
No.1
◎久しぶりで楽しかったです！（女性・60歳代）

◎まだまだ演奏会を行って下さい。（男性・70歳代）

◎自分には出来ない楽器・演奏、出来る人を尊敬します。次回も楽しみにしています。
　ア・・・という間に時間が過ぎました。ありがとうございました。（女性・70歳代）

◎豊栄市の五十嵐理髪店（五十嵐浅一様よりお声をいただきました。感謝です。）
　大変すばらしかったです。ブラボー。（男性・70歳代）

◎生活の中、時間を作って練習された事と思います。すばらしい。
　生バンド始めて聞いたけど「ハクリョク」があって良い。（女性・70歳代）

◎伊藤さん、メリークリスマス　ステキ。リーダー市島様、他のメンバー様の笑顔スタイル素晴らしいですネ！！
　林様、増々活躍を祈ってます。ありがとうございます。次回を楽しみにしてます。
　友達多数連れて必ず豊栄のスター新保様に会いに来ます。（女性・70歳代）

◎ありがとうございました。とてもすばらしかったです。（女性・70歳代）

◎民謡・東北方面・方言の歌をまじえて伴奏してもらう事は、かないましたらお願いします！
　とてもいい時間を過ごさせてもらい、ありがとうございました！大変楽しいひとときをありがとうございました！
　11ヵ月ぶりの演奏会を待ってました。（女性・60歳代）

◎ダンスナンバーを入れて下さい。楽しませてくれてありがとうございます。健康に留意して。
　久しぶりに演奏会に参加し良かったです。コロナに気を付けて。（男性・70歳代）

◎お元気でお身体大切に、次まってる。（女性・70歳代）

◎新会場での演奏会でも、是非頑張って下さい。良いお年を！！ただ々感謝です。（男性・70歳代）

◎皆様お体に気を付けて、また楽しませてください。（男性・60歳代）

◎ますますの発展を期待しています。ベンチャーズナンバーの曲にセカンドギターが出しゃばる曲。ドラムが出しゃばる曲
　を選曲した方がよいと思います。その他の曲の中にパーカッションが引き立つ曲が欲しかったように思います。
　（男性・70歳代）

◎フィードバックギターでディレイ（エコー）が効いてムードが出ていました。クラシックですが、カルメンを全力でやって欲
　しいです。楽団ですから、全体がまとまっていれば良いのですが、各パートの見せ場もちょっと面白いと思います。
　キャラバンのソロドラムスとか！あくまで楽団なので、各インストラメントが主体なのですが、ヴォーカルも入れたらいい
　と思います。（男性・60歳代）

◎今日は大変お疲れ様でした。とっても良かったです。聞いていて昔をなつかしく思います。若かりし頃を思います。
　北区のシルバー人材の新年会に出てくれるとありがたいです。（男性・60歳代）

◎今年最後の演奏大変良かったです。本当にありがとうございました。団員の皆様大変お疲れ様でした。（男性・80歳代）

◎いつもありがとうございます。沢山大変だったと思います。（初めてのことで何もかも）お疲れ様です。本当に。
　（女性・60歳代）

◎ありがとう。おつかれさまでした。色々ごくろうさまです。（男性・60歳代）

◎市島さん、命あるまでエレキ楽団ひっぱりつづけるよう頑張って下さい。久しぶりに聞く演奏、気合入ってました。
　こちらもグッと来るものあります。（男性・70歳代）

◎コロナに気を付けて、これからもお願いします。ステキな曲をありがとうございます。楽しいひとときでした。
　（男性・女性・60歳代）
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No.2
◎新保さん良かったです。もっともっと聞きたいです。ほんとに楽しい時間ありがとうございます。久しぶりの楽しい時間で
　した。一年間ありがとうございました。来年も楽しみにしてます。皆様体に気をつけて、良いお年を。（女性・60歳代）

◎新コロナの影響で今年度初めてのコンサートと聞きました。練習も大変だったでしょう。良い演奏聞かせて頂きありが
　とう！昔聞きなれた曲を演奏して頂きありがとう。（男性・60歳代）

◎いつもありがとうございます。楽しませてもらってます。又また、聞かせてください。（男性・60歳代）

◎すばらしい演奏ありがとうございました。こんな演奏ができるなんて、かっこいいしうらやましいです。
　1人1人紹介する時に、どんな演奏してるのか（パート）？少し音を出して欲しい。（女性・70歳代）

