
Ｎｏ．１
◎９月の遊水館のまつりにやって下さい。（女性・５０歳代）

◎みんなカッコ良くて大変良かったです。（男性・60歳代）

◎毎回素晴しい演奏会に感謝です。（男性・70歳代）

◎いつも楽しい音楽ありがとうございます。良かった。（男性・60歳代）

◎なつかしい音楽が聴けて楽しかったです。（女性・60歳代）

◎疲れただろう。良かった。（男性・60歳代）

◎これからも元気に頑張って下さい。場所も良く曲目も大変良かったです！（男性・70歳代）

◎とても良かったです。（男性・60歳代）

◎毎回ごくろうさまです。２ヶ月に１回お願いします。（男性・70歳代）

◎ベースのお姉さんカッコいいです！！あこがれますＧｏ－Ｋａｒｔ　Ｔｗｉｓｔ　楽しかった。みんなノリノリでしたね。
　（女性・60歳代）

◎ありがとう（男性・60歳代）

◎毎回の事ながら、皆様（演奏者の方）の練習の成果が出てとても良く、日常から離れた若い頃の自分に少し戻りました
　ありがとうございました。（女性・60歳代）

◎市島さん以外の方にも少しトークを。（男性・70歳代）

◎ベンチャーズメドレー　これぞエレキギターという感じで最高です。毎回楽しみにしています。体に気を付けて長く続けて
　下さい。大好きな曲ばかりだったので楽しめました。（女性・70歳代）

◎皆さんから元気をもらいました。最高がんばれ！ＰＡバランスコーディネーター/ボーカルもあっては？（男性・60歳代）

◎遠藤さんのベースほんとに良いです。毎回楽しく聴かせてもらっています。ストレス発散にもなります。
　ありがとうございます。（男性・60歳代）

◎暑い中お疲れ様です。毎回楽しみに聴いております。演奏途中で入場されると気が散るので、最初から座席を多目に
　して下さい。（男性・70歳代）

◎毎回楽しみにしてます。（女性・？）

◎良かった。女性ボーカルをいれたら良い。（男性・60歳代）

◎すばらしい。とても良かった。（男性・70歳代）

◎毎回楽しみにしています。ベンチャーズとＧＳを区分されて良かった。（男性・60歳代）

◎ブルーシャトウ良かったです。（テンポをもう少し速い方がいいと思います）パーカッションの音がすてきでした。
　パーカッションの音を大きく聴こえるようにお願いします。（女性・60歳代）

◎お疲れ様でした。サックス・フルートよかった。（男性・70歳代）

◎これからも頑張って下さい。（男性・70歳代）

◎うまい。（？・70歳代）

◎大変良かったです。（男性・70歳代）
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Ｎｏ．２
◎毎回楽しませていただいてます。（男性・80歳代）

◎今後も演奏がんばってください。（男性・60歳代）

◎市島代表はじめ、みなさんの演奏に感動しています。いつも無料の演奏会ありがとうございます。感謝です。
　（女性・70歳代）

◎いつも元気で頑張っている姿がいいですネ。よかったです。（女性・60歳代）

◎みなさん生き生きしていて、ステキです。ブルーシャトウ新保さん。とても良かったです。また来ます。（女性・60歳代）

◎ベースによって楽団がひきしまっていた。元気が出ました。（男性・60歳代）

◎３０回も続けていることに敬意を表します。バンドマスター（会長さん）永生きして下さい。演奏時の真剣なまなざし
　うらやましい。市島さんの軽妙な話、中身は勿論エピソードなど含めた紹介最高。会場準備から演奏、そして無料
　頭が下がります。※豊栄バンド（ジャズ）も良いですね。（男性・70歳代）

◎市島さん、これからもニコニコ元気でずっとお願いします。遠藤さんのドラム「太陽はひとりぼっち」は鳥肌がたちました。
　うまい。後半ＧＳはなつかしいでした。（女性・60歳代）

◎サックスの音色がとても良かった。太陽はひとりぼっち・朝日のあたる家・ダイヤモンドライン・熱き心には毎回お願い
　します。いつまでもお元気で！いい音を聞かせて！お元気で、また！（男性・60歳代）

