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■新刊楽譜集『ライアーのための四季のひびき』のお知らせ
楽譜集『ライアーのための四季のひびき』が完成しました。会報付録楽
譜1号～14号の中から季節の曲を選び、四季をイメージした水彩画やイ
ラストで色どりを添えました。ライアーを手にして間もない方にも楽しん
でいただけるシンプルな曲、ライア－歴が長い方には響きを深め味わっ
ていただける曲、そして新しい曲も数曲収めてあります。お側において、
楽しんでいただけますように。
※P.19「あまのがわ」に２点訂正箇所があります。
　・歌詞「おなご」→「すなご」　・8小節目シソソラ→シラソラ
訂正してお詫び申し上げます。  （楽譜委員会）

■読書会のお知らせ
マーティン・トビアッセンの教則本、『果てしない軌跡』の翻訳を読み進
めます。参加ご希望の方は水野までご連絡ください。
連絡先： tamapixy417@jcom.zaq.ne.jp　
5月５日(日) 15時～17時　早稲田奉仕園223号室
参加費1000円　 

◆公開講座No.48
「日本のユースも「ネフェリ」を弾こう！」
　2018年11月10日（土）  第１部10:00～12:00
   第２部13:00～15:00
　会場：成美教育文化会館
　講師：皇  恭子
　秋晴れの爽やかな日に、初めてのユースのための会に参加させて頂き
ました。
　午前はウォーミングアップの後、ネフェリのメロディを少しずつ弾いて
いきました。皇さんの丁寧な説明と注意点を聞きながら、細かく区切って
進んでいったのですが、ユースの皆さんがよく集中して根気強く練習に
取り組む姿勢に､感心しました。そして長い曲であるにも関わらず､常に音
楽が前に向かって活き活きと進み､軽やかさに満ちていることに気づきま
した。練習の後でガーナの歌と踊りで体を動かしてリフレッシュ、のは
ずが、大人はなかなか動きについていけませんでしたが（笑)、皆で一つ
の輪になってできたことで　緊張がほぐれました。
　午後は小学生のキンダーハープグループが加わり、相川さんの優しく
丁寧なリードで一音一音を弾くのを聴いていると､全体が静かな柔らか
い空間に変わっていき、引き込まれるようでした。そしてゆったりとした
メロディを奏でるキンダーハープと共に、ネフェリの曲を全員で演奏した
ときは､様々な楽器の響きの重なりの、言葉に表しがたい美しさと豊かさ
に感動しました。

　更に演奏を聴く時間も充実していて、小学生から大学院生までのユー
スと大人の方々の演奏は、選曲も編成もバラエティ豊かで、大変楽しく
聴かせて頂きました。私は中学生、高校生、大学生の生徒と参加したの
ですが、「あんなに大勢の人達と弾けて嬉しかった､ネフェリのアンサンブ
ルが合わせられた事に驚いた、色々な演奏を聴けたのと自分達も演奏
できたことが良い経験になった」と喜んでいました。
　今回の講座で、生徒達が初めて会った人達と一緒に弾く事を､ワクワ
クした気持ちで体験できた事をありがたく思います。このような経験は、
自尊心を育む力となることでしょう。勿論私自身が学ばせて頂いたこと
も多々あり、今後の励みになりました。企画とお世話をして下さった皆様
　本当によい機会を頂き､ありがとうございました。  

◆公開講座No.49
「音楽療法士 工藤咲良さんと探求するライアー演奏２」
　2019年1月20日（日） 11：00～15：00  
　会場：みどり野幼稚園ホール
　講師：工藤咲良

　咲良さんによる始まりの演奏が25名の心に届きましたところで、身体
を緩め、音を浴び、ライアーの音を出す実践です。空間と戯れ、聞こえ
ない音をも纏って様々な出会いを楽しみます。その感性がライアーを伝
い生まれた即興音楽は何とも優美。「ペチカ」の旋律の掛け合いが始まる
と阿吽の呼吸。目を閉じたまま左指で確実な一音を出す。などなど五
感が磨かれる時間でした。午後は編曲における和声の、美学や理論の
深いお話しです。「春の小川」の旋律にライアーの特徴を生かした和音を
付ける実践は、情景が広がり三次元の世界に誘われました。本講座は
音楽を感性に落とし、喜びの感覚を演奏において表現出来た時聴く人
の心に沁みわたるという素晴らしい学びでした。全てに感謝いたしま
す。  

◆会員のための講座　No.39
「最新号の会報付録楽譜を弾こう！」
　2019年1月27日（日） 10：00～15：30  
　会場：早稲田奉仕園　You-Iホール
　世話人：楽譜委員会
　最新号の会報付録楽譜を弾く会に初参加しました。クリスマスに届く
楽譜は毎年楽しみなものの、すぐに全曲なんて私には敷居が高かったの
ですが、聴いているのも可との案内文に背中を押されて行ってみて、し
みじみ良かったと感じました。
   楽譜委員会の方の解説とリードで1曲ずつ味わいつつ進みます。どの
曲も丁寧に選ばれている様子が伝わってきました。自分の選択肢にない

