


 

202110/1 FRI   17:30開場/18:00開演

〜 山梨県清里高原のオルゴール博物館が六甲にやってくる！〜
 オルゴール博物館 ホール・オブ・ホールズの人気のコンサートプログラム

「音楽家と楽しむオルゴールの世界」に出演中の2人の音楽家による感動のコンサート！

100年の時を超えた奇跡の共演をお見逃しなく！

●ご予約・お問い合わせ：萌木の村 オルゴール博物館 ホール・オブ・ホールズ　TEL 0551-48-3535

ROKKO 森の音ミュージアム　　料金：800円（要予約）

＊感染症拡大防止のため、ご来場の皆様へのお願い＊　ご来場時に検温をさせていただきます。
　 マスクの着用、手洗い消毒をお願いします。万一の感染に備え、来場時にお客様のお名前・連絡先などカードへのご記入をお願いいたします。

◆主催：萌木の村株式会社 オルゴール博物館 ホール・オブ・ホールズ

音楽家と楽しむオルゴールの世界

A L U D O  O S A W A
 ＜テノール＞大澤 歩土

T A T S U S H I  O M O R I
＜マリンバ＞大森たつし

オ
ル
ゴ
ー
ル
が
共
演
者
に
な
っ
た
と
き

　
　
　
新
た
な
創
造
の
世
界
が
広
が
っ
て
ゆ
く
。

in 六甲  ROKKO
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洗足学園音楽大学音楽科器楽専攻打楽器コース卒業。1999年Marimba & Percussion Duo「Cheer’s」
でデビュー。2001年より田辺製薬主催「マリンバソロリサイタル」を銀座十字屋にて5回にわたり開催。
2004年「日本領事館主催コンサート」（スイス）、2005年「英国王立音楽院主催コンサート」（イギリス）
にて公演。2003年－2009年、American Wind Symphony Orchestraの客員打楽器奏者として新曲初
演、ソロ演奏、室内楽、CDレコーディングを行う。200回を超える海外公演の他、国内では「文化賞授
賞式記念式典」「愛子様御生誕祝賀コンサート」、オーケストラとの共演など公演多数。2021年現在、テ
レビ出演、ラジオ番組のパーソナリティー、様々なCD・CM・映画音楽のレコーディングに参加、槇原敬
之・元ちとせ・スキマスイッチ・山崎まさよし、KinKi Kids等のミュージシャンのサポート、「やまなし大
使」として山梨県のPR等、活動範囲を広げている。これまでに、世界初アンテークオルゴールとのコラボ
レーションCDアルバム「UTOPIA」と「UTOPIA 2」、マリンバとピアノデュオCD「Lumière」をリリース。
official website : tatsushiomori.com
YouTube :「大森たつしのVlogチャンネル」

山梨県北杜市清里出身、甲斐大泉在住。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。山梨メセナ協会より助成
を受けイタリア・シチリア島カターニアへ留学、ジュゼッペ・コスタンツォ氏の元で研鑽を積む。八ヶ岳や
まびこホールにてテノールソロリサイタルを多数開催。その生まれ持った声、テノール独特の輝かしい響
きの声には、定評がある。これまでに声楽を大槻義昭、川上洋司、金森静子、竹川理恵の各氏に師事。
山梨県内での演奏活動の他、「大澤歩土声楽教室」を主宰、2015年より小淵沢エコーコーラス指揮者
も受け持ち、丁寧な指導面でも定評を得ている。山梨県内の音楽家との共演も多く、自主マネジメント
を意欲的に行い年々活動の場を広げている、声楽家である。山梨県芸術文化協会会員、office Aldi代
表、音楽ホールセレナーデオーナー、大澤歩土声楽教室主宰。
official website : tenorosawa.wixsite.com/aldissimo