◎ウマイ！！タノシカッタ。（男性・60歳代）

◎とても良かったです。毎回楽しいです。毎回大変でしょうが、私達はありがたいです。（女性・70歳代）

◎よかった。この寒波の中とても熱くなりました。ありがとう！（女性・70歳代）

◎いつも大変な努力と練習で脱帽です。毎回楽しみにしています。いつまでも続きますように！
　ダイヤモンドヘッド・パイプラインがないのが、ちょっとさみしい！（男性・60歳代）

◎毎回楽しみにしています。これからもご活躍下さい。（女性・60歳代）

◎すばらしいの一言です。これからも演奏続けて下さい。楽しかったです。生演奏はいいですね。
　自然に体と足で調子とっていました。（女性・80歳代）

◎熱演本当にご苦労様。ありがとう。どの曲も良かった。歌も良かった‼これからもコロナに負けずにネ。（男性・70歳代）

◎いつも楽しいひと時ありがとうございます。初めて伊藤さんの歌を聞き、すばらしかったです。（男性・60歳代）

◎コロナで練習する時間が思う様に作れなかったと思いますが、今日も息の合った演奏ありがとうございました。
　今後も良い演奏を聞かせて下さい。コロナでの会場作りご苦労様でした。ただ、館長さんのお話の時、ロビーで受付の
　人達の大きな（女性）声で話して耳障り～残念。（男性・80歳代）

◎コロナ以前のように、気軽に開催して楽しめる日を待っています。ありがとうございます。（？・60歳代）

◎これからも元気でご活躍下さい。コロナ渦の中でよくぞ開催して下さった。メンバー及びスタッフの方に感謝申し上げま
　す。（男性・70歳代）

◎いつまでも変わらずいてください。毎回楽しみにしています。次回もある事を祈ります。（女性・60歳代）

◎９人の方々全て新潟豊栄のスターです。健康に気をつけ、市民を楽しませて下さい。コロナ渦で音楽は心と体を癒して
　くれる大切なもの、頑張って下さい。公民館の今までの役割を終える最高の贈り物と思います。エレキ楽団の皆さんが
　沢山地元に貢献されていると、聴く度に思っています。（女性・70歳代）

◎紹介で聞くと、皆すごいエキスパートで感動。いつもベースが鳴っているので、すごいと思います。もちろんギターも
　サックスもドラムもベリーグッド！！久しぶりに楽しみにしてきました。楽しめました。歌も良かったです。館長の話は長
　すぎました。（女性・60歳代）

◎お疲れ様です。（男性・60歳代）

◎林さんファンです。応援しています。ギターの高温がいいですね。（男性・60歳代）

◎天寿園で又お会いしたいです。お知らせ下さい。今度是非NHKに出て下さい。私の生きている間に。
　勇気ずけられました。市島さんの司会で来年も元気、長生きできます。お元気で78歳。（女性・70歳代）

◎何回でも聞きたい。皆さんかっこいいです。いつまでも続けて下さい。楽しみにしてます。歌ありでビックリ。
　良かった。（女性・60歳代）



◎やっぱりこの楽団は元気を貰えます。ありがとう！コロナに負けず頑張って下さい。 No.3
　2・3回歌が（歌う人）入るのとても良いです。

◎ありがとうございました。元気をもらいました。コロナ渦の中開催頂いた事大変ありがとうございました。（男性・60歳代）

◎命の続く限りがんばって！！市島さんのギター最高。それを生かす他のメンバーも最高。久しぶりに会えてうれしい。
　演奏が進むにつれて涙・涙・仲間だね。一人一人の音が生き生きしてる。（女性・60歳代）

◎84歳の方うらやましい。女性の方、家事も大変なのにご苦労。今年はもうダメかと思ったので、これでやっと元気も出
　ました。来年も楽しみに待ってます。演奏会を。（男性・70歳代）

◎これからも楽しい演奏をお願いします。いつ聞いても良いです。（男性・60歳代）

◎全部良かったです。（男性・70歳代）

◎ありがとうございました。心にジーンとしみました。市島さんのギター良かったです。皆様のも。（女性・70歳代）

◎体の中に音が響き、やっぱりいいですね。ある恋の物語を聞いていたら、踊りたくなりました。ありがとうございました。
　楽器が弾けていいですね。安芸・・・初めて聞いたけどいい歌ですね。旅行に行った時の景色を想い出しました。
　（女性・60歳代）

◎サックスも良かったです。大変良かったです。（男性・70歳代）

◎エレクトーンのソロを聞きたかった。ギターのメロディーがきれいだった。歌も良かった。テケテケエレキではなかった
　ので、新鮮でした。（男性・70歳代）

◎ずっと長く続けて頂きたい。元気と若さを貰ってます。（女性・70歳代）

◎新しい公民館が出来ましたら今までの様、又頑張ってください。楽しみにしてます。久し振りでの心強いメロディーで81
　歳のババでもあるが、体が元気になり、次を待っています。（女性・80歳代）

