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120年の時を超えて 20
22
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。2021年秋、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。そしてこの夏、さらにパワ
ーアップしたオリジナルブックを携えて新たな扉が開かれます。

＊ご予約 :  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。

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。
[1st] 11:30～、[2nd] 14:15～  各回30分

Moeg!nomura
Natural Garden
Month

主催 : 萌木の村株式会社

　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。
　2021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およびブック制作に挑
戦。調査研究を重ね、日本で初めて同楽器用のブック制作に
成功する。そして、2022年４月に手回しオルガンの1号機を完
成させ、手回しオルガン製作者としての活動もスタートする。

Koji Koji Moheji【コジコジモヘジ】

https://www.kojikojimoheji.com

『手回しオルガン』Yuki Kojima-Koji Koji Moheji -
https://www.youtube.com/channel/UC1azPTdA4tDuET5yfsWwbzw

＊YouTube＊

＊Website＊

〒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 2022夏のイベント＊
● 6/18（土）.19（日） お話しと音楽でつづる「長ぐつをはいた猫」 
　　　　　　　　　　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）
　　　　　　　　　　＊入館料でお楽しみいただけます。

● 6/26（日） 映画「オオムラサキと図鑑くん」上映会＆アフタートーク＆ミニコンサート 
　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール
　　　　　　　　　　1st : 開場/13:00、開演/13:30　2nd : 開場/17:00、開演/17:30（各1時間）
　　　　　　　　　　出演：松永良平（映画監督）、林田由紀子（歌）、堀田真紀（ハープ）。
　　　　　　　　　　＊大人 1,000円、高大学生 800円、小中学生 500円（要予約：0551-48-3535 halls@moeginomura.co.jp）

●7/3（日）～8/31（水） バレエ衣裳展
　　　　　　　　　　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

● 8/6（土）～15（月） 「音楽家と楽しむオルゴールの世界」 
　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/14:15～（30分） ＊入館料でお楽しみいただけます。

●12/25（日） クリスマス マリンバ コンサート　大森たつし ほか

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。）



 

    ぐつをはいた猫長
〘読み手〙サンプルパパ

〘バイオリン〙アトワユーリ

〘ハープ 〙

竹下 花音〘チェロ〙
蒲地 理音

お話しと音楽でつづる

2022.6.18 SAT.19SUN
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
〔1st〕11:30～   〔2nd〕14:15～（各30分） ＊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。

＊ご予約 : 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。

Moeg!nomura
Natural Garden
Month

萌木の村
ナチュラルガーデンマンス
スペシャルイベント

mail 作成 主催 : 萌木の村株式会社

語りと演奏に合わせて、
瀬在恵里による物語のイ
ラストも上映いたします。
どうぞお楽しみに！

長ぐつをはいた猫イラスト/瀬在 恵里
出演者似顔絵イラスト/黒岩まゆ

東京都出身のシティボーイ。中２の娘と奥さんと２匹の猫の５人暮らし。娘の小学校入学と同時に読み聞かせ活動
を開始。教育委員会や地域教育推進協議会などのイベントや行政機関と連携し、小中学校、幼稚園、学童クラブ、
児童館、放課後居場所事業などで幅広い読み聞かせボランティア活動を行う。近年は音楽とコラボした音楽朗読
劇も積極的に行う。趣味は子育てと漫画を読むこと。特技は料理とバルーンアート。苦手なことはダイエットと節約。
2017年から２年間PTA会長をやっていた経験も活かし、コロナ禍で子どもたちが安全に楽しめることを模索中。

サンプルパパ【読み手】

滋賀出身のひとりっ子。４歳よりバイオリンを始める。とある一つの動画をきっかけにケルト音楽に興味を持ちア
イルランドへ渡る。小さなパブやカフェで演奏し個性的な仲間に出会う。フワ～ッとマイペースに活動していたら、
いつの間にか現地やヨーロッパの音楽家と仲良くなり、レコーディング/コンサート/ツアー/フェスに出演するよう
になる。現在は自宅でまったりレコーディング、時々レッスンをするのが主な日課。性格はおっちょこちょいで見た
目と反してどこか抜けたところがあるのが魅力。まったりユッタリ素敵な空気をまとっています。