■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コリン・タンサー  楽譜
 「A Circle of Songs」  会員2000円　一般2200円（残5冊）
 「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円
 ⑥「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  
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp

曲に出会えるのも付録楽譜の楽しみです。中でも印象深かったのは藤
井氏の2曲でした。「星とたんぽぽ」の譜面下には“つぶやくように、静け
さをもって”と注記があり、「双子の星」の1小節目には“silence”とあり
ます。これも曲の一部であるとご本人が語られたとの楽譜委員の解
説に、会報フリーべ氏講演録での「あなた自身も調弦していますか？」

がこだましました。
   他の方に解説指導してもらいながら弾く楽しさ、ライアー好きが集
まるところへ行ける喜び、皆で取り組む時の少しの緊張と高揚感、そ
れらが「Deep Peace」のたゆたうような流れとともに心の中にまだ響い
ています。ありがとうございました。  



◆23日（土）14:30　神奈川•川崎市
こうかん通りコンサート
演奏:小倉さちことライアーのミューズたち
会場:こうかんクリニック1階ロビー
主催:日本鋼管病院こうかんクリニック
問合せ:044-333-5591

◆21日（木・祝）14:00　東京・新宿区
ライアーアンサンブルミューズ コンサート
演奏:高木芙二子  島崎篤子　芝山恭子
会場:近江楽堂東京(オペラシティ３階)
問合せ: T/F 042-384-7557 高木
leiermoon@gmail.com 芝山

◆21日（木・祝）15:00　神奈川・川崎市
春分をお祝いするライアーコンサート
演奏:牛山了子・中川ひさ
会場:にこぷら新地
問合せ:044-844-9026(牛山)
ryoko.cowmt@gmail.com

◆23日(土)24日（日）10:00-15:30   
茨城・つくば市

ライアーワークショップinつくば
講師:田原眞樹子
会場:23日つくば市ゆかりの森管理棟
　　 24日つくば市ふれあいプラザ多目的ホール
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）13:30　東京・世田谷区
ライアーと日本のうた
演奏:江原延子　福島由莉(朗読)
会場:オーキッドミュージックサロン
主催:江原延子
問合せ:lyre-ehara@willcom.com

◆12日（金）①15:00 ②18:30　東京・渋谷区

ライアー・音楽コース３期生/
修了コンサート
演奏:３期生12人による独奏及びデュオとアン
サンブル　　　　　
会場:MUSICASAムジカーザ
主催:ライアーラウムIZUMOTO
問合せ:Fax 0294-39-5404
leier1926-kurs3@yahoo.co.jp

◆13日（土）18:00　栃木・栃木市
オカリナ&ライアー
～カプリコーンズin栃木～
演奏:小倉さちこ、樹紫苑
会場:珈琲香房ドン・キホーテ
主催:吉田ピアノ
問合せ:090-4944-3827

◆21日（日）①10:30 ②13:30 東京・東久留米市
ジョン・ビリング
イースター ライアー コンサート
①ファミリーコンサート (30分、0歳より入場可)
②ライアーコンサート(中学生以上対象)
演奏:ジョン・ビリング　吉良 創　南沢ライアー
アンサンブル
会場:自由学園 みらいかん
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　
minamisawa-steiner.wixsite.com/lyre

◆23日（火）10:30　茨城・つくば市
アンカヴァーリング・ザ・ヴォイス 歌の講座
講師:平井久仁子
会場:つくば市並木交流センター音楽室
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

◆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(調整中)

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
(佐藤文敬）　※部分参加可

◆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:044-844-9026（牛山）
ryoko.cowmt@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: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

◆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/

■新刊楽譜集『ライアーのための四季のひびき』のお知らせ
楽譜集『ライアーのための四季のひびき』が完成しました。会報付録楽
譜1号～14号の中から季節の曲を選び、四季をイメージした水彩画やイ
ラストで色どりを添えました。ライアーを手にして間もない方にも楽しん
でいただけるシンプルな曲、ライア－歴が長い方には響きを深め味わっ
ていただける曲、そして新しい曲も数曲収めてあります。お側において、
楽しんでいただけますように。
※P.19「あまのがわ」に２点訂正箇所があります。
　・歌詞「おなご」→「すなご」　・8小節目シソソラ→シラソラ
訂正してお詫び申し上げます。  （楽譜委員会）

■読書会のお知らせ
マーティン・トビアッセンの教則本、『果てしない軌跡』の翻訳を読み進
めます。参加ご希望の方は水野までご連絡ください。
連絡先： tamapixy417@jcom.zaq.ne.jp　
5月５日(日) 15時～17時　早稲田奉仕園223号室
参加費1000円　 

