
時 場所 ホール名称 曲目 演奏者 備考（エピソード等）

1973
0605

イギリス
ロンドン

ロイヤル
      フェスティバルホール

・チャイコフスキー： ピアノ協奏曲第１番
・他

（指）
（演）ロイヤル フィルハーモニック管弦楽団
（Ｐ）

＜新交通システム（欧）＞
・朝日フェスティバルホール
  （大坂）の 原形

1982
0802

ＵＳＡ
シカゴ

グラント公園
屋外  サマー  コンサート
・

（指） Ｊ．レバイン
（演） シカゴ 交響楽団（?）

＜インテリジェンビル（米）＞
・旅行鞄紛失

1982
0807

ＵＳＡ
ニューヨーク

リンカーンセンター
アベリー・フィッシャー・ホール

・モーツアルト ： ヴェスペレ（荘厳晩歌）Ｋ339
・ハイドン ： 交響曲第８７番
・ベートーベン ： ミサ曲ハ長調 Ｏｐ86

（指） ロバート ショウ
（合） ウエストミンスター合唱団
（演） モーストリー モーツアルト フェスティバル Ｏ

・帰りにスラム  街へ迷い込む
・ＮＹ空中散歩：ＷＴＣ  !！!
・６２年新築・７６年改装

1986
0328

ＵＳＡ
ダラス

ダラス シンフォニーホール
（旧）

・ヴェルディ ： 運命の力 序曲
・ショスタコーヴィッチ ：バイオリン協奏曲第１番
・ドボウルザーク ： 交響曲第６番

（指） Ｊ．Ｌａｕｇｈｒａｎ
（演） ダラス交響楽団
（Vn） Ｂ．Ｂｅｌｋｉｎ

＜新社会システム（米）＞
・帰れなくなって団員の方に
  送ってもらった

1989
1030

フィンランド
ヘルシンキ

国立オペラハウス
・モーツアルト ： コシ ファン トッテ
                  （女はみんなこうしたもの）

（出） Ｒ．Ｖｉｌｊａｋａｉｎｎｅｎ ：Ｍ．Ｈａｒｊｕ ：Ｊ．Ｓｉｌｖａｓｔｉ
        ：Ｒ．Ｌａｕｋｋａ：Ｒ．Ｌ．Ｋｏｒｈｏｎｅｎ
（指） Ｏｈｊａａｊａ Ｊｏａｃｈｉｍ Ｈｅｒｚ
（演） オーケストラ＆合唱団

＜テクノ・エコノミックス（欧）＞

・オペラハウスの本質を知る

1989
1101

イギリス
ロンドン

ロイヤル
      フェスティバルホール

・ワーグナー ： リエンチ序曲
・ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲第３番
・チャイコフスキー ： 交響曲第１番

（指） ユーリ シモーノフ
（演） フィルハーモニア管弦楽団
（Ｐ）  ＭＩＫＨＡＩＬ ＲＵＤＹ

・２回目の来訪
  ロンドンでは”つき”がある

1989
1104

フランス
パリ

EGLISE SAINYT
     -JULIEN-LE-PAUVRE
                 （小さな教会）

LES TROMPETTES DE VERSAILLES
・VIVALDI・SWEELINK・MARCELLO
・PURCELL・ＭＡＲＴＩＮＩ・BACH・GERVAISE

（Ｔｒ） Ｐａｔｒｉｃｋ Ｍａｒｕｍａｎｄｅ
（Ｔｒ） Ｓｅｒｇｅ Ｒｏｕｇｅｇｒｅｚ
（Ｏｒ） Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｂｗｓｓｏｎｎｅｔ

・教会を探すのに苦労

・ゴーガンの｢白い馬｣ に再会

1989
1110

スイス
チューリヒ

Tonhalle Grosser Saal
（トンハレ）

フランス革命200年記念公演

・プーランク ： カルメル教会修道女の対話

（出） Ｃ．Ｂａｌｂａｕｘ：Ｒ．Ｇｏｒｒ：Ｆ．Ｐｏｌｌｅｔ：Ａ．Ｒ．Ｒｏｄｄｅ：
       Ａ．Ｇａｌｌ：Ｊ．Ｍ．Ｆｅｍｅａｕ：Ｌ．Ｐｅｚｚｉｎｏ 他
（指） Ｍａｒｃ  Sｏｕｓｔｒｏｔ
（演） ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES
       PAYS DE LA LOIRE

・日本のカタログに見られない
  珍しい曲目
・音響の良いホールで有名

1989
1111

スイス
チューリヒ

チューリッヒ  オペラハウス ・プッチーニ ： ラ  ボエーム

（出） Ｋ．Ｅｓｐｅｒｉａｎ（Ｍｉｍｉ）：Ａ．Ａｇａｃｈｅ（Ｍａｒｃｅｌｌｏ）：
       Ｇ．Ｓａｂｂａｔｉｎｉ（Ｒｏｄｏｌｆｏ）：Ｒ．Ｒｏｈｎｅｒ（Ｍｕｓｅｔｔａ）
（指） Ｓｉｌｖｉｏ  Ｖａｒｖｉｓｏ
（演） チューリッヒオペラ  オーケストラ＆合唱団

・豪華なオペラハウス
・思わず写真

1990
0511

ＵＳＡ
ダラス

ダラス  シンフォニーホール
（新）

・アダムス ： オーケストラとコーラスのための
                ”Ｈａｒｍｏｎｉｕｍ”
・オルフ    ： カルミナ ブラーナ
                Ｃｏｎｔｉｏｎｅｓ ｐｒｏｆａｎａｅ

（指） Ｅｄｕａｒｄｏ Ｍａｔａ
（演） ダラス  シンフォニー  オーケストラ＆合唱団
（So） Ｓｙｌｖｉａ Ｇｒｅｅｎｂｅｒｇ
（Te） Ｆｒａｎｋ Ｋｅｌｌｅｙ  （Ba）Ｂｅｎ Ｈｏｌｔ

＜ＦＭ－ＣＲＳＳ（米）＞

・新装なったホール
・今回は迷わずに
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時 場所 ホール名称 曲目 演奏者 備考（エピソード等）

1992
1019

イタリア
ミラノ

ミラノ  スカラ座
・ボロディン          ： 歌劇「イーゴリ公」序曲
・チャイコフスキー ： ヴァイオリン協奏曲
                         ： 交響曲第６番”悲愴”

（指） Ｙｕｒｉ Ｔｅｍｉｒｋａｎｏｖ
（Vn） Vｌａｄｉｍｉｒ Ｓｐｉｖａｋｏｖ
（演） サンクト ペテルブルグ フィルハーモニー交響楽団
（旧）レニングラードフィル

