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◆第18回総会・書面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ありがとうございました。

第18期活動報告及び決算報告、第19期活動方針案及び予算

案は、過半数を超える賛成131名（会員総数186名中）を

もって可決されたことをご報告いたします。

　今期も引き続き感染予防に留意しつつ、予定されている

催しが実施できることを願っています。

 （泉本信子　吉良  創）

■会員のための集まりNo.17 「ライアー2021東京」
　日時 : 9月18日(土)19日(日)
　会場 : 東京・成美教育文化会館

・新型コロナウィルスの為、昨年は残念ながら中止になっていま

した「ライアー東京」が例年と違い、一日ずつ参加する形で行わ

れ、一日めの9月18日に参加してきました。

 今年は分科会ではなく、全員で3つの講座、吉良先生の「左腕、

左手、左手の指の使い方」、田原先生の「インターヴァルの世界

に触れる」、泉本先生の「右手と左手のバランスの動き」を受け

ました。

 私にとって、左手は良い音が出ず、控えめにしか使っていなかっ

たので、教えていただいた練習を実践して、両手が自由に使える

ようになりたいと思いました。その後、皆でライアーオーケストラ

を楽しみ、充実した一日を過ごしました。まだまだ大変な状況の

中、今回の集まりを開催して下さった運営委員の方々に心から感

謝いたします。

（奥村則子／18日参加）

・会員の集まり『ライアー 2021東京』に参加いたしました。新型

コロナウィルスの影響のため、2年ぶりの開催です。感染予防対

策を考慮して例年とは異なる特別な仕方でした。そのご苦労に

感謝の気持ちが“はじまりの演奏”で一層心にすっと宿り、緊張

も癒され講座へと誘ってくださいました。

　吉良創先生の講座では、''左の腕、手、指の使い方''のための

シンプルな練習でしたが、思いがけない方法を教わり目から鱗

が落ちる気持ちでした。知識だけではなく何度も繰り返し練習し

て続けることが大切です、とのお言葉が心に残りました。

　田原眞樹子先生の“インターヴァルの世界に触れる”では、各

音程が持つエレメントを身体で表現し、その意識を持ってライ

アーを奏でたときの変化を受け取り感じることができました。

　泉本信子先生の講座では、J.クニーリムの「ミヒャエルの呼び

声」を弾きました。旋律の動きや和音の響きに内在する意味深さ

の難しさを感じましたが、先の両先生からの学びを意識してとの

ご指導と方向付けで、厳かで深く静かなこの曲をアンサンブルで

きた感動を味わせていただけました。

　ライアー オーケストラでは、5名の先生方のご指導で10曲もア

ンサンブルする幸せな時間を頂けました。この春ご逝去された

根本裕美さんを偲び、お好きでした曲『ゲーリッシュリート』を奏

でました。その響きの中に根本さんの朗らかな笑顔が浮かび一

緒に弾いている感じがしました。

　大会初参加のライオネス（マリー・ライトのコンサートライ

アー）が加わり、その低く豊かな響きに支えられ、曲が一層深み

を増し包み込まれ感動的でした。

　今回の大会も学びが多く充実の一日でした。来年はより多く

の会員の方々が参加でき以前のように賑やかな交流の場も持て

る世の中になりますよう。  （大山真由美／19日参加）

■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、送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号～17号（すべて付録楽譜付）
 　（一般の方には16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」（残部僅少）
 　（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



◆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
会場/主催:七里ガ浜高校
問合せ: 0467-32-5392

◆23日（土）①11:00 ②15:00 神奈川・横浜市
響きの森コンサート
演奏:原口理恵
会場:響きの森スタジオ
問合せ:原口理恵 
rieh0518@hotmail.co.jp/080-1308-6021

◆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

◆23日（土）15:00  神奈川・横浜市
秋のリビングコンサート
演奏:リラ・コスモスライアーアンサンブル
会場/主催:会場/主催:俣野別邸居間
問合せ:045-852-8038

◆21日（日）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

問合せ: 090-1460-0862 （皇） 
kyokoclara@docomo.ne.jp （皇）

◆24日（金）25日（土）18:30  東京・豊島区
ライアートリオの夕べ 2021
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/
◆26日（日）①11:00 ②15:00 神奈川・横浜市
クリスマスコンサート
演奏:原口理恵
会場:響きの森スタジオ
問合せ:原口理恵 rieh0518@hotmail.co.jp
080-1308-6021

2022年

◆21日（月・祝）18:00予定  神奈川・川崎市
ライアー交流コンサート
演奏:皇恭子、江原延子の生徒さんたち
会場:ミューザ川崎音楽工房
主催:江原延子
問合せ: lyre-ehara@willcom.com 
070-5549-7659 

◆1日（水）18:00  東京・杉並区
「語り・歌・ライアー」
第17回 鬼京芋孫ききょううそんひとり舞台
「正義と天罰」
A.C.ドイル「C.A.ミルヴァートン」「シャーロック・
ホームズの帰還」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　※予約不要

◆5日（日）①10:30-11:00 ②11:30-12:00
③13:30-14:30  東京・東久留米市

クリスマスライアーコンサート
(①②ファミリーの部③小学生以上の部）
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
https://lyrekodomoen.thebase.in

◆12日（日）13:15  神奈川・逗子市  
リラ・コスモスのクリスマス
演奏:リラ・コスモス
会場:結・YUIコミュニティホール
主催:LYRA
問合せ:kokoko5050@gmail.com

◆24日（金）14:00   東京・新宿区
オラフ・エステソンの夢の歌
歌:  古賀美春　竹内碧　飯塚さくら
ライアー : 川杉啓子　高木芙二子
    芝山恭子　皇  恭子　
朗読: 中谷三恵子
会場:近江楽堂　東京オペラシティ３階

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

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・古賀政男音楽博物館 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
2022年

1月29日（土） 会員のための講座No.49「最新号（18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

3月6日（日） 公開講座No.56「ユースのための講座」  東京・成美教育文化会館 ギャラリー

4月16日（土） 公開講座No.57「みんなで楽しくライアーを弾こう！in 関西５」 兵庫・西宮市民会館 大会議室101

6月5日（日） 会員のための講座No.50「コリン・タンサーの『エブリマン』を弾こう！」 東京・成美教育文化会館 ギャラリー

10 月  October

11 月  November

12 月  December

3 月  March

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

■「ライアーオーケストラ8期発表コンサート」

10月24日（日）古賀政男音楽博物館「けやきホール」にて14：30

開演で行われます。詳しくは響会のホームページをご覧ください。

チラシのPDFもダウンロードできます。　 　（担当／杉本）

■公開講座No.55

「歌声の響きをつくるⅫ～ライアーの響きにふさわしい歌い方とは～」

季節はミカエルマスからクリスマスへと向かっています。第一アド

ヴェントにあたる11月28日（日）に「歌の講座」を開催します。一般

の方もご参加頂ける公開講座ですので、お知り合いでご興味のある

方がいらっしゃいましたらぜひお声かけ下さい。お申し込みをお待

ちしています。　    　　 （担当／小林・芝山）

■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、送料無料）

 ①ライアー響会会報　創刊号～17号（すべて付録楽譜付）
 　（一般の方には16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」（残部僅少）
 　（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


