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会員の集まり「ライアー2021東京」の開催について
　新型コロナウィルス感染拡大による不安な状態が継続してい

るため、今年（19期）の会員の集まりは、例年と異なる特別な仕方

で開催いたします。

◆会場は成美教育文化会館で、定員を設け、１日のみの同じプロ

　グラムを２回行います。参加希望者は、9月18日（土）か19日

　（日）のどちらかの日を選んでください。

◆詳細な内容、申し込み等々については、「ライアー 2021東京」

　のパンフレット（７月末までにお届けします）をご覧ください。

◆「第18回総会」は書面での開催といたします。総会の資料と書

　面決議に関する書類は9月1日以降にお送りします。

◆大会前日に行っていた「ライアー教師の会」は行いません。

◆9月の感染の状況により、中止及び変更する場合があります。｠

　9月に会員の方々とライアーの響きを共にできることを願って

います。　（運営会）

※7月1日以降、9月末日までに19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、ゆうちょ銀行口座

　間送金や、電信振替でのご送金等もご利用ください。

※なお、退会される方は必ず響会までご連絡ください。

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

  若葉萌える五月の午後、先月急逝された根本裕美さんの追悼の祈

りをこめて、小野純子さんのたおやかな指揮に誘(いざな)われ、26

人の参加者と共に、神秘に満ちた至福のライアー体験を持つことが

できました。

｠ 円座に並んだ椅子の一席には、裕美さんを偲んで、工藤奈巳さん

が持参された、裕美さんお手製のお人形（ぽあぽあマリヤ）や花束

が飾られ、その横には、日立のお仲間が送ってくださった、裕美さん

作のライアーを抱えたウォルドルフ人形の写真が飾られました。

｠「ゆったり、自然体でやりましょう！」と、終始笑顔の小野さんの雰

囲気に励まされて、一人ではたどり着けないライアーオリジナル曲(計

14曲)の深淵に触れる体験が持てました。

｠ そのうち6曲は小野さんのオリジナル曲で、はじめに、裕美さんを

偲んで作曲されたという「春のカノン」を演奏しました。のびやかに

踊っているような音楽が、きっと裕美さんに届いたと思います。

　クライマックスでは「ぐーっと眠りの中に入ります。神様の世界へ

入ります。ライアーって、こういう表現ができて、本当にすごいと思

う。」と、小野さんの豊かな表現で、みるみる音が変わっていくのを

感じました。

｠ また、今回の講座では、裕美さんとの思い出や、各作曲家について

など、たくさんの方がエピソードを発言してくださったり、市川ライ

アーの会や有志の方による追悼演奏を聴くことができ、あらゆる方

向からライアーを堪能することができました。そして、吉良さんが演

奏してくださった「ライオネス（コンサートライアー）」の低音がアン

サンブルに一層深みを加えてくださいました。

　生の音には、香、色彩、気配などがあることを実感させてくださっ

た小野さん、新しい扉を開いてくださり、ありがとうございました！ 

皆さんの演奏は、きっと裕美さんに喜んで頂けたことと思います。

　裕美さん、これからもどうか、天国で私たちのライアーを見守って

いてくださいね！ （松本優子）

＜講座延期のお知らせ＞
　6月13日(日)に開催を予定していた会員のための講座「歌声の響きを
つくるⅫ」は、会場が緊急事態宣言下の都内であることから、11月
28日(日) （東京・成美教育文化会館ギャラリー10時～13時）に延期
させて頂きました。昨年に引き続きの延期は残念でしたが、ご理解く
ださりありがとうございました。
　例年は初夏の開催でしたが、期せずして第一アドヴェントの日曜日
になります。多くの皆さまとマスク無しで歌える日となることを、心
から願っています。また、会員のための講座ではなく、一般の方もご
参加頂ける公開講座として開催します。どうぞお知り合いの方々にも
お声かけください。（担当　小林•芝山）

「会員の方から根本さん追悼のお言葉、お手紙をいただきました。
　ありがとうございました。」

■会員のための講座No.45「最新号の会報楽譜を弾こう！」
　日時 : 6月26日(土)12:00～16:00
　会場 : 東京・早稲田奉仕園リバティホール
　世話人：楽譜委員会

　毎年楽しみにしている「会報付録楽譜を弾こう！」が新型コロナウ

イルスの為に延期になっていましたが、6月26日に開催され参加して

きました。

　今年の会報楽譜は昨年亡くなられたハナ·サイデンバーグさんの

曲、キュンストラー、クリーニムさんの曲と万年初心者の私には難し

い曲が多く、何だかよく分かりませんでしたが、作曲者の事、作詞者

の事、歌詞、曲のイメージを細かく教えてくださり、理解が深まった

ように感じました。そして、一人で弾いていては分からない、カノンで

弾いた時の音の連なりや、アンサンブルならではの和音の響きに感

激しました。バッハの「目覚めよと呼ぶ声が聞こえ」の大作にも挑戦

しました。教えて頂いた歌詞の意味を心で思いながら、練習して行き

たいと思いました。

　ギールシュさんがハナさんの追悼の為に作曲した「ちいさな祈りの

響き」に始まり、最後の曲はアルカデルトの「アヴェ・マリア」で祈りの

うちに平安な気持ちで帰途につきました。（吉田千佳子）

■響会発行の楽譜、書籍、会報バックナンバーなど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。
　詳細はライアー響会ニュースvol.68、HPをご覧ください。
　※会報は会員には17号（一般の方には16号）まで販売中。
　※『ライアー～新しい弦楽器の誕生と可能性』は残部僅少です。
　（1万円以上ご購入の場合、日本国内のみ送料無料）
　　申込先： E-mail  hibiki@leierkyokai.jp

