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Fine duo

30th

2016年5月28日㈯ 13:30開場／14:00開演

横浜みなとみらいホール 小ホール
公益社団法人日本演奏連盟／山田康子奨励・助成コンサート
■全自由席：一般4,000円／学生2,500円／当日4,500円（税込）
●マネージメント・お問い合わせ：カメラータ・トウキョウ 03-5790-5560
●後援：公益社団法人日本演奏連盟
●チケット取扱い：横浜みなとみらいホールチケットセンター 045-682-2000
 （電話予約 10:00～18:00／窓口 10:00～19:00休館日除く毎日営業）

 チケットぴあ 0570-02-9999［Pコード：289-274］
 カメラータ・トウキョウ 03-5790-5560  
  http://camerata.co.jp
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Nobu Koda
Sonata in E-Flat Major 
 for Violin and Piano
Sonata in D Minor 
 for Violin and Piano

Takako Yoshida
Sonata in D 
 for Violin and Piano

Keiko Fujiie
“a Passion” 
for Violne and Piano
Commissioned by Fine Duo, 
Premiere

Toru Takemitsu
Hika

Sadao Bekku
Sonata for Violin and Piano

Akira Ifukube
Sonata for Violin and Piano

Takako Yoshida
Supplication Hundredfold 
 for Violin and Piano

Kosaku Yamada
Karatachino Hana

凛としたたたずまいの真の二重奏、ファイン・デュオの30年円熟の響き

30周年記念演奏会 第1回（全2回）
〈日本人初のヴァイオリン・ソナタ、幸田延から現代に至る邦人作品〉

［ヴァイオリン］

沼田園子
Sonoko NUMATA

violin

［ピアノ］

蓼沼明美
Akemi TADENUMA

piano

2016年5月21日㈯ 16:30開場／17:00開演

大阪モーツァルト・サロン
■全自由席：一般4,000円／学生2,000円（税込）
●お問い合わせ：TEL 06-6364-5836（宮田）
 Email: miyata@kyodo-sekkei.com

《名古屋公演》2016年4月30日㈯ 18:30開場／19:00開演
三井住友海上 しらかわホール
［地下鉄（東山線・鶴舞線）伏見駅5番出口］

■全自由席：3,000円（税込）　●主催：㈱シャコンヌ
●お問い合わせ：シャコンヌ名古屋店　TEL：052-202-1776

●やむを得ない事情で曲目等が変更になる場合がありますのであらかじめご承知おき下さい。　●未就学児の入場はご遠慮下さい。

ファイン・デュオ（表）
2016/05/28 横浜みなとみらい／2016/05/21 大阪モーツァルト・サロン



ファイン・デュオ30周年記念演奏会によせて 池辺晋一郎
　沼田園子さんと蓼沼明美さんのデュオは、1986年に始まっている。「ファイン・デュオ」の名を掲げたのはその翌年である。以後、極めて強
固なコンセプトを根底に保ちながら、ユニークな活動を展開。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲、過去の隠れた邦人作品、女性作曲家、
さらに室内楽……とそのつどのテーマの設定が常に注目を集めてきた。開催地も日本全国に及んでいる。
　二人の演奏の確かさはすでに十分に知られており、ここで改めて言及する必要もないが、その高い水準を30年にわたり持続してきたエネ
ルギーには、瞠目という言葉をもってしても不足する感を抱く。
　今回の2回のコンサート企画について述べておく。第1回は、日本人初のヴァイオリン・ソナタである明治期の幸田延作品から藤家渓子の
委嘱曲までを並べたファイン・デュオならではのプログラム、第2回は演奏家としていわば原点に立ちかえるバッハ・プロ。双方を併せて、30
年を経たこのチームの集大成であることがよく分かるコンセプトだ。
　真摯に活動を続けてきた二人の、30周年記念演奏会にふさわしい円熟した演奏を大いに期待している。