◎ドラムＯＫヨ。感動の一言です。（男性・70歳代）

◎Ｇｏｏｄ　Ｍｕｓｉｃ　もう少し平坦から凹凸のＭｕｓic、配置も！各セクション毎の音。ただ楽器を弾いている感がありまし
　た。 ただ演奏をしているだけ、失礼ですが？山あり谷ありの・・・。
　各セクションの音の強弱、そして各人の動きを出したら・・・。「ワー」と全部の音が出て、まとまりが無い？
　各自の音をもっと一つ一つ大事にした方がベター。あくまでも私の1人の感じ方です。
　※練習をよくやられているのは判ります！！Ｍｕｓｉｃがたいらではないでしょうか。
　昨日ケイタイで電話させてもらった本人ですか？（男性・70歳代）

◎大変素晴しい演奏でした。又来たいです。長く続く事を祈念します。（男性・70歳代）

◎いつも楽しみにしています。（男性・？）

◎12月にまた来たいと思います。とても良かったと思います。（男性・？）

◎残暑きびしい折、健康に留意され頑張って下さい。久しぶりに演奏を聴いて元気をもらった気分です。
　次回楽しみにしています。（男性・70歳代）

◎いつも楽しそうに演奏していて聴いている方も気分が良い。（男性・80歳代）

◎来年から公民館取壊しになったら、又文化会館ですか。（男性・70歳代）

◎今回も昔に返り、楽しい時間を過ごす事ができました。ありがとうございます。次回12月を楽しみにしています。
　ゲストバンドとして、クリスタルハーツを呼んで下さい。クリスマスイブのコンサートは2時間強にぎやかにやりましょう！！
　（男性・70歳代）

