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◆第17回総会・書面の表決の結果について
会員のみなさま
書面表決書のご提出をいただきありがとうございました。
第17期活動報告及び決算報告、第18期活動方針及び予算
案は、過半数を超える賛成129名（会員総数201名中）を
もって可決されたことをご報告いたします。
新型コロナウィルスの感染が今後どうなるかの心配はありま
すが、今期に予定されている催しが無事にできることを願っ
ています。 

(泉本信子　吉良  創)

◆会員のための講座No.44
アロイス・キュンストラーとライアー
～キュンストラーの作品を弾こう～
　2020年11月14日（土）13:30 ～16:00
　会場：成美教育文化会館ホール
　講師：吉良  創
　真っ青な空と色づいた落ち葉が舞う東久留米で、キュンスト

ラーの作品を奏でるため、３7名（うち運営委員７名）が集いま

した。会場には、キュンストラーの年代ごとの写真が数枚飾ら

れ、吉良さんの語るプロフィールと相まって、彼がずっと身近

に感じられるようになりました。キュンストラーは靴屋の息子と

して生まれましたが、芸術家（＝キュンストラー）という名前の

通り、音楽の才能を発揮し、人智学的治療教育と出会い、オ

イリュトミストの妻と共に人生のすべてをその教育に捧げる

道を選びました。彼はヴァルドルフ学校や治療教育施設で子

どもたちと共に生きる生活の中から、行事、集いの歌や曲を

数多く作曲し、今も現場で愛され歌い継がれています。子ども

たちとともにその場の雰囲気に合わせ、自由に音楽を奏で、楽

しむことを好んでいたキュンストラーに、私も会ってみたかっ

たです。人生最後に暮らした高齢者施設でも、ライアー演奏

を毎週行い、住人たちに幸せをもたらしていました。そんな彼

の音楽のすばらしさを深く理解したのがクリーニムであり、楽

曲を整理・出版し、今に伝えてくれているのだそうです。

　今回は２時間半の講座の中で、20曲ほどを皆さんで演奏

し、キュンストラーの音楽の響きを味わうことができました。

特徴的な和音の流れが美しかったです。私個人としては、も

う少し練習しておけばよかったと反省しています。響会が購入

したコンサートライアー「ライオネス」のお披露目もありまし

た。深く、太い響きが、これからの演奏をきっと豊かにしてく

れることでしょう。感染対策等いろいろ配慮し、貴重な機会

を作ってくださった運営委員の皆様ありがとうございました。
（田中洋子）

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　久しぶりの講座には運営委員を含め37人が集い、関西や東北

からの参加者もありました。たくさんの曲を弾いて、アロイス・

キュンストラーの音楽の多様な響きを体験していただけたらと

思い、事前にたくさんの楽譜を配りました。参加された方は楽譜

にちゃんと目を通してくださっていたようで、次々に、たくさんの

曲を弾きましたが、どの曲も１回、２回の演奏で、その曲の響きを

体験することができました。私は指揮者の場所で全体の響きを

体験することができましたが、とても美しいキュンストラーなら

ではの響きが生み出せたと思います。皆さんの演奏のレベルが

上がっているのではないかと思いました。

　キュンストラーは自己表現としての作曲をする芸術家と言うよ

りも、子どもたち、障害を持った人たちなどと一緒に演奏するた

めに、そして幼稚園、学校、治療教育施設、老人ホームなどを音

楽で満たすために作曲し、共に演奏した現場の音楽家です。今

回の講座では、ライアーのための曲でない、世界中のシュタイ

ナー幼稚園や学校で歌われているようなキュンストラーの代表

曲も紹介いたしました。これから皆さんがキュンストラーの作品

をたくさん弾いていただけたらと思います。

（講師：吉良  創）

■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。
 （別途郵送料がかかりますが、１万円以上ご購入の場合は送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号、2号～16号（すべて付録楽譜付）
 　（一般の方には15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
 