＜建築と情報技術（伊）＞

・正面のバルコニー席
・オペラ座へは何しに行くの

1992
1025

イタリア
ローマ

ＡＵＤＩＴＯＲＩＯ
    ＤＩ ＶＩＡ ＤＥＬＬＡ
        ＣＯＮＣＩＬＩＡＺＩＯＮＥ

・プロコフィエフ ： ロミオとジュリエット
（指） ダニエル  ガッティ
（演） 聖チェチーリア国立アカデミー管弦楽団

・イタリアのおおらかさ

1995
1106

ＵＳＡ
ニューヨーク

リンカーンセンター
アリス ターリー ホール

・シューベルト： Ｍｉｇｎｏｎ Ｌｉｅｄｅｒ（4曲）
・ヴォルフ ： 同上＆メーリケ歌曲集より（６曲）
・プーランク・シェーンベルクの歌曲

（Ｓｏ） バーバラ  ヘンドリクス
（Ｐ）   ローランド  ポンティネン（ＰＯＮＴＩＮＥＮ）

＜テクノ・エコノミックス（米）＞
・リンカーンセンターの
  奥のはずれにある

1995
1108

ＵＳＡ
ボストン

ボストン シンフォニーホール
・マーラー ： 交響曲第９番
                （リハーサル）

（指） ベルナルト ハイティンク
（演） ボストン交響楽団

・ボストン美術館
    ゴーガン ： 何処から来て
                   何処へ行くの

1995
1109

ＵＳＡ
ワシントン

ケネディーセンター
コンサートホール

・ＡＤＬＥＲ      ：Ｆｅｓｔｉｖｅ Ｐｒｏｃｌａｍａｔｉｏｎ
・ブリテン       ：Ｃｈａｃｏｎｙ
・ベルリオーズ：夏の夜
・コリグリアノ  ：交響曲第１番

（指） レオナルド  スラトキン
（演） ナショナル交響楽団
（ｏｒ） ウイリアム  ネイル
（ms） ジャード  バン  ネス

・前夜に  キリテ  カナワ

1998
1204

ＵＳＡ
サンフラン
      シスコ

シビックセンター
デービスシンフォニー ホール

・ベートーベン：ミサ曲ハ長調ＯＰ８６
                    静かな海と楽しい航海ＯＰ１１２
                    同志の歌ＯＰ１１２・悲歌ＯＰ１２２
・アダムス    ：Ｃｅｎｔｕｒｙ  Ｒｏｌｌｓ

（指） マイケル   トムソン   トーマス
（演） サンフランシスコ交響楽団
（Ｐ）  エマニュエル  アックス

＜ＶＲ技術（米）＞

・ＭTＴとピアノのアックス
・大オーケストラと合唱団

1998
1209

ＵＳＡ
ニューヨーク

リンカーンセンター
アリス  ターリー  ホール

Ｅ．カーターの90歳記念コンサート
・ストラヴィンスキー：Ｃｏｎｃｅｒｔｉｎｏ（小協奏曲）
・Ｅ．カーター：ハープとピアノと２つの
                  オーケストラのための二重協奏曲

（指） ダビッド  ロバートソン
（演） ニュー  ジュリアード  アンサンブル
（Ｐ） ステファン  ベック
（Ｈ） Ｐ．Ａ．ＢＯＲＤＩＧＮＯＮ

・90歳のＥ．カーターが客席で
  祝福された

1998
1210

ＵＳＡ
ニューヨーク

カーネギーホール

THE  GRAPPELLI  LEGACY
”Swing＆Beyond”
     Celebrating  Jazz  Violinisut

（ステファン  グラッペリ： 97．12．1パリで死す）

・ＪＥＡＮ－ＬＵＣ  ＰＯＮＴＹ ・ＭＡＲＫ Ｏ’ＣＯＮＮＥＲ
・ＮＡＤＪＡ ＳＡＬＥＲＮＯ ＳＯＮＮＥＮＢＥＲＧ
・ＲＡＮＤＹ ＢＲＥＣＫＥＲ ・ＲＥＧＩＮＡ ＣＡＲＴＥＲ
・ＭＡＲＴＩＮ ＴＡＹＬＯＲ ・ＢＵＣＫＹ ＰＩＺＺＡＲＥＬＬＩ
・ＲＯＧＥＲ ＫＥＬＬＡＷＡＹ ・ ＢＩＲＥＬＩ ＬＡＧＲＥＮＥ
・ＪON ＢＵＲＲ  ・ＧRADY ＴＡＴＥ  ・ＭIKE ＲＥＮＺＩ

・憧れのカーネギーホール
・ＮＹのジャズ奏者大集合
・８時半より１１時半まで

・好景気中の米のクリスマス

2004
0921

スウェーデン
ストック
　　　ホルム

ストックホルム
           オペラハウス

プッチーニ作曲
トスカ

・Toska  beromd sangerska
・Mario  malale

＜住情協　視察＞
竹中をリタイヤ―後
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