◎毎回ご苦労さまです。水車素晴しいですネ。大変良かったです。時にはボーカルも入れてみたら？（男性・70歳代）

◎いつまでも楽しい演奏を！！よろしく。（男性・70歳代）

◎皆さん輝いてステキでした。楽しかったです。皆さんノリノリで聴いていました。（女性・60歳代）

◎又来たいです。すばらしい演奏。ありがとうございました。若い頃思い出しました。良かったです。（女性・70歳代）

◎リードギターのボリュームを公平に調整できる係を決める。（？・？）



Ｎｏ．３
◎素晴しい演奏、毎回感動してます。永く長く続けていって下さい。（男性・70歳代）

◎これからも頑張って下さい。今回もありがとうございました！（男性・70歳代）

◎音楽を楽しんでいる感じが伝わってきた。（女性・60歳代）

◎長く続けて下さい。初めてですばらしかったです。（男性・70歳代）

◎すばらしい演奏でした。また機会があったら来たいと思います。（男性・60歳代）

◎いつもありがとうございます。いつも楽しみにしています。青春時代を思い出します。（女性・60歳代）

◎お疲れ様でした。いつもありがとうございます。いつも開催楽しみにしています。（男性・60歳代）

◎すばらしい演奏大変良かったです。次回必ず来たいです。（男性・70歳代）

◎フルートが良かった（ブルー・シャトウ）（女性・70歳代）

◎とっても楽しいです。毎回楽しませてもらって有難うございます。後半のＧＳもとっても良かったです。（女性・70歳代）

◎みなさん上手で感動そのものです。大変良かったです。また来たいです。（男性・60歳代）

◎たそがれマイラブがメロディとリズムのバランスが良かったと思う。リズムの要であるベースがいつも適確なペースで
　すばらしいと思う。（男性・70歳代）

◎メンバー皆が楽しそうに演奏していてとても楽しいー。毎回すばらしい生バンド、最高です。（男性・60歳代）

◎皆様うめえかったれね。（男性・70歳代）

◎仕事との両立は大変でしょうが大したもんです。（男性・60歳代）

◎テナーサックスとフルートの音色すばらしい。楽団演奏者９人が一生懸命で盛り上がり全員カッコよい。
　きいてて涙が出る。（男性・女性・70歳代）

◎がんばって下さい。いつもありがとうございます。楽しかったです。（男性・女性・70歳代）

◎次回の演奏会楽しみにしています。お体には気をつけて下さい。とてもステキでした。（女性・70歳代）

◎楽しかったです。メンバー紹介の時、得意な曲を少し聴きたい。（女性・60歳代）

◎さすらいのギター→市島さんのギター良かった。朝日のあたる家→新保さんのサックス良かった。
　ダイヤモンドライン→元気もらえる。クルエルシー→楽しくなる。ブルーシャトウ→青春時代がよみがえる
　太陽にほえろ→新保さん最高！！今夏は特別暑かったのでお体気をつけて下さい。（女性・70歳代）

◎次回も楽しみにしております。（女性・70歳代）

◎８５才の方の演奏に感動！若い！全体的に揃っていてとても良かった！初めて聴きました。とても楽しい時間を過ご
　せました。スバラシかった。次回も楽しみにしています。（女性・６０歳代）

◎皆様大変良かったです。次回も楽しみにしております。（男性・８０歳代）

◎楽しライブありがとうございました。毎回感じる事は、リーダーの人情味と知力の下、メンバーの努力に敬意と感謝致し
　ます。益々のご活躍祈念致すと共にお元気で！！大変よいライブでした。（男性・７０歳代）

◎とにかくすばらしい。（男性・７０歳代）

◎楽しくなりました。サンキュー。（男性・５０歳代）



◎もっと大きいステージで演奏してください。（有料でも可）（男性・７０歳代） Ｎｏ．４

◎定期演奏会を聴くと元気がもらえます。定期演奏会を継続して下さい。（男性・６０歳代）

◎いつも無料でやっていただきありがとうございます。年金生活者ですのでありがたい。各楽器の音量を、全体的にもう
　少し大きくして下さい。皆様控え目すぎます。（男性・６０歳代）

◎今回も最高です。（男性・８０歳代）

◎ＳＡＸのソロアドリブも入れて。毎回最高。（男性・７０歳代）

◎楽しくやっているところがいいですヨ！いつもたのしみにしてます。(男性・６０歳代）

◎いつもたのしくてまたきます。とてもたのしくよかったです。（女性・８０歳代）

◎大変お疲れ様でした。毎回楽しみにしています。いつもありがとうございます。次回も又お願いします。（男性・６０歳代）

◎ご苦労様でした。少しうるさい！！なつかしい曲が多かった。（男性・６０歳代）

◎ベンチャーズメドレーの時に、キーボードお二人の両手が遊んでいました。もったいない。何か工夫を！！！
　キーボードさんの左手（中央寄りの方）譜面で顔が沈んでいます。もったいない。譜面台の高さに工夫を！！
　全員の方へ、微笑をもう少し。（男性・６０歳代）

◎いつも楽しい演奏ありがとうございます。（男性・７０歳代）

◎大変良かったです。（男性・７０歳代）

◎いつまでもみなさん元気で演奏して下さい。各ポジションのソロ演奏が聴きたいです。（男性・６０歳代）

◎毎回熱の入った演奏ありがとうございます。（男性・６０歳代）

◎皆さんイキイキしてますね！すばらしかったです。（女性・５０歳代）

◎いつもありがとうございます。（女性・７０歳代）

◎エレキによるＧＳの曲はいいですネ！なつかしいです。昔を思い出します。皆さん楽しんでやっていて最高ですよ！
　（男性・６０歳代）

◎みんな笑顔が良くて気分が最高。楽しなって元気がでた。（女性・７０歳代）

◎どの曲もすばらしかったーの一言です。（女性・７０歳代）

◎全てが良好で毎回聴いても良い曲ばかりです。熱気にあふれ素晴らしい演奏に感激しています。毎回素晴しい
　演奏会で、特に司会の名進行ぶりに感動しています。（男性・８０歳代）