 
 申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp

◆会報付録楽譜集に収録されているA.キュンストラー作品

KLANG vol.２ 3 ．眠りの音楽

KLANG vol.３ 1 ．ラファエル賛歌

KLANG vol.４ 5 ．ハレルヤ！　6．ロンド（ヨハネ祭のおどり）

KLANG vol.５ 13 ．コサックの子守歌（ロシア民謡　編曲）

KLANG vol.６ 9 ．エサイの根より生いいでたる

          （16世紀の曲　編曲）

KLANG vol.７ 6 ．クリスマス・カンタータ　

     8 ．大地はうたう

          （ドイツ・トーリア地方の伝承歌集より　編曲）

KLANG vol.９ 6 . 最終章（フィナーレ）

     7 ．聖ミカエルの歌（Ｅ.プラハト作曲　編曲）

KLANG vol.10 7 ．小じかが夜に　８．ひなどりの歌

     9 ．お日様が沈んで

KLANG vol.11 6 ．復活祭の音楽

KLANG vol.12 4 ．カノン

KLANG vol.13　13 ．アドベントカノン　16．幼子が今日生まれた

KLANG vol.14　12 ．踊りのカノン

KLANG vol.15 4 ．アレルヤ　５．神は泉の源にあり

KLANG vol.17　「Ａの音楽」「夜の音楽」（現在編集中）

◆響会ライブラリーに在庫のあるＡ．キュンストラーの楽譜集
以下、僅かですが在庫あります。ご希望の方は小林までお問合せください。

　FRÜHE LIEDER １、２、３（昔の歌 １、２、３）各冊 ￥1,300
　VOLKSWEISEN VARIATIONEN TÄNZE
　（民謡、変奏曲、舞曲）     ￥1,300
　SPIELHEFT （ライアー曲集）    ￥1,500

◆ライアー楽譜集を購入可能なサイトのご案内
ライアーのための楽譜集をお探しの方のために、入手可能なサイト
をいくつかご紹介します。
・アマゾン　www.amazon.co.jp/
 J.クニーリム編「Spielbuch 1」、
 E.シュヴェーデラー編「Leier-Album 2」 などが購入できます。
また、Amazon UKではP.M.リームの楽譜集なども見つかります。
・Edition zwischentöne　www.edition-zwischentoene.de
Ｇ.バイルハルツさんの出版社です。楽譜集のほか、ピース（曲）のダ
ウンロード購入も可能です。
・Lyre Association of North America
　www.lyreassociation.org
北米ライアー協会（通称LANA）のWeb Storeには上記Edition 
zwischentöne出版の楽譜やＪ．ビリングさんの新譜など、様々取り
揃えられています。古いものはSaleになっていることもあります。こち
らもピース（曲）のダウンロード購入可能です。

（書籍楽譜担当　小林）
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◆12月6日（日）14:00  神奈川・鎌倉市
ライアークリスマスの響き
演奏:リラ・コスモス
会場/主催:Art&Diningたぶのき
問合せ:kokoko5050@gmail.com

◆12月12日（土）15:00  石川・金沢市
クリスマス ライアー★コンサート
演奏:ライアーリヒト金沢
会場:石川県庁19階展望ロビー
主催:ライアーリヒト金沢
問合せ:田中 hiyon.t.36.0567@icloud.com
               090-2371-8983

◆12月13日（日）13:00、14:30、16:00  
東京・大田区
ライアーコンサートat ティール・グリーン
演奏:アンジェリカ
会場/主催/問合せ:ティール・グリーン 
03-5482-7871

◆3月29日（月）18:00  東京・新宿区 
東京ライアーアンサンブル演奏会
会場:音楽の友ホール
問合せ:T/F 045-971-9127(櫻井)
ensemble.tie.con@gmail.com
※2020年3月、8月より延期

◆12月23日（水）19:00  東京・杉並区
「語り・歌・ライアー」

第11回 鬼京芋孫ひとり舞台
芥川龍之介「好色」他
演奏:鬼京芋孫（鬼頭正明）
会場/問合せ:名曲喫茶ヴィオロン
Tel 03-3336-6414
※2021年も毎偶数月第１水曜日同時刻同会場
にて開催
※特に予約の必要はありません。

2021年
◆2月21日（日）14:00  神奈川・川崎市
小黒恵子童謡記念館ミニコンサート
演奏:リラ・コスモスライアーアンサンブル
会場/主催:小黒恵子童謡記念館
問合せ:kokoko5050@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。

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. 日時
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. 問合せ先
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  今後の響会の催しの予定

2021年
1月30日（土） 会員のための講座No.45「最新号（17号）の会報付録楽譜を弾こう！」 東京・早稲田奉仕園

2月23日（火・祝）  「ライアーオーケストラ第8期」17回目練習  横浜・みどり野幼稚園

4月25日（日） 会員のための講座No.46「魂の自由な呼吸を求めて～呼吸と音楽のかかわり」 横浜・みどり野幼稚園

5月16日（日） 公開講座No.54「ライアーのオリジナル曲を弾こう！」  東京・成美教育文化会館

5月22日（土） 「ライアーオーケストラ第8期」18回目練習  横浜・みどり野幼稚園

5月23日（日） 「ライアーオーケストラ第8期」19回目練習  横浜・みどり野幼稚園

尚、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止の可能性もあります。

ききょううそん