お悔やみ　コリン・タンサー氏

　6月26日午後、コリン•タンサー氏がジェニファー夫人に看取られ、安

らかに旅立たれました。

　2013年からの長きにわたる療養に、わずかながらでもお力添えにな

れば、と彼の楽譜集の４冊を夫人のご許可のもと、日本で制作し、制作

費用を除く売り上げ金をジェニファー夫人へご寄付しました。2015年

発売以降、計500部完売にご協力くださりありがとうございました。

　沢山の美しい曲を遺して逝かれたコリンのご冥福を、心からお祈りし

ます。         (運営委員)



◆11日（日）11:00  神奈川・横浜市
ライアーコンサート
演奏:原口理恵
会場:響きの森スタジオ　主催:原口理恵
問合せ:hibikinomorie@gmail.com 
080-1308-6021

◆11日（日）13:30、15:00  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 in シード・ヴィレッヂ　
03-5482-7871

◆24日（土）11:00  神奈川・横浜市
響きのカフェ
～ライアーの音に耳をすませて～
演奏:リラ・コスモスライアーアンサンブル
会場/主催:さかえ区民活動センター
問合せ:045-894-9900

◆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/

◆16日（土）10:30  神奈川・鎌倉市
神奈川県民講座「癒しの竪琴ライアーの魅力」
演奏:リラ・コスモスライアーアンサンブル
会場/主催:七里ガ浜高校
問合せ:0467(32)5457

◆23日（土）14:30 東京・世田谷区  
ライアーと秋のうた
演奏:江原延子（ライアー・歌）　福島由莉（朗読）
会場:二子玉川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

◆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
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/

◆4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
「舞台裏の喜悲劇」
　・岡本綺堂「子供役者の死」　・久米正雄「虎」
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　※予約不要

◆9日（月・振替休日）13:30  神奈川・横浜市  
祈りのひびき＊夏
演奏:コスモス ガルテン
会場:緑区民文化センター リハーサル室
主催:コスモス ガルテン
問合せ:hibikuyo41010@ybb.ne.jp(杉本)

◆25日（水）16:00、19:00   東京・渋谷区
小さなライアーコンサート
～森と風と水と・・自然界を聴く
演奏:泉本信子　会場;MUSICASA
問合せ:042-469-7885（ライアーラウムIZU）

◆4日（土）14:00  京都・京都市
未景展2021 オープニングイベント
演奏:浅山泰美　会場:泉涌寺 本坊 妙応殿
主催:未景展実行委員会
問合せ:mikei.ex.com@gmail.com
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◆「第18回総会」は書面での開催といたします。総会の資料と書

　面決議に関する書類は9月1日以降にお送りします。

◆大会前日に行っていた「ライアー教師の会」は行いません。
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りをこめて、小野純子さんのたおやかな指揮に誘(いざな)われ、26
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など、たくさんの方がエピソードを発言してくださったり、市川ライ
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向からライアーを堪能することができました。そして、吉良さんが演
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皆さんの演奏は、きっと裕美さんに喜んで頂けたことと思います。

　裕美さん、これからもどうか、天国で私たちのライアーを見守って

いてくださいね！ （松本優子）

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。

■会員のための講座No.45「最新号の会報楽譜を弾こう！」
　日時 : 6月26日(土)12:00～16:00
　会場 : 東京・早稲田奉仕園リバティホール
　世話人：楽譜委員会

　毎年楽しみにしている「会報付録楽譜を弾こう！」が新型コロナウ

イルスの為に延期になっていましたが、6月26日に開催され参加して

きました。

　今年の会報楽譜は昨年亡くなられたハナ·サイデンバーグさんの

曲、キュンストラー、クリーニムさんの曲と万年初心者の私には難し

い曲が多く、何だかよく分かりませんでしたが、作曲者の事、作詞者

  今後の響会の催しの予定

【ライアー響会19期】

7月4日（日） 「ライアーオーケストラ第8期」20回目練習  横浜・みどり野幼稚園

9月18日（土）19日（日） 会員のためのライアーの集まりNo.17「ライアー2021東京」　 東京・成美教育文化会館
　※どちらか一日だけのご参加となります。 

9月20日（月・祝） 「ライアーオーケストラ第8期」21回目練習  東京・成美教育文化会館 ギャラリー

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

11月28日（日）公開講座No.55「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 ギャラリー
　※新型コロナウィルス感染拡大のため延期された6月13日の講座を公開講座として再開します。会員以外の方も参加していただけます。

7 月  July 8 月  August

9 月  September

10 月  October

12 月  December

の事、歌詞、曲のイメージを細かく教えてくださり、理解が深まった

ように感じました。そして、一人で弾いていては分からない、カノンで

弾いた時の音の連なりや、アンサンブルならではの和音の響きに感

激しました。バッハの「目覚めよと呼ぶ声が聞こえ」の大作にも挑戦

しました。教えて頂いた歌詞の意味を心で思いながら、練習して行き

たいと思いました。

　ギールシュさんがハナさんの追悼の為に作曲した「ちいさな祈りの

響き」に始まり、最後の曲はアルカデルトの「アヴェ・マリア」で祈りの

うちに平安な気持ちで帰途につきました。（吉田千佳子）

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