◎ぜ～んぶ良かった！！すご～く楽しかったです。次回も楽しみにしています。（女性・６０歳代）

◎汗を流しながらの演奏ご苦労様でした。素晴らしかったです。また来ます！！若い（独身の）頃日寄山海岸にジューク
　ボックスで流れていたブルーシャトウ思い出しました。大変良かったです。（女性・７０歳代）

◎昨年に続き今年も素晴らしかったです。（男性・８０歳代）

◎大変楽しかったです。（男性・６０歳代）

◎毎回楽しませていただいています。とても良かったです。（女性・６０歳代）

◎耳に覚える曲なので、心地良い。いつもありがとうございます。（女性・６０歳代）

◎楽しい演奏会有難うございます。市島リーダーのお話が楽しかったです。又お願いします。（女性・６０歳代）



Ｎｏ．５
◎毎回楽しみにしています。（女性・７０歳代）

◎音楽をやっている人は、若くていいかんじです。益々活動して下さい。文化会館で行っていたとき参加でした。
　このような大きな会場はすばらしいと思います。（？・６０歳代）

◎回を聴く事に良くなっていく。気持が若返り昔の曲にうっとり。（女性・７０歳代）

◎毎回楽しみにしています。音楽は生活の源となります。（女性・６０歳代）

◎いつまでもすばらしい曲を聴かせて下さい。とっても良かったです。又来ます。（？・６０歳代）

◎なんといっても林さんリッパです。（女性・６０歳代）

◎とても素晴らしかったです。頑張って下さい。又よせて下さい。皆さん若々しいです。最後の演奏とくによかったです。
　（女性・７０歳代）

◎クルエルシー、良かった。全員が揃っていたような、とても良かったと思います。初めて来ました。感動しました。
　次回もぜひ来ます。（女性・８０歳代）

◎暑さも忘れて楽しかったです。（女性・７０歳代）

◎若い頃の血が踊ります。今後も元気に演奏お願いします。（男性・７０歳代）

◎季節的にハワイアン音楽があっても良い。すごい！！こらからも頑張って下さい。ありがとうございます。
　無料で入りやすかった。歌詞があって良かった。（女性・７０歳代）

◎太陽はひとりぼっち→ベースギターステキでした。ラナウェイ→キーボード良かったよ！みんなステキ！！年に負けず
　にガンバレ～。林さんの帽子光ってる～。若い頃に帰って元気出たよー。皆仕事しながら練習してすごいと思います。
　（？・６０歳代）

◎元気が出ます。いつまでも続けて下さい。知ってる曲が多くて楽しかった。（女性・７０歳代）

◎いつも元気なおすがたを見せていただきましてありがとうございます。（女性・６０歳代）

◎チームワークが回を重ねる事に良いと思い良かったです。前回よりもとても進歩していて驚きでした。（女性・７０歳代）

◎素的な演奏をありがとうございました。感動です。回を重ねる事に演奏が良くなってます。（女性・７０歳代）

◎忙しい中練習時間も限られている中で、素晴らしい演奏です。市島さんの軽妙なトークで和やかな演奏会です。
　（女性・７０歳代）

◎いつも思う事ですが、どの方も音楽が楽しくてしょうがないと云う様子で演奏しているので刺激を受けています。
　ドラムのお二人の技術はすばらしいです。ベースギターの方の技術は成長が著しいと思いました。毎度の事ながら
　リーダー市島さんのユーモア溢れる口調のお喋りが楽しいです。生真面目さが伝わって来ます。次回は古いギター演奏
　されるとの事楽しみにしています。市島さん。（男性・７０歳代）

◎サックス新保さんが良かったです。（男性・６０歳代）

◎たそがれマイラブ・夢で逢えたらのサックスの音がすごくよかったです。２時間もの間立ちっぱなしで、大変ご苦労様で
　した。やっぱり生で聴くのは良かったです。ありがとうございました。初めて聴きましたが私には音量が大きすぎました。
　（女性・６０歳代）