◎チームワークがgoodです。ベリーワンダフルでした。（男性・60歳代）

◎演奏聞けてうれしい。又来たいです。安芸灘の風とっても楽しかった。 （女性・60歳代）

◎ありがとうございます。コロナの時期でじっとしてましたが、元気が出ました。これからずっと続けてください。
　（女性・60歳代）

◎いつも楽しみにしています。皆様お元気で何よりです！！活動を続けていかれるのは、ご苦労が多いと思いますが、ど
　うぞ健康に気を付けて頑張って頂きたいと思います。ハガキ代として\100は全員入場時に強制、寄付金は有志として
　終了時に取ってもよいのではないかと思います。（男性・60歳代）

◎映画を観ているので、楽しかったです。毎回楽しみにしています。素晴らしかったっです。（女性・80歳代）

◎感動しました。（男性・70歳代）

◎やっぱり生の演奏は素晴らしい！心に響く熱血演奏でした。感謝！（女性・70歳代）

◎84歳パーカッション、いつまでも続けて下さい。新保さん素晴らしい演奏でした。全員ですが。このままでいいかな。
　（女性・70歳代）

◎どの曲も皆素晴らしい。力強い演奏お疲れ様でした。皆様のスバラシイ演奏に涙が出そう。（？・70歳代）

◎沢山元気をいただきました。ありがとうございます。楽しかったです。辛いニュースが多い中、とても気持ちが明るくなり
　ました。（女性・60歳代）

◎音楽はすばらしいと感じさせるコンサートでした。エレキとバックのアンサンブルがとても良かったです。
　エレキバンドオンリーとは違った味わいがありました。（男性・70歳代）



◎いつまでも元気でガンバレ。（男性・60歳代） No.4

◎Eギターの話がおもしろい。モズライトギターもっとくわしく聞きたい。ベンチャーズをもっと多くして。ドラム師弟関係がお
　もしろい。レーモンド松屋とても良い。次回も是非！！音量は大きくて良いのですが、リードギターの音量が大きくて
　サックス・リズムギター・ベースが少し後退気味でした（左前席のせいかも？）次回は真ん中で聴いてみます。
　（男性・60歳代）

◎すべて良かったですよ！安芸灘の風、歌うまい～すごい～。熱き心にいいねぇ～。ユーミンの曲を入れて欲しい。
　いつもながらに楽団で一つのチームでばっちり合っていました。これからも素敵な演奏を提供してください。コロナ自粛
　の中、とても準備の大変さがあったと察しました。公民館のさよならコンサート記念として、私も心に残りました。
　ありがとうございました。（女性・60歳代）

◎古源さん、ドラム上手になりましたね。遠藤さんのドラム、やっぱりすごいです。これからも頑張ってください。
　（女性・50歳代）

◎楽しかったです。パーカッションがもっと聞こえると良かったなと思う。（男性・50歳代）

◎皆さんカッコ良かったです。素晴らしい演奏で、身体の中に元気汁がいっぱい出ましたヨ！やっぱりスゴイ！
　また来ます。（男性・60歳代）

◎聴きたい曲がたくさんあって、オールナイトで演奏してほしいくらいです。ありがとうございました！館長さんの公民館や
　石井さんのお話、感動的でした。その後の演奏「熱帯エレキ楽団永遠なれ！」と思いました。（男性・60歳代）

◎いつまでも元気で頑張ってください。良かったです。ありがとうございました。（男性・60歳代）

◎心和む曲ばかり。昔を思い出す。益々の繁栄を願っています。ムードのある曲も聴いてみたいです。どの曲もすばらし
　いです。伊藤さんの歌が入ると益々良い。次回も期待します。（男性・70歳代）

◎すばらしかった。生演奏はいいですね。すばらしい。（女性・60歳代）

◎映画音楽が良くて、次回もたくさん入れて下さい。市島さんが先頭にたって、全員がすばらしい演奏でした。友達に誘わ
　れ参加しました。男性が多いのにビックリです。歌がはいったのも良かったです。（女性・70歳代）

◎ごくろうさま！！すばらしい！大変すばらしい、ファンになりました。（女性・70歳代）

◎うれしい～。久しぶりの演奏会素晴らしい～！この歳になると知らない曲もあるけど、こちらのバンドは私（でもあった）
　の若かりし頃の花（華）やかかりし頃のウキウキする曲、演奏の次々、嬉しかったよ～！（女性・70歳代）

