
 

  

 

  

 as’Applausi presents 

 

 

岐阜市加納上本町 3-6-1 JR 岐阜駅から徒歩 7 分  

Cas’Applausi Hall カーザップラウジホール 伊語で “拍手喝采の家” 

ご予約・お問い合わせ：📱090-7817-1926 (垣内)  ✉casapplausi@gmail.com 

1.3 
2022 

祝・月 

14:00 開演 13:30 開場   

v 
入場料：3,500 円  (完全予約制)   裏面にお得なご購入方法を記載しています 

 

Programme 

ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第５番   “春”     

モシュコフスキー：2 台のヴァイオリンとピアノの為の組曲 イベール：二つの間奏曲 他 

Cas’Applausi Hall オープン５周年記念シリーズ  

漆原 啓子   

ヴァイオリンリサイタル 

 

福田 廉之介   

ヴァイオリンリサイタル 

 

師弟 デュオリサイタル 

迎春 
 

 

ピアノ：垣内 裕子 

©NIPPON COLUMBIA 

※当日演奏者の都合により曲目が変更する場合もございます。予めご了承ください。 
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1/1～1/5 まで、 漆原 啓子マスタークラス開催  聴講料：2,000 円/1 名・1 日 

主催：Cas’Applausi  協賛：（株）VIRTUOSO VIOLINS  キムラピアノ工房 



 

       Cas’Applausi Hall オープン５周年記念シリーズ  

               クーポンを発行します！ 

             最大 5,000 円もお得に！ 

 
 

公演予定一覧             入場料：各 3000 円 (1/3  漆原 啓子 & 福田 廉之介 リサイタルのみ 3500 円) PayPay 支払い可！ 

12. 25  (土)  垣内 絵実梨 初ソロヴァイオリンリサイタル パガニーニ：ラ・カンパネラ、バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ 第 1 番 他 

1. 3    (祝)  漆原 啓子 & 福田 廉之介  ヴァイオリン デュオリサイタル   ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 第５番 “春” 他 

2. 13   (日)  松蔭 さとり＆谷田 翔平 ヴァイオリン デュオリサイタル  ウィニアフスキー：創作主題と変奏曲＆協奏曲１番より他 

3. 6  (日)  梅田 智也 ピアノリサイタル    モーツァルト:ピアノソナタ 第 18 番、シューベルト:ピアノソナタ 第 19 番 他 

3. 12   (土)  垣内 響太 ヴァイオリンリサイタル  バッハ：無伴奏ヴァイオリン曲より、フランク：ヴァイオリンソナタ 他 

4. 10   (日)  垣内 絵実梨 ＆ 響太 ヴァイオリンデュオリサイタル プログラム近日決定 

5. 14   (土)  足利 真貴 ソプラノリサイタル    プログラム近日決定 

6. 11  (土) 古田 友哉  ピアノリサイタル    バッハ/ 古田編：無伴奏ヴァイオリンパルティータ第 2 番 BWV1004 他   

   後半の主な公演予定 

10. １ （土）川畠 成道 ヴァイオリンリサイタル @5000 円 

10.  8   （土）赤松 林太郎 ピアノリサイタル ＠4000 円 

  

現金でのお支払い 

a b c d 

お支払額 ご利用可能額 
割引額 割引率 

b－a c÷b 

Ⅰ 20,000 円 25,000 円 5,000 円 20% 

Ⅱ 10,000 円 12,000 円 2,000 円 16% 

 

 

 

※ PayPay 支払いの場合は必ず事前に当方までご連絡ください。      

    TEL：090-7817-1926 (垣内) 

福田 廉之介 Rennosuke Fukuda 

1999 年岡山県生まれ。2013 年クロスター・シェンタール国際バイオリンコンクール

ジュニア部門優勝。併せてヴィルトオーゾ賞、Forderpreis 賞を受賞。2014 年ユーデ

ィ・メニューイン国際コンクールジュニア部門優勝。2017 年ハイフェッツ国際ヴァイ

オリンコンクール 3 位。ヴァルセシア・ムジカ国際ヴァイオリンコンクール優勝。

2018 年ハノーファー国際コンクール 4 位。2010、2013 年、岡山県芸術文化賞準グラ

ンプリ、2014 年、赤磐市長特別奨励賞を授与される。2017 年、世界で活躍する若手

ヴァイオリニストに贈られる Ivry Gitlis Prix(イヴリー・ギトリス賞)を受賞。同年、ス

イスの Rahn Kulturfonds から奨学金を授与される。2019、2020 年度、スイス Migros

奨学生。2021 年、山陽新聞奨励賞受賞。4 月より「あかいわ広報大使」に就任。 7 歳

より大阪フィルハーモニー交響楽団、広島交響楽団、岡山フィルハーモニック管弦楽

団、読売日本交響楽団、クリーヴランド管弦楽団、ロンドンフィルハーモニー管弦楽

団、モスクワフィルハーモニー管弦楽団、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニ

ー管弦楽団など多数のオーケストラと共演。シオン音楽学校、ローザンヌ高等音楽院

を首席で卒業。これまでに、河野園子、工藤千博、小栗まち絵、漆原啓子、パヴェ

ル・ヴェルニコフ、スヴェトラーナ・マカロバの各氏に師事。現在、ローザンヌ高等

音楽院修士課程にて、ジャニーヌ・ヤンセン氏に師事。2020 年、一般社団法人 The 

MOST を立ち上げ理事長を務める。日本コロムビアより CD「プロコフィエフ:ヴァイ

オリン・ソナタ第 2 番」好評発売中。Radio momo にて『Music Journey from Swiss～

福田廉之介の音楽の旅』放送中。使用楽器は、1773 年製ニコロ・ガリアーノ。 

 

漆原 啓子 Keiko Urushihara 

日本を代表するヴァイオリニスト。今年はデビュー４０周年を迎える。 

1981 年東京藝術大学付属高校在学中に、第 8 回ウィニアフスキー国際コンク

ールに於いて最年少 18 歳、日本人初の優勝と６つの副賞を受賞。その翌年、 

東京藝術大学入学と同時に本格的演奏活動を開始。1986 年、ハレー・ストリ

ング・クァルテットとして民音コンクール室内楽部門で優勝並びに斎藤秀雄

賞を受賞。これまで国内外でのツアーの他、TV 出演、海外主要音楽祭、マス

タークラスなどに多数出演。また、V.スピヴァコフ、E.ルカーチ、J.ビエロフ

ヴェク等の指揮者や、ハンガリー国立響、スロヴァキア・フィル、ウィーン

放送響等のオーケストラと共演し絶賛を浴びた。CD は数多くリリースしてお

り、J.S.バッハの無伴奏 CD（日本アコースティックレコーズ）がレコード芸

術特選盤に選ばれた。また、漆原朝子との録音「無伴奏ヴァイオリン・デュ

オ」（日本アコースティックレコーズ）は文化庁芸術祭レコード部門優秀賞

を受賞。漆原啓子が中心となり結成した「ひばり弦楽四重奏団」では、ベー

トーヴェン弦楽四重奏曲の全曲演奏の活動の主軸とした長期プロジェクトを

開始。常に第一線で活躍を続け、その安定した高水準の演奏は音楽ファンの

みならず、指揮者、オーケストラ・メンバー等の音楽家の間でも常に厚い信

頼を得ている。現在、国立音楽大学客員教授、桐朋学園大学特任教授。 

 Cas’Applausi presents 

 

※当日演奏者の都合により曲目が変更する場合もございます。予めご了承ください。 

協賛（株）VIRTUOSO VIOLINS 

      キムラピアノ工房 