˺˵ഝށ ˅˭Ͳ;·ͤ Ώͥ ΐ̾͗ ͋ͻ·ޒᐋˆ

͚͢˅۩ང෩ށ ΐͿෛˆ

official website
tatsushiomori.com

official website
tenorosawa.wixsite.com/aldissimo

萌木の村 オルゴール博物館   ホール・オブ・ホールズ
〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545　　TEL 0551-48-3535 　HP https://hallofhalls.com/
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ROKKO森の音ミュージアム
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ROKKO森の音ミュージアムへのアクセス
《 主なアクセス 》
　六甲ケーブル下駅　　＜六甲ケーブル（所要時間約10分）＞　　六甲ケーブル山上駅
　　　　　　　　　　　　　　　＜六甲山上バス＞　　ミュージアム前　　　徒歩約1分
《 六甲ケーブル下駅までの交通手段 》
１．阪急電車「六甲」駅　　　＜神戸市バス16・106系統＞　　　六甲ケーブル下駅
２．JR「六甲道」駅　　　＜神戸市バス16・106系統＞　　　六甲ケーブル下駅
3．阪神電車「御影」駅　　　＜神戸市バス16系統＞　　　六甲ケーブル下駅

ROKKO森の音ミュージアム
●開館時間  10:00～17:00（※受付終了 16：30）
●休館日  毎週木曜日（9/16～11/18の期間を除く）、2021/12/31(金)、2022/1/1(土)
●入館料 大人/1,300円、小人/600円（4歳～小学生）

TEL: 078-891-1284　　〒657-0101 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145
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＊観覧は無料です。
雨天中止。また天候などにより内容が変更になる場合もございます。

KojiKoji Moheji ストリートパフォーマンス
11:00～、13:45～/ホール・オブ・ホールズ前広場

現代
の新
風を
オルゴールに送る

120年の時を超えて 20
21年
注目
のパフォーマンス！

自動演奏オルガン「リモネール1900」新曲披露公演
1900年パリ万国博覧会で、フランスの技術の推移を集めて開発された大型自動演奏オルガン「リモネ
ール1900」。ブックと呼ばれる長さ数十メートルの厚紙に、ミリ単位の精度で穴をあけて、この楽器に
音の記録を伝えます。手回しオルガン奏者KojiKoji Mohejiが、このブックに現代の流行ミュージック
をアレンジし、リモネール1900での演奏にチャレンジしました。さあ！120年の時を超えてどんな音の
流れが生み出されるのか。ホール・オブ・ホールズで、この壮大な時の共演の目撃者になってください。

TEL  0551-48-3535   E-mail  halls@moeginomura.co.jp
＊感染症拡大防止のため、ご来場時に検温をさせていただきます。マスクの着用、手洗い消毒をお願いします。
＊万一の感染に備え、来場時にお客様のお名前・連絡先などカードへのご記入をお願いいたします。

清里高原 萌木の村 オルゴール博物館 ホール・オブ・ホールズ

＊入館料でご覧いただけます。
予約制ではありませんが、人数制限をしておりますのでご予約をおすすめします。

KojiKoji Moheji スペシャルコンサート
[1st] 11:30～、[2nd] 14:15～  各回30分

※お車でお越しのお客様：「カントリーフェスタin萌木の村」開催中につき、入館料以外に駐車料金1,000（1台）が必要となります。予めご承知くださいませ。

　プロの手回しオルガン奏者として日本全国の各種イベント
や、幼稚園や、小中高の芸術鑑賞会などにて演奏活動を行
う。フランスのOdin製のキー式の27音タイプの手回しオルガ
ンを愛用。キー式ならではの、歯切れの良いサウンドを生かし
た演奏を得意とします。珍しい楽器だからこそ、初めて聴く印
象や、楽器との出会い方といった、第一印象を大切にしたコン
サートを行う。また、自身で演奏する為のブックも製作を行な
っているが、現代の新しいテクニックを取り入れたアレンジを
得意とし、海外から注目を浴びる。現在はイギリスの会社から
スカウトされ、ブックのアレンジャーとしても活躍している。
　現在、コロナ禍という事もあり、Youtubeを活用し、昔の曲か
ら、流行りの曲まで、色々な曲をアレンジした演奏動画を投稿
中。そして、今年、ホール・オブ・ホールズにあるリモネール
1900という大型の自動演奏楽器のブックアレンジに挑戦中。