沼田園子（ヴァイオリン） Sonoko Numata, Violin
　東京藝術大学音楽学部弦楽科を首席で卒業。同大学院博士課程単位習得。パガニーニ生誕 200 年祭国際ヴァイオリン・コンクール第 3 位、マリア・カナ
ルス国際ヴァイオリン・コンクール、ヴァイオリン、ピアノ二重奏部門において第 2位、アルベト・クルチ国際ヴァイオリン・コンクール第 5位それぞれ入賞。日本音
楽コンクール作曲部門における演奏に対してコンクール審査委員会特別賞、アール・レスピランのメンバーとして中島健蔵賞をそれぞれ受賞。2005 年 5月静
岡県文化奨励賞を受賞。1990 年より25 年にわたり水戸室内管弦楽団の常任メンバーとして活躍。これまでに、ソリストとして水戸室内管弦楽団や国内主要
オーケストラ、海外のオーケストラとも共演するほか、コンサートミストレスとしても客演する。国内外の音楽祭にそれぞれ演奏家、講師として招待される。ロンド
ン、パリ、プラハ、ワルシャワ、クレモナなどヨーロッパ各地の演奏会においても好評を得る。各ホール主催企画のコンサートやファイン・デュオとしてリサイタルを
東京をはじめ、全国各地にて開催し好評を得る。内外の一流演奏家と共演するなど、室内楽においても常に高い信頼を得ている。2012 年から2014 年にか
けてはベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲録音および演奏会（全 5回）を蓼沼明美（Pf）と開催しその充実ぶりが絶賛された。
　CDはアルバム 日本の響 Vol.1，2，3 『悲歌』『哀愁の日本』『妖精の距離』をカメラータ・トウキョウより、ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全曲（全 4枚）を
アート・ユニオンよりリリースし各雑誌にて絶賛される。2016年 3月、CD日本の響Vol.4 『日本人女性作曲家の作品をめぐって』をカメラータ・トウキョウより発売。
　現在、東京藝術大学付属音楽高校、愛知県立芸術大学各講師、洗足学園音楽大学客員教授、常葉短期大学客員教授を務める。

蓼沼明美（ピアノ） Akemi Tadenuma, Piano
　東京藝術大学音楽学部附属音楽高校を経て、同大学音楽学部器楽科を首席で卒業。同大学院修士課程修了。ロンドンに留学し、マリア・クルチョ女史の
もとで研鑚を積む。1987 年マリア・カナルス国際コンクールのヴァイオリン・ピアノ二重奏部門でヴァイオリンの沼田園子と共に第 2位入賞。1989 年日本音楽コ
ンクール審査委員会特別賞を受賞。倉敷音楽祭、富士山麓音楽祭、紀尾井ホール・オープニング・シリーズなどのほか、NHK-FM放送に出演多数。特にア
ンサンブル・ピアニストとしての演奏活動を活発に行い、フルートのアンドレアス・ブラウ、ベルリン弦楽四重奏団を含む内外の多くの演奏家と共演。2004 年に
開催した姉、蓼沼恵美子とのピアノ・デュオ・リサイタルも好評を得て、2006 年にCD『姉妹による珠玉の連弾』をリリース。沼田園子とのデュオ・リサイタルは
東京をはじめとして全国各地で展開し、2006年にはデュオ結成20周年記念公演として二夜にわたるリサイタルを開催し成功をおさめる。ベートーヴェンのヴァ
イオリンとピアノのソナタ全曲録音を完結、全 5回の記念演奏会シリーズも好評を得た。現在、東京学芸大学、国立音楽大学講師。

ファイン・デュオ
ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ シリーズ

●発売元：㈱ www.camerata.co.jp www.facebook.com/cameratatokyo ●発売元：株式会社 アート・ユニオン www.artunion.co.jp