アトワユーリ【バイオリン】

福岡県北九州市出身、埼玉県在住。５歳よりチェロを始める。２人姉妹の長女。エリザベト音楽大学卒業。様々
なアーティストのライブサポート/レコーディング/ミュージックビデオ/メディア出演等を中心に活動中。ほんわかニ
コニコの愛くるしい見た目とチェロを弾いている時に見せるクールな旋律のギャップが魅力的なミュージシャン。
性格はとにかくおっちょこちょい。趣味はドライフラワー集め、カフェ巡り。好きな食べ物はお肉とお寿司とスィー
ツ。かわいい同居人(猫・男の子)とラブラブ同棲中。

竹下花音【チェロ】

東京都出身、在住。２人姉妹の長女。東京音楽大学を卒業。病院やホール、オーケストラなど様々な場所で演奏
をしています。ハープの教室もやっていて生徒さん募集中。最近はYouTubeを定期的に配信。フォロワーも2000
人を超え！みなさん登録よろしくお願いします。凝り性で何でものめり込む性格。好きな食べ物は笛ラムネ。見た
目とは違い、オタクな一面も持っています。漫画、アニメ、インド映画とジャンルも様々。近々猫を飼う予定(と言い
ながらもう３年… )。

蒲地理音【ハープ】

東京都在住。多摩美術大学日本画学科卒業。パレットクラブイラストコース17期。バートック絵本塾12期。ロンドン
美術大学ブックイラストレーションショートコース修了。図画工作教諭として勤務した後、イラストレーターとして独
立。優しい、ほのぼの、あたたかみのある絵が特徴。子供や動物を描くのが好きで、みた人がほっこりするような作
品を目指している。ヨガと旅行が趣味で、レポートマンガにも挑戦中。

瀬在恵里【イラスト（映像参加）】

〒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 2022夏のイベント＊
● 6/11（土）.12（日） Koji Koji Moheji 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/11:30～、14:15～（各30分）
　　　　　　　　　　＊入館料でお楽しみいただけます。
● 6/26（日） 映画「オオムラサキと図鑑くん」上映会＆アフタートーク＆ミニコンサート 
　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール
　　　　　　　　　　1st : 開場/13:00、開演/13:30　2nd : 開場/17:00、開演/17:30（各1時間）
　　　　　　　　　　出演：松永良平（映画監督）、林田由紀子（歌）、堀田真紀（ハープ）。
　　　　　　　　　　＊大人 1,000円、高大学生 800円、小中学生 500円（要予約：0551-48-3535 halls@moeginomura.co.jp）
●7/3（日）～8/31（水） バレエ衣裳展
　　　　　　　　　　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
● 8/6（土）～15（月） 「音楽家と楽しむオルゴールの世界」 
　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/14:15～（30分） ＊入館料でお楽しみいただけます。
●12/25（日） クリスマス マリンバ コンサート　大森たつし ほか

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。）



 

2022.6.26 SUN
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
〔1st〕13:30～   〔2nd〕17:30～（上映30分、ミニコンサート30分）

＊ご予約 : TEL 0551-48-3535   E-mail  halls@moeginomura.co.jp
（件名：6/26映画上映会観覧希望　本文に観覧希望の回、代表者お名前、人数、お電話番号をご記入の上、お申し込みください。）
＊当日、博物館展示室の営業時間は10時～12時です。尚、地下ミュージアムショップは通常通り営業（10時～18時）いたします。
＊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。 mail 作成 主催 : 萌木の村株式会社
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映画上映『オオムラサキと図鑑くん』前半

制 作 : 北杜市「水の山」映像祭実行委員会/北杜市
原作/脚本 : 竹上雄介
主 演 : 中村 結愛/島田周
監 督 : 松永 良平　 撮 影 : 藤原 秀夫　 音 楽 : 越智 健二　 編 集 : 長田千鶴子

