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■会報編集委員より
　昨年は新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、秋

の大会を初め、いくつかの講座が延期や中止になったため、

今号は例年と異なる内容になっています。

　巻頭の「ライオネス」は響会で購入したコンサートライ

アーについての文章です。なかなかお披露目ができずにい

ますが、製作者のマリー・ライト氏に原稿を依頼したとこ

ろ、快く引き受けてくださいました。製作の過程、試行錯

誤されている様子、こだわった点など大変興味深く読める

のではないでしょうか。

　平井久仁子さんには、この状況で私たちができることを、

また梶谷祐子さんには、実際にライアーの響きを必要とし

ている子どもたちとの体験を、牛山了子さんには子どもた

ちとの体験と、ライアーを巡るディープな人生について書

いていただきました。

　また、昨年亡くなられたハナ・サイデンバーグさんの追

悼記事もLANA(北米ライアー協会)の許可を得て掲載しま

した。読んでみて、やはり一度日本に来ていただきたかっ

たと改めて思います。

　今回原稿や曲を掲載くださった海外の方々にも寄贈しま

した。新型コロナウィルスの影響で海外への郵便事情が悪

く、無事到着するのか案じられましたが、みなさん届いた

とのメールをくださいました。

　マリー・ライト氏からは吉良さん宛てに、以下のメッセー

ジが届きました。

「Hello, Hajime !

　完璧に包装された会報を数日前に受け取ったよ。僕に

は（日本語は）読めないけれど、とても良い回想録になり

ます。送ってくれてありがとう！ 付録楽譜集も含めてと

てもプロフェッショナルな会報だね。あなた方は素晴ら

しい仕事をされているね！ 僕の記事の前に君が何か書

いてくれていることに気づき、なんと書いてくれている

のか興味深い。おそらくライアーの入手についての短い

話が書かれているのだろうけれど、できれば訳してくれ

ないかい？

　ドロシー (マリー夫人）と僕は大丈夫だよ。ウィルスも

僕らの住むこのあたりにはあまり影響ないよ。日本の現

状は良くないようだけれど、さらに悪くならないように、

そして君も元気でいてくれることを願います。」

　ハナさんの曲、追悼記事を提供してくださったLANAか

らは、マーゴ・ケッチャムさんが「美しい！ ありがとう」

と写真付きで送ってくださいました。

　付録楽譜集に掲載した「ちいさな祈りの響き」の作曲者、

クリスティアン・ギールシュ氏からは「とても素敵だ。あ

りがとう。私の曲が素晴らしい貴重な作品とともに載って

いて嬉しい。光栄だ」

　北ドイツライアー協会のマリア・ホランダーさんからも

「ありがとう。日本でクニーリムの音楽が響くこと、嬉しい

です」とのことでした。

　先が見えず、落ち着かない日々が続きますが、ライアー

を通してこのようなつながりを持てたことに感謝していま

す。

(水野珠実)

■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～17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

■会員のための講座No.45「最新号の会報付録楽譜を弾こう！」講座延期のお知らせ
1月30日(土)に予定していた表題の講座は緊急事態宣言が発せられたことを鑑み、
以下の日時に延期いたしました。
受付は5月20日以降になりますので、ニュース次号、響会HPにて詳細をご確認の上お申込みください。

　日時 : 6月26日(土)12時～16時

　会場 : 早稲田奉仕園リバティホール

「夏開催するのは、初めてです。どんな響きが生まれるでしょう！？

　お時間ある時に弾いてご自分のイメージを描いて参加されるのも楽しいかもしれません。」(楽譜委員 / 中川ひさ)
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◆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
※無観客・生配信で行われます。
アクセス、変更等に関しては、小黒恵子童謡記念
館のHPでご確認下さい。→ 中止になりました

◆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.tle.con@gmail.com
※2020年3月、8月より延期

◆7月28日（水）～8月1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(仮)」
講師: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:http://www.hibikinomura.org/

◆7日（水）18:00  東京・杉並区  
「語り・歌・ライアー」

第13回 鬼京芋孫ひとり舞台
少年の日の思い出  竹久夢二童話集 より
演奏:鬼京芋孫（鬼頭正明）
主催:鬼頭正明
会場/問合せ:名曲喫茶ヴィオロン
Tel 03-3336-6414
※コロナ予防対策要請に準じ、今回は開演時刻
が18時となります。
※特に予約の必要はありません。

◆2日（金）19:00  東京・新宿区
クラヴィコード＆ライアー
癒しのコンサート
演奏: クラヴィコード  森澤登志子
  ライアー  高木芙二子 
会場:オペラシティ 近江楽堂
問合せ:高木 T/F 042-384-7557 
fuoco-takagi@mbr.nifty.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。
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  今後の響会の催しの予定

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

　＊昨年延期になっていた講座の再開です。同封のチラシで日時と場所の変更をご確認ください。

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

6月13日（日） 会員のための講座No.47「歌声の響きをつくる12～ライアーの響きにふさわしい歌い方とは」 

東京・成美教育文化会館

6月26日（土） 会員のための講座No.48「最新号（17号）の会報付録楽譜を弾こう！」 東京・早稲田奉仕園
　＊1月に延期になっていた講座の再開です。上記のお知らせを参照してください。

尚、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況により延期や中止の可能性もあります。

2 月  February

3 月  March

7 月  July

4 月  April

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

ききょううそん


