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◆訃報

　４月７日、運営委員で会計を担当して頂いていた根本裕美さん

が、天に召されました。

　2020年の１月に重いご病気の診断を受けていらしたのに、私

たちには、本当のことは告げず最後まで皆さんに心配をかけまい

と、お一人でご病気と闘っていらしたのです。

　昨年11月から入院中３ヶ月の間、また退院後も点滴しながら、

会計のお仕事をこなし、引き継ぎされていたことに胸がつまる思

いです。４月１日最後にお会いした時、ライアーや楽譜は、東京

シュタイナー学園に寄付され「皆さんには、感謝しかない…」と話

されました。

　リクエスト曲をつくばメンバー３人でライアーを弾きました

ら、「身体が楽になった…」と言って頂きせめてもの慰みでした。

日本全国、また世界の沢山の人々、子どもたちを笑顔にして下さ

り、偉大な功績を残されました。優しい光に満ちた笑顔で、お仲

間たちのライアーの音色をお供に旅立たれた裕美さん、心よりご

冥福をお祈りいたします。　（芝山恭子）

〈追悼　根本裕美さんのこと〉

 　根本裕美さん、ライアー響会では会計を担当してくださり、総

会での司会、会計報告や、記念撮影などなど、ライアー響会には

不可欠なムードメーカーでした。彼女の笑顔、声、話し方、ユー

モア、ポジティブな明るい雰囲気は、ジョン・ビリング、ジョン・

クラーク、ゲルハルト・バイルハルツ、トーマス・ペトローリな

ど大会の講師として招いた人たちからも愛されていました。ライ

アーの世界大会にもいつも参加されていて、海外のライアー奏者

たちとの交流も楽しんでいました。

　私が最初に裕美さんと出会ったのはシュタイナー幼児教育の

講座。相当前のことで、故高橋弘子先生主催の講座だったと思い

ます。裕美さんはウォルドルフ人形の「スウェーデンひつじの詩

舎」の活動も積極的にされていて、人形作りの他に「季節のおたよ

り」の製作を担当していました。２年前から裕美さんから頼まれ

て文章を連載していますが、この春の号から他の方に担当を引き

継がれていました。その際に裕美さんが病気であることを知った

のですが、こんなに早く旅立たれてしまうとは想像できませんで

した。

　裕美さん、天国から私たちのライアーの響きを笑顔で楽しんで

くださっていると思います。　（吉良  創）

■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」
　日時 : 4月25日(日)12時半～16時
　会場 : 横浜•みどりの幼稚園ホール
　講師:竹田喜代子

　「魂の自由な呼吸」って、どんな意味なんだろう？ そんなことを

思いながら、竹田先生の講座に初めて参加させていただきまし

た。まずは人智学にもとづく、呼吸と音楽の関係についてのお話

し。それから、３つの楽器の体験をさせていただきました。鉄でで

きた丸いゴング、ブロンズ製の細長い棒のような楽器（「シュテー

ベ」と言うそうです）、そして銅でできた小さなシンバル。それぞれ

が、異なる響き、異なる「質」を持っています。初めて触れたゴン

グ。力を抜いて立ち、体全体をゆらせるようにして中央をばちで軽

く叩く。シンプルな楽器であり動きなのに、どうにも難しい！ けれ

ども、いくつものゴングの丸くてあたたかな音の中に立ったとき、

「響き」というものが、耳からだけではなく、身体全体で受けとる

ことができるものであることが実感できました。まだ響きの残る

シュテーベを耳に近づけてみたときに伝わってきた、びりびりとし

た振動や、小さなシンバルから放たれた光のような輝き（響き）も

印象に残っています。一人ひとりがそれぞれに楽器を持ち、互いに

■会員のための講座No.45

「最新号の会報付録楽譜を弾こう!」について

　今年1月30日に予定していました上記講座は、2月10日発行の

響会ニュースvol.68でもお知らせしました通り、コロナ禍のため

延期になり、講座No.48として下記の日時に開催します。

　内容、詳細については、昨年末にお送りしたチラシまたは響会

HPをご覧ください。

お申し込みは５月20日からとなります。

　日時：6月26日(土) 12:00～16:00（11:45開場）

　会場：早稲田奉仕園リバティーホール

　ご参加、お待ちしています。

一音を出していったとき、先生はおっしゃいました「よく聴いてくだ

さい。まだ、響いていますね」。耳をすませて「聴く」ことの大切さ

を、改めて教えていただいたように思います。ライアーを弾くより

前に、まず「聴くこと」ができているのだろうか？私は自分に対し

て問い直す必要があることに気付かされました。「ある楽器を修

練することは、その人の生命力を強めてくれます」とのお言葉から

は、日々ライアーに向き合うことへの励ましをいただいたように思

います。そして呼吸と音楽や、魂が呼吸するとはどういうことか？に

ついて、ライアーを演奏する中でこれからも問い続けていきたいと

思いました。ありがとうございました。　（中谷初恵）

■響会発行の会報バックナンバー、書籍など21冊を販売しています。
　内訳はニュース前号、HPをご覧の上、希望される方はお申し込み
　ください。
　（別途送料がかかります。１万円以上ご購入の場合は送料無料）
　　申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp



◆29日（日）13:00  千葉・市川市
ライアーに親しむ会
演奏:リラ・コスモス
会場:木内ギャラリー
主催:NPO法人まちのすみかの会
問合せ:kokoko5050@gmail.com

◆2日（水）18:00  東京・杉並区
「語り・歌・ライアー」
第14回 鬼京芋孫ききょううそんひとり舞台
「愛の皮肉と天の恵み」黒岩涙香作品集より
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
※特に予約の必要はありません。

◆17日（木）12:30  神奈川・鎌倉市  
ライアー Healing Concert
演奏:リラ・コスモス
会場:ロマーノ
主催:Atelier Hisae
問合せ:kokoko5050@gmail.com

◆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
「ライアーのある暮らしのために」
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/

◆5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(詳細未定）
演奏:南沢ライアーアンサンブル
会場:成美教育文化会館　ギャラリー
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

◆24日（金）25日（土）18:30  東京・豊島区
ライアートリオの夕べ 2021
（詳細未定 申込は10月以降）
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/

◆2日（金）～4日（日）  北海道・札幌市
ライアー合宿
講師:池末みゆき
会場:ペンション シャドウ クラッセ
主催:札幌ライアーの会
問合せ:090-6990-2947(小沼和子）

◆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
→新型コロナウィルス感染防止のため中止

◆3日（土）11:00、14:00  長野・軽井沢町
「Nola Piccola ライアーの響き」
演奏:小林初予•佐山香織
会場:ハウス•オブ•軽井沢
主催:Nola Piccola
問合せ:solangekaorisayama@gmail.com
(佐山香織)
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　「魂の自由な呼吸」って、どんな意味なんだろう？ そんなことを

思いながら、竹田先生の講座に初めて参加させていただきまし

た。まずは人智学にもとづく、呼吸と音楽の関係についてのお話

し。それから、３つの楽器の体験をさせていただきました。鉄でで

きた丸いゴング、ブロンズ製の細長い棒のような楽器（「シュテー

ベ」と言うそうです）、そして銅でできた小さなシンバル。それぞれ

が、異なる響き、異なる「質」を持っています。初めて触れたゴン

グ。力を抜いて立ち、体全体をゆらせるようにして中央をばちで軽

く叩く。シンプルな楽器であり動きなのに、どうにも難しい！ けれ

ども、いくつものゴングの丸くてあたたかな音の中に立ったとき、
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た振動や、小さなシンバルから放たれた光のような輝き（響き）も

印象に残っています。一人ひとりがそれぞれに楽器を持ち、互いに

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。

一音を出していったとき、先生はおっしゃいました「よく聴いてくだ

さい。まだ、響いていますね」。耳をすませて「聴く」ことの大切さ

を、改めて教えていただいたように思います。ライアーを弾くより

前に、まず「聴くこと」ができているのだろうか？私は自分に対し

て問い直す必要があることに気付かされました。「ある楽器を修

  今後の響会の催しの予定

5月16日（日）12：30-16:00 公開講座No.54「ライアーのオリジナル曲を弾こう！」 
        東京・成美教育文化会館グリーンホール

　＊昨年延期になっていた講座の再開です。前回送付のチラシかホームページで詳細をお確かめください。

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）10：00-13:00  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・成美教育文化会館プレイルーム

6月26日（土）12：00-16:00  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・早稲田奉仕園リバティホール

【ライアー響会19期】

9月18日（土）19日（日） 「ライアー2021東京」  東京・成美教育文化会館

10月24日（日） 「ライアーオーケストラ第8期　発表コンサート」  東京・けやきホール

5 月  May

6 月  June

7 月  July

12 月  December

練することは、その人の生命力を強めてくれます」とのお言葉から

は、日々ライアーに向き合うことへの励ましをいただいたように思

います。そして呼吸と音楽や、魂が呼吸するとはどういうことか？に

ついて、ライアーを演奏する中でこれからも問い続けていきたいと

思いました。ありがとうございました。　（中谷初恵）

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