沼田園子（ヴァイオリン）
蓼沼明美（ピアノ）

◉日本の響─Vol.1

武満 徹：「悲歌」
［CD］30CM‐409  ￥3，000（＋税）

◉日本の響─Vol.2

哀愁の日本
日本のヴァイオリン音楽の創世
［CD］30CM‐477  ￥3，000（＋税）

◉日本の響─Vol.3

妖精の距離
よみがえる日本の小品集
［CD］28ＣＭ-658  ￥2，800（＋税）

第1・6・7番 ……………………………［CD］ART-3086 ￥2，667（＋税）
第2・4・3番 ……………………………［CD］ART-3112 ￥2，667（＋税）
第8・5番…………………………………［CD］ART-3124 ￥2，667（＋税）
第9・10番 ………………………………［CD］ART-3130 ￥2，667（＋税）

ファイン・デュオ30周年記念演奏会 第2回（全2回）
〈J.Sバッハ ヴァイオリンとクラヴィーアのためのソナタ全曲演奏会〉
●J.Sバッハ：ヴァイオリンとクラヴィーアのためのソナタ
第1番 ロ短調 BWV 1014／第2番 イ長調 BWV 1015／第3番 ホ長調 BWV 1016
第4番 ハ短調 BWV 1017／第5番 ヘ短調 BWV 1018／第6番 ト長調 BWV 1019

［岩手公演］2016年10月31日㈰ 13:30開場／14:00開演
雫石ラ・ラガーデンホール（小岩井農場近く 長山街道沿い）
●お問い合わせ：080-5225-1165（町田）／090-6851-7185（吉田）

［行田公演］2016年11月6日㈰ 15:30開場／16:00開演
ピアノフレンド竹田サロン 行田ピアノフレンド竹田サロン・コンサート
●お問い合わせ：048-554-5022

［大阪公演］2016年11月12日㈯ 16:30開場／17:00開演
大阪モーツァルト・サロン
●お問い合わせ：06-6364-5836（宮田）

［横浜公演］2016年11月18日㈮ 18:30開場／19:00開演
横浜みなとみらいホール 小ホール　助成 公益財団法人朝日新聞文化財団
●マネージメント：カメラータ・トウキョウ　●お問い合わせ：03-5790-5560

横浜みなとみらいホール
●みなとみらい駅（東急東横線直通みなとみらい線）下車徒
歩3分、「クイーンズスクエア横浜連絡口」改札（地下3階）よ
り左方向、クイーンズスクエア横浜内の吹き抜けエスカレー
ター（赤）を1階まで上がり左方向、クイーンモール左奥
●桜木町駅（JR京浜東北線･根岸線／横浜市営地下鉄）下
車徒歩12分、みなとみらい方面の「動く歩道」から、ランドマー
クプラザ経由（3階から1階へ）でクイーンズスクエア横浜、ク
イーンモール左奥
〒220-0012  神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-6
Tel：045-682-2020

大阪モーツァルト・サロン
●南森町駅（大阪市営地下鉄谷町線・堺筋
線）から徒歩6分／JR天満駅から徒歩5分
共同設計ビル内
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-10-14
Tel:06-6364-5836

◉日本の響─Vol.4

お百度詣～日本人女性作曲家の系譜
幸田延（校訂・補筆：池辺晋一郎）：ヴァイオリン・ソナタ 第1番／第2番
松島彜：プレリュード 作品82／一茶 作品394
吉田隆子：カノーネ／青年のうた／ヴァイオリン・ソナタ ニ調／お百度詣
増本伎共子：ソロ・ヴァイオリンのための4つの小曲
金井喜久子：「てぃんさぐの花」による変奏曲／黄金燈籠（沖縄県民謡）
［CD］ＣＭＣＤ-28333  ￥2，800（＋税）　録音：2015年4月／静岡

つね

3月25日
発売予定

※ジャケット・デザインは変更になる可能性があります

ファイン・デュオ（裏）
2016/05/28 横浜みなとみらい／2016/05/21 大阪モーツァルト・サロン


