
 

  

 

 as’Applausi presents 

 Cas’Applausi オープン５周年記念シリーズ  

 世紀の大ヴァイオリニスト “ユーディ・メニューイン” 最後の愛弟子 

小野  明子 
Akiko Ono 

ヴァイオリン・マスタークラス 開催 

   【イギリスの名門校：メニューイン音楽院教授  

         佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラ特別講師】 

 

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

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

 
〒500-8451 岐阜市加納上本町 3-6-1  JR 岐阜駅から徒歩 7 分 ※お車でお越しの際は近隣の貸駐車場をご利用下さい 

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

2022 年  8/24 (水) ~ 26（金） 

開催期間 

 

 受講料: 60,000 円 （レッスン計 5 回：小野教授２回、アシスタント２回、アンサンブル１回） 

聴講料: 2,000 円  (全期間中) ※最終日に修了演奏会を行います（ソロ＆アンサンブル） 

 

アシスタント：垣内 響太 

小野 明子氏にメニューイン音楽院にて 

８年間師事。現、ベルリン芸術大学在学中。 

c 



 

秋のコンクール直前対策、テクニック、奏法・表現力向上、海外音楽院留学対策等々タ岐にわたり、 

世界最高レベルのレッスンを受講できる格別の機会となります。 

 公演予定一覧                                    入場料：各 3,000 円  PayPay 支払い可！ 

8. 6    （土）垣内 絵実梨 & 響太 デュオヴァイオリンリサイタル バッハ：2 台のヴァイオリンの為の協奏曲 他   

8. 7    （日）伊藤 澄香 ヴァイオリンリサイタル @2,000 円  プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第 2 番 他   

8. 14   (日)  加納高校出身藝大生による「白梅コンサート」 ショパン: ピアノソナタ第 3 番 他 

8.  20  (土) 垣内 絵実梨 & 響太 デュオヴァイオリンリサイタル  バッ ハ：2 台 のヴァイ オリン の為の 協奏曲     他 

8.  28  (日) 垣内 響太 ～協奏曲の夕べ～ メ ンデル スゾー ン：ヴァ イオリ ン協奏 曲  バッ ハ：ヴ ァイオ リン協奏 曲  第２番     他 

9. 11   (日)  藤永 華乃 ピアノリサイタル  モーツァルト: ピアノソナタ KV.333 ブラームス：６つの小品 Op.118 他 

9. 25   (日)  長富 彩 ピアノリサイタル ＠4,000 円  シューマン: 謝肉祭、アラベスク リスト：愛の夢 他 

10. １ （土）川畠 成道 ヴァイオリンリサイタル @5,000 円  ミルシテイン：パガニーニアーナ（ヴァイオリン独奏のための変奏曲）他  

10.  16（日）赤松 林太郎 ピアノリサイタル ＠4,000 円  プログラム近日決定 

11. 13 (日) 向田 成人 ピアノリサイタル  プログラム近日決定 

 協賛（株）VIRTUOSO VIOLINS キムラピアノ工房 

小野 明子  Akiko Ono Vn 

2000 年メニューイン国際ヴァイオリンコンクールで優勝し、英国紙 "ザ・

タイムス"の一 面トップを飾り一躍注目を集める。「ビオッティ・バルセ 

 

 

2017 年 7 月 

メニューイン音楽院にて 

シア」 等のコンクール優勝。「エリザベート王妃」「パガニーニ」「シゲティ」など多くの国際コンクールに入賞。これまでワイマール州立

歌劇場管弦楽団 、ベルギー国立管弦楽団、ロンドン・モーツァルト・プレーヤーズ等と共演。 国内では、NHK 交響楽団、東京交響楽団、読

売日本交響楽団、新日本フィルハー モニー交響楽団等と共演を重ねる。英国 BBC、独 ZDF、ベルギーRTBF、オーストリア ORF、NHK 総

合、NHK-FM 「ベストオブクラシック」、ニッポン放送「新日鐵コンサート」公開録音プロミシング・ アーティスト・シリーズなど国内外の

テレビ・ラジオに出演。ソロ、室内楽奏者、国内外のゲストコンサートマスターとして幅広く活躍する他、英国赤十字、UNICEF、LIVE 

MUSIC NOW、ミュー ジック・シェアリング、一般財団法人「地域創造」などの社会貢献事業に長年取り組む。教育にも力を注ぎ、佐渡裕氏

率いるスーパーキッズ・オーケストラ特別指導者、Maiastra 室内楽コースディレクター (英 国) を務める。2016 年には、ケンブリッジ大学 

Fitzwilliam College の協力のもと、ストリング夏期講習 「MusicSpace 」を立ち上げる。東京生まれ。12 歳でメニューイン音楽院に単身英国留

学し、メニューインに 7 年間師事。その後、文化庁芸術家在外研修員、ローム ミュージック ファンデーション奨学生としてウィーン国立音楽

大学、同大学院で研鑽を積む。Y. メニューイン、D.シュワ ルツベルグ、M.フリッシェンシュラーガー、N. ボヤスキー、小林武史、小林健次

の各氏に師事。野平一郎と奏でる CD「ツィゴイネルワイゼン」&「ROMANCE」は各誌から称賛を博す。2018 年にリリースされた CD「霧

の中から～英国ヴァイオリン曲集～」(WWCC7865)は「レコード藝術」誌 特選盤に選ばれた。現在、メニューイン音楽院、ギルドホール音楽

院ヴァイオリン科教授。 

 
垣内 響太 Kyota Kakiuchi  Vn. 

2012 年に国際的指揮者: 佐渡裕氏が音楽監督を務める｢スーパーキッズ・オーケストラ｣に最年少ヴァイオリニストとして入団以来、佐渡裕氏の下でコンサー

トマスター/楽団創立初のソリストとしてなど多数共演を重ね、大好評を博す。2013 年に 10 歳で単身で渡英し、イギリスの名門校: メニューイン音楽院 

(YMS) にイギリス政府奨学生として留学。この事は、当時"若者の挑戦"ということで「AERA 誌」に取り上げられた。 

ベルギーで開催された「A.グリュミオー国際ヴァイオリンコンクール 2019｣で優勝（2 位無) 。同年イギリス、ロンドンの歴史ある名高いウィグモア・ホール

にて、YMS の卒業演奏会に、現役生で初のソロ奏者として出演を果たし好評を博す。2021 年に YMS を卒業し、現在ベルリン芸術大学在学中 (Universität der 

Künste Berlin)。Nora Chastain、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (BPO) 第 1 コンサートマスターである Noah Bendix-Balgley、2nd ヴァイオリン首席

奏者である Marlene Ito、Christophe Horák 各氏に師事。BPO 傘下である Karajan Akademie der Berliner Philharmoniker のツアーなどに参加。ZERMATT 

MUSIC FESTIVAL & ACADEMY 2022 アカデミー生。ドイツ、ライプツィヒで開催された「バッハ国際コンクール 2022」セミファイナリスト。これまで

に、小野明子、浦川宜也、若林亜由、Rodolfo Bonucci、Tereza Privratska 各氏に師事。使用楽器：Giuseppe Guadagnini (1780 年製) 