◆公開講座No.48
「日本のユースも「ネフェリ」を弾こう！」
　2018年11月10日（土）  第１部10:00～12:00
   第２部13:00～15:00
　会場：成美教育文化会館
　講師：皇  恭子
　秋晴れの爽やかな日に、初めてのユースのための会に参加させて頂き
ました。
　午前はウォーミングアップの後、ネフェリのメロディを少しずつ弾いて
いきました。皇さんの丁寧な説明と注意点を聞きながら、細かく区切って
進んでいったのですが、ユースの皆さんがよく集中して根気強く練習に
取り組む姿勢に､感心しました。そして長い曲であるにも関わらず､常に音
楽が前に向かって活き活きと進み､軽やかさに満ちていることに気づきま
した。練習の後でガーナの歌と踊りで体を動かしてリフレッシュ、のは
ずが、大人はなかなか動きについていけませんでしたが（笑)、皆で一つ
の輪になってできたことで　緊張がほぐれました。
　午後は小学生のキンダーハープグループが加わり、相川さんの優しく
丁寧なリードで一音一音を弾くのを聴いていると､全体が静かな柔らか
い空間に変わっていき、引き込まれるようでした。そしてゆったりとした
メロディを奏でるキンダーハープと共に、ネフェリの曲を全員で演奏した
ときは､様々な楽器の響きの重なりの、言葉に表しがたい美しさと豊かさ
に感動しました。

　更に演奏を聴く時間も充実していて、小学生から大学院生までのユー
スと大人の方々の演奏は、選曲も編成もバラエティ豊かで、大変楽しく
聴かせて頂きました。私は中学生、高校生、大学生の生徒と参加したの
ですが、「あんなに大勢の人達と弾けて嬉しかった､ネフェリのアンサンブ
ルが合わせられた事に驚いた、色々な演奏を聴けたのと自分達も演奏
できたことが良い経験になった」と喜んでいました。
　今回の講座で、生徒達が初めて会った人達と一緒に弾く事を､ワクワ
クした気持ちで体験できた事をありがたく思います。このような経験は、
自尊心を育む力となることでしょう。勿論私自身が学ばせて頂いたこと
も多々あり、今後の励みになりました。企画とお世話をして下さった皆様
　本当によい機会を頂き､ありがとうございました。  

◆公開講座No.49
「音楽療法士 工藤咲良さんと探求するライアー演奏２」
　2019年1月20日（日） 11：00～15：00  
　会場：みどり野幼稚園ホール
　講師：工藤咲良

　咲良さんによる始まりの演奏が25名の心に届きましたところで、身体
を緩め、音を浴び、ライアーの音を出す実践です。空間と戯れ、聞こえ
ない音をも纏って様々な出会いを楽しみます。その感性がライアーを伝
い生まれた即興音楽は何とも優美。「ペチカ」の旋律の掛け合いが始まる
と阿吽の呼吸。目を閉じたまま左指で確実な一音を出す。などなど五
感が磨かれる時間でした。午後は編曲における和声の、美学や理論の
深いお話しです。「春の小川」の旋律にライアーの特徴を生かした和音を
付ける実践は、情景が広がり三次元の世界に誘われました。本講座は
音楽を感性に落とし、喜びの感覚を演奏において表現出来た時聴く人
の心に沁みわたるという素晴らしい学びでした。全てに感謝いたしま
す。  

◆会員のための講座　No.39
「最新号の会報付録楽譜を弾こう！」
　2019年1月27日（日） 10：00～15：30  
　会場：早稲田奉仕園　You-Iホール
　世話人：楽譜委員会
　最新号の会報付録楽譜を弾く会に初参加しました。クリスマスに届く
楽譜は毎年楽しみなものの、すぐに全曲なんて私には敷居が高かったの
ですが、聴いているのも可との案内文に背中を押されて行ってみて、し
みじみ良かったと感じました。
   楽譜委員会の方の解説とリードで1曲ずつ味わいつつ進みます。どの
曲も丁寧に選ばれている様子が伝わってきました。自分の選択肢にない

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

2月10日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」6回目練習  横浜・みどり野幼稚園ホール

3月17日（日）  「ライアー教師のためのコース・3期」7回目  東京・Bumb東京スポーツ文化館

4月20日（土）21日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」7回目練習合宿 東京・Bumb東京スポーツ文化館 
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

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

� 月  March

2 月  February

6 月  June

7 月  July

4 月  April

5 月  May

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）
 　（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コリン・タンサー  楽譜
 「A Circle of Songs」  会員2000円　一般2200円（残5冊）
 「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円
 ⑥「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  
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp

曲に出会えるのも付録楽譜の楽しみです。中でも印象深かったのは藤
井氏の2曲でした。「星とたんぽぽ」の譜面下には“つぶやくように、静け
さをもって”と注記があり、「双子の星」の1小節目には“silence”とあり
ます。これも曲の一部であるとご本人が語られたとの楽譜委員の解
説に、会報フリーべ氏講演録での「あなた自身も調弦していますか？」

がこだましました。
   他の方に解説指導してもらいながら弾く楽しさ、ライアー好きが集
まるところへ行ける喜び、皆で取り組む時の少しの緊張と高揚感、そ
れらが「Deep Peace」のたゆたうような流れとともに心の中にまだ響い
ています。ありがとうございました。  


