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みなさま
　「ライアー 2019東京」のご案内と第17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17期会員ご継続欄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、お返事と資料は締め切り後にお送りします。
　大会で、個人の楽譜やCDを販売ご希望の方は、響会までお知ら
せください。
　7月1日以降、9月10日までに17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。

■第12回「ライアー教師の会」のご案内
9月13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12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。　

■公開講座No.51「みんなで楽しくライアーを弾こう！
    　in関西4」のお知らせ
　2019年11月2日（土） 10：30～15：30  会場：京都・マクリン幼稚園

毎年、春に持っていた上記講座を、今年は11月2日(土)に持つことに
なりました。会場は京都市左京区・下鴨の幼稚園をお借りします。7月
末に案内をお送りします。ぜひご一緒に季節の曲を楽しみましょう。関
西以外の方もご参加をお待ちしています。（世話人:小野・芝山・八幡）

◆会員のための講座No.40「歌声の響きをつくるⅪ
　　　　～ライアーの響きにふさわしい歌い方とは～」

　2019年6月16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）

　梅雨の晴れ間の日曜日、会場のLeier Studium Hausに初めて足を
踏み入れると、天井が高く小さな教会のようで、それだけで安らいだ気
持ちになりました。
　自由に歩くこと（胸から赤い糸が出ていると思って）から始まり、曲げ
た足を上にのばすと同時に手は逆に下げながら声を出す、四角い布に包
まれたお米やとうもろこしの袋を輪で隣に回す、2人組で1人が目をつ
ぶり導く…など、動きのワークをたくさんしました。
　途中、ほんの短い休憩を挟んだだけの3時間！ 終わってみると、天
井が低くなっていると感じられるではありませんか！ 動くことで、身体
が緩むだけではなく、空間や人のつながりを感じ、自分が広がっていた
のだと思います。ライアーや声が響くためには、その空間を包み込む自
分自身の力が必要で、それは動くことで培われる、ということを学びま
した。
　また、音程がとりにくい時、その前まで歌ったら、その音を歌わずライ
アーで聞く、ということを何度かすると、音程が安定するばかりではな
く、声そのものの質が全く変わりました。次の音を「聞いて」歌っている
かどうかが、声そのものを変化させる…驚きの体験でした。ラストに歌っ
た『めぐるよめぐる』のカノンは、天にたゆたうリボンが見えるようなすば
らしい響きでした。古賀先生、11名の参加者のみなさま、ありがとうご
ざいました。　

お知らせ　ヴァルドルフ／シュタイナー教育100周年への協賛について
今年2019年は、ヴァルドルフ／シュタイナー教育誕生100周年の記念すべ
き年で、世界中でたくさんの祝賀イベントが開催され、日本シュタイナー学
校協会でも全国規模で巡回展など催されるそうです。ライアー響会でも広
告で協賛いたします。個人でご寄付を希望される方は下記サイトをご覧くだ
さい。
    ヴァルドルフ／シュタイナー教育100周年への協賛のお願い.pdf
    https://worktogether.waldorf.jp/s/ZMKZX2BnFPTsAcA
寄付締め切り　2019年7月31日（水）法人・個人問わず一口1000円から
ご寄付いただけます。
　■お問い合わせ■  横浜シュタイナー学園　担当：佐藤雅史、中島
　Tel：045-922-3107     Mail：jimu@yokohama-steiner.jp
　ヴァルドルフ／シュタイナー教育100周年特設サイト
       https://waldorf.jp/100th/
　日本シュタイナー学校協会公式サイト https://waldorf.jp/

■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。）3号＆5号は在庫切れです。
      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2冊）
 「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円  
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp



演奏/主催:つくばライアーの響き
会場:つくば 惠光寺
問合せ:芝山T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆1日（金）19:00 東京・三鷹市
アルコ・ムジカ オイリュトミー発表会
「貝の火」(春畑セロリ作曲初演)
演奏:ブーゲンビリア（ライアー）、高取達也（ピア
ノ）、松山由紀（語り）
会場:三鷹市芸術文化センター・星のホール
主催:アルコ・ムジカ（代表  松山由紀）
問合せ:T/F 03-3943-1399（内田)
　eurythmieyuki@gmail.com（松山）