監督の話とテーマソングなどを演奏するミニコンサート後半

＊映画監督＊
松永 良平

＊歌 手＊
林田由紀子

＊ハープ演奏＊
堀田 真紀

入場料：大人1,000円、高大学生800円、小中学生500円 ＊予約制＊

〝北杜の手づくり映画〟第２弾！ 

山梨県北杜市を舞台にした短編映画シナリオを

全国公募し、一般部門グランプリ作を映画化し

ました。制作スタッフやキャストは市民が中心。

コロナ禍でのロケ延期を乗り越え、市民の力を

集めて完成させました。淡い想いに揺れる子ど

もたちの表情や、北杜の雄大な風景を、アニメ

ーションや音楽とともに楽しめます。

23年前より北杜市在住。大前玲子（脚本家）さんを招請して15年前より山梨シナリオ教室を主宰。自ら執筆した作品で第
５回富士河口湖映画祭でグランプリ受賞し、富士河口湖町で作品が映画化される。その経験を基に北杜市の地域の人々
の才能、力を結集した映画を作ろうと、北杜をテーマとしたシナリオ公募からグランプリ作を選出し、映画化する『北杜水
の山映像祭』を市観光課とともに企画設立（2017年）。監督・プロデュースからキャスティング、スタッフほか諸々、創りた
いの情熱で敢行。１作目『虎をかぶりて、駆けて（2018年）』に続き、本作『オオムラサキと図鑑くん（2021年）』が２作目
の監督作品。今後もここで繋がった地域の人々の貴重なネットワークを活かした映像作りやラジオドラマづくりなどを継続
していく予定。

松永良平【映画監督】

大阪芸術大学声楽専攻卒業後、プロとして活動を始める。卒業後はJazzコーラスグループ"サテンドール"のメンバーとして
大阪で活動していたが、その後東京に活動の場を移し、スタジオ、TV、ステージを中心に、TVではミュージックフェア、ベス
トテン、紅白歌合戦等で長年コーラスを努め、また数多くのアーティストのツアーでサポートを行う他、CMではグリコ、資生
堂、マクドナルド、カラリオ、ベンザブロック等のCMソングを歌い、またディズニー映画「ライオンキング」の挿入歌、「マペッ
トのクリスマスソング」のエンディングテーマ等、ディズニー映画の日本語吹き替え版での歌唱も多数。14年前に念願であっ
た八ヶ岳南麓に移住してからは、全国で音楽活動を行いながら、富士見在住のピアニスト越智健二氏と、ポップス、映画音
楽、日本の歌などを同氏のアレンジで歌うライブ活動を小淵沢を中心に行っている。

林田由紀子【歌手】

16歳でハープを始める。神奈川県立弥栄東高校（現：相模原弥栄高校）音楽コースハープ専攻、日本ハープ音楽院 研究デ
ィプロマ課程修了。確かなテクニックと表現力で、コンサート・ブライダル・音楽葬・各種イベント、テレビ出演、スタジオ録
音などで活躍。幅広いジャンルにわたる様々なリクエストに応え演奏している。2015年夏、東京都新宿区から山梨県北杜市
に移住。テレビ山梨「スゴろく！」生出演、萌木の村HALL of HALLS「クリスマスコンサート」ゲスト出演、清里高原ホテ
ルロビーコンサート出演など、地域に根ざした演奏活動を行っている。2022年5月「ハープコンサート2022 mariageフォト
アートとの融和」を主催。「音楽以外のアートとの融合」「様々な楽器との共演」をテーマに、新たな活動に積極的にチャレ
ンジしている。

堀田真紀【ハープ奏者】

転校生の大村咲（11）は、蝶のオオムラサキと同姓同名であることで
クラスの男子にからかわれ、不登校になっていた。

自分がいじめられるのは「全部こいつらのせいだ」とオオムラサキを憎み、撲滅を目論む。
ある日、公園でオオムラサキを捕えようとしている咲を、同級生の図鑑くん笹崎直樹（11）が見つけてしまう。

図鑑くんは咲を止めようとするが、なぜかオオムラサキ撲滅計画に巻き込まれていく。
咲へ密かな想いを抱く図鑑くんは、傷ついた咲を励ますことができるのか。

二人はオオムラサキがいない街へと向かおうとするが……。

オオムラサキと図鑑くん＊あらすじ＊

〒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 2022夏のイベント＊
● 6/11（土）.12（日） Koji Koji Moheji 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/11:30～、14:15～（各30分）
　　　　　　　　　　　　＊入館料でお楽しみいただけます。
● 6/18（土）.19（日） お話しと音楽でつづる「長ぐつをはいた猫」 
　　　　　　　　　　　　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）
　　　　　　　　　　　　＊入館料でお楽しみいただけます。
●7/3（日）～8/31（水） バレエ衣裳展
　　　　　　　　　　　　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
●7/24（日）「Lumière」大森たつし（マリンバ）・福井真菜（ピアノ）コンサート
　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール
　　　　　　　　　　　　開場/18:30、開演/19:00　＊大人 4,000円（高校生以下3,000円、未就学児は入場不可）
● 8/6（土）～15（月） 「音楽家と楽しむオルゴールの世界」 
　　　　　　　　　　　　場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール　開演/14:15～（30分） ＊入館料でお楽しみいただけます。

