものように体中の感覚を目覚めさせてくれる動きの導
入から始まり、こめかみ、顎、口（口の中）の動きと、丹田を使う呼吸
の動きを一緒に、発声のエクササイズを行いました。ライアーの響き
を最後まで聴き、自分の中で作った確かな音を響かせることや、体
の中の呼吸の流れや動きを感じ、さらに「盆の窪」を意識しながら歌
うことができました。「Ave Maria」をカノンで、「Vöglein schwing 
dich hoch empor」を日本語の歌詞で歌い、音の高さや長さを正確
に、また言葉の響きをはっきり出すことにも注意しました。講座の最
後には、音の響きが天使の歌声のように変わるのを実感できまし
た。 

◆公開講座 No.42
「初心者のためのライアー入門講座 2017」
　2017年6月19日（月） 10：30～12：00  
　会場：川崎・アトリエくらむぼん
　世話人：芝山恭子　野澤幸代

　９名の初心者の方々のご参加で、くらむぼんの会のメンバーの方々
や会員の方々にも楽器をお借りし、大変お世話になりありがとうござ
いました。 

▶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。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. 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. 演奏者または講師  5. 会場  6. 主催  7. 問い合わせ先

▶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、響会のメールアドレスへ
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。

みなさま
　「ライアー2017東京」のご案内と第15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15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25日です。

　7月1日以降、9月16日の総会までに15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8月10日から25日までお休みします。



◆15日（土）～17日（月・祝）　北海道・札幌
ライアー合宿
講師:池末みゆき　宇佐美陽一
会場:札幌市駒岡保養センター
主催:ライアー合宿in札幌～2017～実行委員会
問合せ：090-6990-2947（小沼和子）

◆16日（日）14：15　富山•富山市
ミニコンサートとワークショップ
演奏/講師:牛山了子　会場:富山モントリヒト
問合せ：090-2839-3918(大坂)
sayuri.osaka@gmail.com

◆22日（土）14：00　神奈川・鎌倉市
おはなし会とライアー演奏
演奏:リラ・コスモス他
会場:鎌倉生涯学習センター音楽室
主催:ふきのとうの会
問合せ：fukinotou9@gmail.com

◆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
「ライアーカンファレンス」
問合せ：www.hibikinomura.com

◆30日（水）14：00　神奈川・横浜市
コスモス ガルテン ライアーコンサート
演奏:コスモス ガルテン
会場:大倉山記念館ホール
主催:コスモス  ガルテン
問合せ：045-717-7153（杉本）

◆2日（土）19：00　大阪･豊中市

アイリッシュナイト・コンサート
問合せ：080-3786-7038

◆8日（金）14：00　神奈川•横浜市
アイルランド国交60周年記念
アイリッシュ・デー
演奏：6-9年生徒、ジョン・ビリング
会場:横浜シュタイナー学園十日市場校舎
主催：Atelier la luciole  夏本道子
問合せ:横浜シュタイナー学園事務局
045-922-3107
gakuen-info@yokohama-steiner.jp

◆9日（土）17：30　神奈川•横浜市
ジョン・ビリング ライアーコンサート
会場:横浜シュタイナー学園十日市場校舎ホール
主催:響きの森(原口理恵)
問合せ：045-482-3059
rieh0518@hotmail.co.jp
riex18may@docomo.ne.jp

◆6日（金）18：00   神奈川•横浜市
ライアーお月見コンサート
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：
kuribayashi.146@hama-midorinokyokai.or.jp

◆14日（土）18：00   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」
講師:リラ・コスモス
会場/主催:七里ガ浜高校
問合せ：0467-32-5457 
kokoko5050@gmail.com

◆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
問合せ:T/F 0297-68-7538（芝山）
leiermoon@gmail.com

◆21日（土）15：00　千葉・佐倉市
秋のライアーコンサート
ジョン・ビリングと佐倉ライアーアンサンブル
会場:チャペル・セシリア（京成電鉄ユーカリが丘）
主催:佐倉ライアーアンサンブル　八幡理恵子
問合せ：080-1154-8372　
riekoyahata@gmail.com

◆28日（土）9：30～15：30　茨城・日立市
ライアーワークショップ
講師:ジョン・ビリング　会場:うのしまヴィラ
主催:ひたちライアーの奏
問合せ：kyklos02@gmail.com（根本）

◆29日（日）15：30　茨城・日立市
ライアーコンサート
演奏:ジョン・ビリング
会場:日立シビックセンター
主催:ひたちライアーの奏
問合せ：kyklos02@gmail.com（根本）

◆29日（日）14：30　東京・西東京市
たらさんずきら星コンサート
問合せ：Fax 048-591-5394（細井）
sora-nak@dolphin.ocn.ne.jp（中川）

◆26日（日）14：30　東京・世田谷区
みなさんと一緒に
問合せ：osakegubi@rose.odn.ne.jp（江原）

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

  今後の響会の催しの予定

7月30日（日）  「ライアーオーケストラ第7期」14回目練習  横浜・みどり野幼稚園

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！」 東京・成美教育文化会館ギャラリー
10月15日（日）  「ライアーオーケストラ第7期」15回目練習  横浜・みどり野幼稚園 
10月24日（火）  「ライアーオーケストラ第7期」16回目練習  東京・自由学園明日館講堂 
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 

9 月  September

7 月  July

10 月  October

11 月  November

8 月  August

■響会発行の以下の20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。
 （合わせて1万円以上ご購入の場合、送料無料）

 ①ライアー響会会報　＊3号は完売とお伝えしていましたが、まだ在庫がありました。
 　創刊号、２号～13号（すべて付録楽譜付）
 （一般の方には12号まで販売しています。2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（1冊に限り）　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
＊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

注：前号でもお知らせした催しは簡略化しています。