,PKJ�,PKJ�.PIFKJ˅͇͇͌͌Ͷͬ͌ˆ

https://www.kojikojimoheji.com

『手回しオルガン』Yuki Kojima-Koji Koji Moheji -
https://www.youtube.com/channel/UC1azPTdA4tDuET5yfsWwbzw
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〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545　　TEL 0551-48-3535　　  https://hallofhalls.com/

＊ホール・オブ・ホールズ 2021秋・冬のイベント＊
●9/11～10/31  萌木の村50周年記念 ROCKをめぐる50年展 
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズB2Fギャラリーレジーナ［観覧無料］
●10/9～11/28  萌木の村50周年記念 吉村和敏写真展「未来へつなぐ」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ 2F特別展示室［観覧無料］
●10/23  カントリーフェスタin萌木の村 
　・KojiKoji Moheji パフォーマンス　場所/ホール・オブ・ホールズ前広場  11:00～、13:45～［観覧無料］
　・KojiKoji Moheji スペシャルコンサート｛自動演奏オルガン「リモネール1900」新曲披露｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/11:30～、14:15～（各30分）［要入館料］
　・音楽家と楽しむオルゴールの世界 スペシャルコンサート　
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/19:00～［チケット3,000円］
●11/14  音楽家と楽しむオルゴールの世界in浜松  場所/浜松市楽器博物館　開演/11:30～、14:00～、15:30～［要入館料］
●12/25  大森たつしクリスマスコンサート  場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/13:30～、18:00～［チケット3,000円］

萌木の村 オルゴール博物館  ホール・オブ・ホールズ
●開館時間  10:00～17:00（最終入館16:30）
●入館料 一般/1,000円、高校・大学生/800円、小・中学生/500円 （チケットは1日券です。当日再入場可能です。）



洗足学園音楽大学音楽科器楽専攻打楽器コース卒業。1999年Marimba& Percussion Duo「Cheer’s」でデビュー。
2001年より田辺製薬主催「マリンバソロリサイタル」を銀座十字屋にて5回にわたり開催。2004年「日本領事館主催
コンサート」（スイス）、2005年「英国王立音楽院主催コンサート」（イギリス）にて公演。2003年－2009年、
American Wind Symphony Orchestraの客員打楽器奏者として新曲初演、ソロ演奏、室内楽、CDレコーディングを
行う。200回を超える海外公演の他、国内では「文化賞授賞式記念式典」「愛子様御生誕祝賀コンサート」、オーケ

ストラとの共演など公演多数。2021年現在、テレビ出演、ラジオ番組のパーソナリティー、様々なCD・CM・映画音楽のレコーディングに参加、
槇原敬之・元ちとせ・スキマスイッチ・山崎まさよし、KinKi Kids等のミュージシャンのサポート、「やまなし大使」として山梨県のPR等、活動範
囲を広げている。これまでに、世界初アンテークオルゴールとのコラボレーションCDアルバム「UTOPIA」と「UTOPIA 2」、
マリンバとピアノデュオCD「Lumière」をリリース。　YouTube :「大森たつしのVlogチャンネル」
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山梨県北杜市清里出身、甲斐大泉在住。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。山梨メセナ協会より助成を受けイタリ
ア・シチリア島カターニアへ留学、ジュゼッペ・コスタンツォ氏の元で研鑽を積む。八ヶ岳やまびこホールにてテノール
ソロリサイタルを多数開催。その生まれ持った声、テノール独特の輝かしい響きの声には、定評がある。これまでに声
楽を大槻義昭、川上洋司、金森静子、竹川理恵の各氏に師事。山梨県内での演奏活動の他、「大澤歩土声楽教室」
を主宰、2015年より小淵沢エコーコーラス指揮者も受け持ち、丁寧な指導面でも定評を得ている。山梨県内の音楽