◆8日（日）時間未定　東京・東久留米市
クリスマス ライアー コンサート
演奏: 南沢ライアーアンサンブル
会場:自由学園みらい館
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

◆18日（水）19日（木）18:30　東京・豊島区
ライアートリオの夕べ 2019
演奏/主催: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
問合せ:leiertrio@gmail.com  
http://angel.ap.teacup.com/leiertrio/

◆21日（土）18:00 神奈川・川崎市
冬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/F044-844-9026（牛山）
ryoko.cowmt@gmail.com

◆24日（土）16:00　東京・新宿区
「赤毛のアン」朗読コンサート
演奏:三野友子　朗読/松本侑子（作家・翻訳家）
会場・主催:新宿朝日カルチャーセンター
問合せ:03-3344-1945（新宿朝日カルチャー
センター）

◆29日（木）12:10　神奈川・横浜市
ジェントルコンサート vol.3
　～ライアーと歌とお話と～
演奏:小倉さちこ&井上ゆり子
会場:戸塚区民文化センター リハーサル室
主催:小倉さちこ
問合せ:leier@mbr.nifty.com

◆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

◆21日（土）14:00、17:30 　神奈川・横浜市
Andante 1st ライアー＆木笛コンサート
演奏:宮沢あけみ・鈴木知佐子　他
会場:あかいくつ劇場（横浜人形の家・４F）
主催:Andante ～ライアーとの時間
問合せ:090-7007-5636 
　 AndanteLeier@gmail.com

◆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）

◆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

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

【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」9回目  東京・成美教育文化会館

9月29日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」10回目練習  横浜・みどり野幼稚園

10月6日（日）  公開講座No.50「ユースのみんなでカレワラを弾こう！」  東京・成美教育文化会館

11月2日（土）  公開講座No.51「みんなで楽しくライアーを弾こう！ in関西４」 京都・マクリン幼稚園

11月17日（日）  「ライアーオーケストラ第8期」11回目練習  横浜・みどり野幼稚園

7 月  July

10 月  October

11 月  November

12 月  December
9 月  September

8 月  August

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。）3号＆5号は在庫切れです。
      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2冊）
 「The Heart's Reply」  会員1800円　一般2000円  
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp

◆7日（日）14:00　茨城・つくば市
七夕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:つくば文化会館 アルス、アルスホール
問合せ:芝山T/F 0297-68-7538  
leiermoon@gmail.com

◆7日（日）19:00　東京・新宿区
ミューズの響きin神楽坂～星と月と過ごす夜～
演奏/主催:小倉さちこ　会場:The Glee
問合せ:leier@mbr.nifty.com

◆27日（土）28日（日）　長野・安曇野市
ウォルドルフ人形展とライアーコンサート
演奏:つくばライアーの響き&ライラックの会
会場:安曇野髙橋節朗記念美術館 南の蔵　　
主催:安曇野のかぜにふかれて／根本裕美（ス
ウェーデン羊の詩舎講師）
問合せ 吉田 fujiyoshi0315@hotmail.co.jp
　       根本 kyklos02@gmail.com

◆30日（火）12:10　神奈川・横浜市
ジェントルコンサート vol.2 
　～オカリナ&ライアー～
演奏:カプリコーンズ（小倉さちこ、樹 紫苑）
会場:戸塚区民文化センターリハーサル室
主催:小倉さちこ
問合せ:leier@mbr.nifty.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/主催:NPO法人 人智学共同体ひびきの村
http://www.hibikinomura.org/

◆18日（日）14:00　神奈川・横浜市
祈りの響き ライアー コンサート
演奏/主催:コスモス ガルテン
会場:鶴見区民文化センター 3F リハーサル室
問合せ: sora-nak@dolphin.ocn.ne.jp（中川）
Fax 0476-47-6050