◎引き続き演奏会を続けて下さい。良かったです。（男性・５０歳代）

◎ベースの遠藤さんが楽しそうに身体を動かして弾いているので、こちらも楽しくなる。ベースの遠藤さんＧｏｏd。
　（男性・６０歳代）

◎大変良くできました！！（男性・７０歳代）



Ｎｏ．６
◎全部いいです。１２月にまた来ます。毎回元気をもらっています。これからも皆様ますますお元気で！（男性・７０歳代）

◎ＧＳ楽しみにしています。（女性・６０歳代）

◎老体に気をつけてがんばって下さい。（女性・６０歳代）

◎楽しかった。（男性・８０歳代）

◎毎回楽しい曲ありがとうございます。（女性・７０歳代）

◎すばらしかったよ。たのしかった。（男性・７０歳代）

◎皆様ノリのよさがすばらしい。夏の疲れがふきとびました。楽器の紹介も入れて下さるとよいかなと。（女性・６０歳代）

◎ＧＳの曲次回まで考えて来ます。楽しそうに演奏されていてこちらも楽しくなります。市島さんの楽しいお話が楽しみで
　す。２回目なのですが、今回の方がパワーを感じました。伊藤さんのギターが目立ちました。もちろん市島さんも！！
　（女性・６０歳代）

◎サックス最高！ドラム最高！高齢にもかかわらずすばらしい！みなさんすばらしい！！最高、又来たいです。
　（女性・６０歳代）

◎それぞれの持ち味とても良かったです。今日この時間をとても楽しみにしてました。友達６人で来ました。
　市島リーダーありがとうございます。（女性・６０歳代）

◎古源さんのドラムがうまくなったなあと思った。遠藤さん（ファンです♡）はもちろんだけど！暑い中皆様の元気な演奏を
　楽しみにしております。（女性・７０歳代）

◎古源さんがとても上手になりました。遠藤さんに近づきましたね。遠藤さん最高です♡いつもありがとうございます。
　姉妹できています。帰ってまた話がはずんでいます。（女性・６０歳代）

◎勇気をもらいました。私もギター練習はげみになります。毎回勇気をもらいます。悪い事を忘れます。（女性・７０歳代）

◎昭和のメロディ聴かせて頂き感謝。ありがとう。すばらしいの一言です。（女性・７０歳代）

◎ハッ、オッとか声を出すとおもしろい。ソロのコーナーがあると楽しい。（女性・？）

◎パーカッションの人がかっこ良かったです。ベースがよくひびいて良かったです。とてもなつかしく聴かせてもらいました。
　ありがとうございました。（女性・６０歳代）

◎ベースのおとがここち良い。各パートの音量がマッチして聴きやすい。（男性・７０歳代）

◎たのしみにしていたのでよかったです。身体がうきうきする音楽を、もっと聴かせてくださいませ！（女性・６０歳代）

◎大変ごくろうさまです！いままでの暑さが今日の演奏会ですかっとしました。参加して良かった。（男性・６０歳代）

◎会場のわかりやすい地図をお願いします。生の迫力を楽しませてもらいました。（男性・６０歳代）

◎新館が出来おめでとうございます。広くてきれいでとてもゆったりと楽しませて頂きました。天寿園の時には行く事が
　出来たのですが、豊栄公民館になってからは、場所が不明で聴きたくても場所が分からずいつも残念な気持ちでいま
　したので、案内状に会場迄の分かりやすい地図を取り入れてもらえば幸いです。（女性・７０歳代）

◎青春の頃を思い出しました。Thank you　（男性・７０歳代）

◎いつもありがとう。※又山形ベンチャーズ呼んで下さい。（男性・６０歳代）

◎みなさんすばらしい。せっかくドラマーが２人いるのでツインドラムで。（男性・６０歳代）

◎今回はすべて良かった。皆さん一流。（男性・７０歳代）
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◎大変良かったです！！（特にドラム）（男性・７０歳代）

◎楽しいおしゃべりとすてきな演奏をありがとうございます♡。回を増すごとにすてきな演奏ありがとうございます。
　ベース・ギターとキーボード２人とリズムをとる時に体が同じ方向にゆれる？！と曲が更に厚み？！と深みと楽しそうが
　増して、演奏が２倍３倍の大きさを感じます。特にクルエルシー・夕陽は赤くの時とか。（女性・６０歳代）