家との共演も多く、自主マネジメントを意欲的に行い年々活動の場を広げている、声楽家である。
山梨県芸術文化協会会員、officeAldi代表、音楽ホールセレナーデオーナー、大澤歩土声楽教室主宰。
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千葉県柏市出身。柏市立酒井根中学校、柏市立柏高等学校、洗足学園音楽大学を卒業。大学在学中は特別選抜演
奏者、前田記念奨学金奨学生に認定される。数々のオーディションに合格し、多数の演奏会に参加。2016年日本を
代表するJazz Saxophone奏者のMALTA氏が代表を務める株式会社マルタジャパンよりアーティスト契約をしプロデ
ビュー。現在は演奏活動を中心に、CM、アニメ、楽譜出版会社、多数アーティストのレコーディングに参加。また、演
奏以外に作曲、編曲、コンサートプロデュース、サクソフォーンのレッスン、吹奏楽合奏指導を行うなど多岐にわたり

活動している。Trumpet & Saxophoneユニット「Passo a Passo』として1stアルバム『! did fuzjoninja』
2ndアルバム『My Drive』、ライブDVD『Passo a Passo Concert 2019』を発売。
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千葉県出身。A型。洗足学園音楽大学出身。クラシックサキソフォーンを泉俊介、服部吉之の各師に師事。ジャズサ
キソフォーンを佐藤達哉に師事。中学時代にサキソフォーンと出逢う。音楽の持つ魅力に惹かれ、自然とミュージシャ
ンを志すように。大学在学中から演奏活動を本格的に始め、マジックと生演奏を掛け合わせたバンドトリックハーモ
ニーを中心に、関東全域で活動中。演奏活動が千葉テレビ、埼玉テレビで放映される。演奏実績は大手ショッピン
グモールやホテル、企業パーティー、行政のイベントなど多岐にわたる。

様々なジャンルの音楽とトークを融合させた、0歳～100歳、どの年代の方でも全ての人が楽しめる、
ひと味違ったエンターテイメントショーを提案する。
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official website
tatsushiomori.com

official website
tenorosawa.wixsite.com/aldissimo

YouTube「Passo a Passo」
https://www.youtube.com/channel

/UCQ9uv_v9arWPjDeY7OjlfpQ

Instagram「saekikun.neiro」
https://instagram.com

/saekikun.neiro?utm_medium=copy_link

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545　　TEL 0551-48-3535　https://hallofhalls.com/

萌木の村 オルゴール博物館  ホール・オブ・ホールズ
●開館時間  10:00～17:00（最終入館16:30）

＊ホール・オブ・ホールズ 2021秋・冬のイベント＊
●10/1  音楽家と楽しむオルゴールの世界in六甲   場所/ROKKO森の音ミュージアム　開演/18:00~［チケット800円（要予約）］
●10/9～11/28  萌木の村50周年記念 吉村和敏写真展「未来へつなぐ」 場所/ホール・オブ・ホールズ 2F特別展示室［観覧無料］
●10/23  カントリーフェスタin萌木の村 
　　　　　・KojiKojiMohejiパフォーマンス　場所/ホール・オブ・ホールズ前広場　時間未定［観覧無料］
　　　　　・KojiKojiMohejiスペシャルコンサート、自動演奏オルガン「リモネール1900」新曲披露　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/11:30～、14:15～（各30分）［要入館料］
●11/14  音楽家と楽しむオルゴールの世界in浜松  場所/浜松市楽器博物館　開演/11:00～、14:00～［要入館料］
●12/25  大森たつしクリスマスコンサート  場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/13:30～、18:00～［チケット3,000円］
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予約制ではありませんが、人数制限をしておりますので

ご予約をおすすめします。

TEL 0551-48-3535 / Mail halls@moeginomura.co.jp

Anniversary
50 th,*:04
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