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。）



2022.7.24
open 18:30
 start 19:00

Hall of Halls Kiyosato

TatsushiOmori

ManaFukui

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

＊ミュージアムコンサートシリーズ2022＊  場所/ホール・オブ・ホールズ メインホール

●10月9日
●11月6日
●11月19日
●12月7日

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。）

DUO Series ver.1　三戸素子（ヴァイオリン）、小澤洋介（チェロ）
DUO Series ver.2　江口心一（チェロ）、福井真菜（ピアノ）
DUO Series ver.3　大森たつし（マリンバ）、柗井拓野（サクソフォン）
メシアン没後30周年記念「世の終わりのための四重奏曲」
　　　高木和弘（ヴァイオリン）、江口心一（チェロ）、原田綾子（クラリネット）、福井真菜（ピアノ）

★ホール・オブ・ホールズ コンサート★ 12月25日 クリスマス マリンバコンサート  大森たつし（マリンバ）、ほか

コロナ渦で音楽活動も自粛せざるを得ない状況下

「気持ち安らぐ暖かい CDを制作しよう」とプロジェクトがスタートし

皆様のご協力のもと1枚の「ルミエール（光）」が誕生しました。

今回のコンサートは、CDに収録した曲や新たに挑戦する曲など

マリンバとピアノの豊かで暖かい光彩を感じていただけるプログラムです。

演奏曲目

ピアソノーレ（アレクセイ・ゲラシメス作曲）

鏡の中の鏡（アルヴォ・ベルト作曲）

ピアノコンチェルトより第 2 楽章  マリンバ＆ピアノver.（モーリス・ラヴェル作曲）

他（曲目は都合により変更になる場合がございます）

桐朋学園大学ピアノ科在学中、モスクワに留学、アサネータ・ガブリー
ロワ氏に師事。同大学卒業後、パリ１７区コンセルヴァトワールピアノ
科、伴奏科を満場一致のプルミエ・プリで卒業したのち、クラマール地
方音楽院にて室内楽、声楽クラスの指導、また、シャラントン音楽院に
てピアノ科教授として後進の指導にあたる。現代音楽にも意欲的に取
り組み、シャラントン市後援の現代音楽祭、“Musique de notre 
temps”に定期的に参加。また、高い初見能力、室内楽の豊富なレパー
トリーを高く評価され、フランス政府国家音楽家資格試験（DEM)、ワ
ディム・レーピン、イダ・ヘンデル等著名な講師陣の指導する数々の国
際フェスティヴァル、コンクール等で公式伴奏員を務めつつ、パリを拠
点にヨーロッパ各地でリサイタル、室内楽を中心に演奏活動を行う。
2015年に帰国後、演奏活動を精力的に行い、2018年7月、東京オペラ
シティにてソロリサイタルを開催し、好評を博す。２０２２年より室内楽
の豊富な経験と知識を生かし、音楽監督として室内楽シリーズ「ユグド
ラシル」をスタートさせる。クラシック音楽だけにとらわれず、舞踊、デ
ジタルアート、映像作品とのコラボレーションにも 積極的に取り組むな
ど、芸術を大きな視野で表現すべく幅広い活動を行っている。ピアノを
今井顕、野島稔、コレット・ゼラ、ピアノ伴奏法を野平一郎、ジャン・ケ
ルネルの各氏に師事。

福井 真菜【ピアノ】
Mana Fukui Tatsushi Omori

洗足学園音楽大学音楽科器楽専攻打楽器コース卒業。角田桂子、岡
田知之、クリストファー・ハーディ、白石元一郎各氏に師事。1999年
Marimba & Percussion Duo「Cheer’s」でデビュー。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。2014年より、清里萌木の村オル
ゴール博物館HALL of HALLS（山梨県）「音楽家と楽しむオルゴー
ルの世界」に出演。2022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、SEKAI 
NO OWARI・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。Coe percussion(アメリカ)、APinstrument(イ
タリア)アーティスト。YouTube:「大森たつしのVlogチャンネル」

大森たつし【マリンバ・パーカッション】

＊Website＊ https://tatsushiomori.com/

＊大人 4,000円（高校生以下3,000円、未就学児は入場不可）
チケット販売

●ご予約 : 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。 mail 作成

主催 : ミュージアムコンサートシリーズ

＊Website＊ https://objet-a.art/mana_portfolio/