◎すばらしい！！しびれます。（女性・７０歳代）

◎８５才会長おみごと、すばらしいです。特に８番目の曲。初めて聴かせていただきました。楽しい演奏です。ずっと続け
　て下さい。２～３人でちょっとダンスもいいのかなと思います。（女性・７０歳代）

◎いつも元気をもらえます。楽しかった。（女性・６０歳代）

◎エレキの音色が体にしみました！林さんはいつもステキです！レパートリーの中で一度も演奏してない曲も次回入れ
　て下さい。（女性・６０歳代）

◎素晴しい！又来たい。（女性・７０歳代）

◎これからもドンドンお願いします。大変良かった。（男性・７０歳代）

◎ドラムの見せ場とか、ギターの見せ場とか作って欲しい。（女性・６０歳代）

◎市島さんの葛塚弁がユーモアあり楽しかった。（女性・６０歳代）

◎楽しい時間ありがとうございました。（女性・８０歳代）

◎いつにも増して演奏に酔わせられました。ノンストップで前半の演奏をがんばっているのがカッコいいー。いつもと違う
　演奏が新鮮でした。良かった。（女性・７０歳代）

◎大変良かったです。（女性・７０歳代）

◎おかげ様で元気をもらっています。（女性・８０歳代）

◎すばらしい演奏をありがとうございました。次回１２月も楽しみにしています。（男性・６０歳代）

◎大変楽しかったです。ありがとうございます。楽しい１日でした。（男性・６０歳代）

◎もっと早く足を運ぶ機会をつくればよかったと思いました。惜しいことしました。（女性・４０歳代）

◎皆さんすばらしかった！！ありがとうございました。感激しました。非常に楽しかったです。（女性・？）

◎すばらしい演奏でした。もう少し笑顔もあったらいいと思います。特に女性の方。今後もますますのご活躍を！
　（女性・６０歳代）

◎とても良かった。（男性・７０歳代）

◎健康は一番です。（男性・６０歳代）

二人の銀座 ２７名　　真っ赤な太陽 １７名　　十番街の殺人 １７名　　ダイヤモンドライン ５６名　　夜空の星 １３名
太陽はひとりぼっち ２３名　　秘密諜報員 １２名　　クルエルシー ４４名　　ラナウェイ １９名　　さすらいのギター ２２名
Vメドレー ３３名　　夕陽は赤く ６名　　ブルーシャトウ ３１名　　長い髪の少女 １３名　　サーフィンUSA １６名
Go-Kart　Twist １０名　　キサナドゥの伝説 ９名　　たそがれマイラブ １３名　　朝日のあたる家 ２３名　　熱き心に ２名
夢で逢えたら ８名　　北国の青い空 １４名　　マイボニー ８名　　太陽にほえろ ９名　　全部 ６名

印象に残った曲・又聴いてみたい曲
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００７のテーマ　　ミッションインポッシブル　　サべージ　　ジャガーズ　　映画音楽②　　スターウォーズ　　京都の恋⑥
白い砂の少女　　GS⑦　　ベンチャーズ　　加山雄三②　　ムード歌謡　　タイガース⑦　　津軽じょんがら節②
寺内タケシの民謡　　京都慕情③　　また君に恋してる②　　ビートルズ④　　ブルーコメッツ⑤　　ストップザミュージック
ビダラ・ビーダ（五木ひろし）　　銀河のロマンス　　スワンの涙②　　パープルシャドウズ　　小さなスナック③　　サラエ
フォーユー　　今日からオレは（主題歌）　　夕陽が泣いている④　　亜麻色の髪の乙女②　　サンタナ②　　旅人よ②
ブラックマジックウーマン②　　キャラバン③　　ロマンチックなMusic　　昔なつかしい曲　　いとしのエリーナ②
雨の御堂筋②　　哀愁のヨーロッパ　　君に逢いたい②　　エメラルドの伝説②　　トンネル天国　　夜霧のしのび逢い
ベンチャーズ日本人歌手の曲　　アパッチ③　　レットイットビー　　コーヒールンバ　　ダンシングヒーロー　　異邦人
どうぞこのまま　　杏里のモーニングスコール　　ブラジル　　パーフィディア　　運命②　　君といつまでも　　テンプターズ
ラストダンスは私に　　スパイダース③　　京都の夜　　テレサテン　　桂ウンスク　　サザン　　青春時代④　　ラテン
クラプトン　　エルマンボ　　ラ・クンパルシーター　　そんなヒロシに騙されて　　さらばシベリア鉄道②　　蒼い星くず
バンブルビーツイスト②　　ワイルドワンズ②　　北上夜曲　　ウォークドントラン　　お久しぶりね　　青い鳥②
花の首飾り④　　銀河鉄道９９９　　真珠貝の歌　　夏の日の恋　　ベニスの夏の日　　東京砂漠　　さよならの後で
マンボNo.5　　エルビスプレスリー　　真夜中のギター　　矢沢の曲　　フォーク　　君はバラより美しい　　ブルースター
モナリザの微笑②　　僕のマリー　　北国の春　　星影のワルツ　　お嫁サンバ　　闘牛士のマンボ　　渚ゆうこ　　演歌
ジャ二－ギター　　思い出の渚　　スカイハイ　　エグザイル　　アルフィー　　ゴットファーザー②　　山口百恵　　ラ・バンバ
想い出の九十九里浜　　三橋美智也　　若大将シリーズ　　アンハンブラ宮殿の森　　ロマンス　　黒田節　　ランチャーズ
真冬の散歩道　　モップス　　いつも雨ふり　　夜空のトランペット　　恋の季節　　初音ミクの曲　　千本桜　　ヘルプ
アンチャインドメロディ　　セクシーツイスト　　エロチカセブン　　五番街のマリー　　糸　　ソーラン節　　J－POP
THANK　YOU　BABY

楽器経験　　有り　　６２名　　　　　なし　　１１８名 ？　　１７名

吹奏楽 １０名　　バンド ６名　　管弦楽 ５名　　ジャズ １名　　フォーク １名　　松浜ギタークラブ

ピアノ ５名　　アコースティックギター ２名　　トランペット １名　　アルトサックス １名　　琴 ２名　　ギター １６名
トロンボーン １名　　クラシックギター ７名　　フルート ３名　　エレキギター ４名　　フォークギター ２名　　ベース １名
クラリネット １名　　パーカッション ２名　　三味線 １名　　エレクトーン ３名　　ウクレレ １名　　ハーモニカ １名
ドラム ３名　　スチールギター １名　　キーボード １名　　大正琴 １名　　ホルン １名

初めて　５３名　　２回　２２名　　３回　１９名　　４回　１４名　　５回以上　５８名　　毎回　４２名　　？　４名

北区　６４名　　中央区　２７名　　東区　２９名　　江南区　２２名　　五泉市　４名　　新発田　１７名　　秋葉区　５名
西区　８名　　阿賀野市　５名　　見附市　１名　　西蒲区　３名　　加茂市　１名　　阿賀町　１名　　三条　１名　　
南区　１名　　田上町　２名　　聖籠町　１名　　村上市　２名　　胎内市　２名　　？　１６名

知人・友人　５２名　　出演者　６名　　案内ハガキ　１０８名　　新聞　４２名　　区役所だより　１０名　　市報　１名
その他　１名　　？　１名

男性　１１０名 女性　９４名 ？　９名
４０歳代 １名

５０歳代 ３名 ５０歳代 ２名 ５０歳代 １名
６０歳代 ４３名 ６０歳代 ４２名 ６０歳代 ３名
７０歳代 ５１名 ７０歳代 ４０名 ７０歳代 ４名
８０歳代 １２名 ８０歳代 ６名 ８０歳代

？ ２名 ？ ３名 ？ １名
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アンケート枚数　　２１１枚　　

来場者数　　　約３１０名

性別・年代

　　　　　　NEGの演奏で聴いてみたい曲

来場回数・地区

何で知ったか？


	Sheet10