◎若いドラムの方、少し力を抜いてたたいても良かったと思いますけど、良かったです！！（男性・70歳代）

◎毎回すばらしいです。（女性・70歳代）

◎今回のコンサートは、大変でしたネ。コンサート予定通り出来て、本当にお疲れ様でした。良夫くん、よろしくお願いしま
　す。いつも元気をもらっています。これからも続けてください。（女性・70歳代）

◎毎回の熱演ありがとうございます。（男性・70歳代）

◎パーカッションの演奏者がひょうひょうとしていて、とても良かった。いっしょにリズムをとっていました。楽しかった。
　（女性・60歳代）

◎心がはずみます！サンキュー！素晴らしいです！（男性・60歳代）

◎素晴らしかったです。もっと聞いていたい！歌あり、良かったね。次回もききたいね！ひばりの歌がエレキでいいかも！
　（女性・70歳代）

◎とてもさわやかです。最後のアンコールの演奏では、全員でスタンドしてツイストでも踊りたい。（女性・70歳代）

◎熱い思いが伝わってきます。これからも頑張って下さい。寄付させて頂きます。（女性・70歳代）



◎こらからも頑張って活動して下さい。楽しみにしています。演奏会の大変な準備ご苦労様でした。 No.5
　ありがとうございました。（女性・60歳代）

◎こんなコロナの中、気をつかいながら演奏会ありがとうございました。（女性・70歳代）

◎大変良かった。（女性・80歳代）

◎良かった！歌がもっと入ると良かった。（女性・70歳代）

◎大変楽しかったです。ベンチャーズの曲が少なかった。（男性・70歳代）

◎北地区で、ただ一つのバンド。終わる事が残念です。（男性・80歳代）

◎コロナで大変だったでしょう。これからも頑張って下さい。歌があって良かったです。（女性・70歳代）

◎コロナ拡大中の演奏会、準備や当日の手配本当にありがとうございます。ごくろうさまです。（女性・70歳代）

◎コロナに負けないで、皆さん元気にがんばってください。（男性・70歳代）

◎熱き心に、いつも聞かせてもらい毎回感動しています。市島さんの温かい人柄、ホッとしています。メンバーの笑顔
　大好きです。メンバーの仲良しさ感じ最高でした。歌上手でしたよ。（女性・70歳代）

◎こらからもガンバって下さい。初めてですが、とても良かったです。（女性・70歳代）

◎ありがとうございました。（男性・60歳代）

◎年齢に負けずがんばって！！（女性・60歳代）

◎全部良かった。ありがとうございました。とっても楽しかった。（女性・70歳代）

◎素晴らしかったの一言。（男性・70歳代）

◎元気になります。ありがとうございます。長く続けて下さい。大変良かった。幸せです。（女性・70歳代）

◎これからも続けて欲しい。初めて演奏会を聴いて素晴らしい！！感激あるのみ。（男性・70歳代）

◎本日はありがとうございました。（男性・70歳代）

◎次回も楽しみにしています。（女性・50歳代）

◎みなさん、練習がんばっているんでしょうね。ご苦労様です。豊栄地区公民館、長い間ご苦労様でした。子供が小さか
　った頃、たくさんお世話になりました。ありがとう。さようなら。（女性・60歳代）

◎長く続けてください。（？・60歳代）

◎コロナ渦の中、十分な準備をされ開催していただいたことに感謝します。今までのような事ができない中、是非今後も
　ご活躍を楽しみにしています。皆さんどの方もすばらしいです。サックスの音色よかったです。（男性・60歳代）

◎お元気で頑張って続けて下さい。なつかしい曲をありがとうございました。映画音楽を聴きシーンがよみがえりました。
　（女性・60歳代）

◎やっぱり生演奏は心にひびきます。最高でした。どの楽器奏者もすばらしい。ステキな声でした。解説があり、とても
　良かったです。また機会があれば聴きたいです。（女性・70歳代）

◎ありがとうございました。又拝聴します。公民館の想い出は、クリスマスダンスパーティー。（男性・60歳代）

◎皆様それぞれレベルの高い演奏で感動しました。初めて聴かせて頂きましたが、大変良かったです。市島さんの軽妙
　な語りはもちろん、色々なジャンル幅広いレパートリーを演奏される皆様の今後のご健勝と益々のご活躍祈ります。
　その節は大変皆様にご迷惑をお掛けしました。（男性・70歳代）



No.6
◎久しぶりに生バンドをきいて、一年の締めくくりが来年へ向かっての勇気を頂きました。ありがとうございました。
　（女性・80歳代）

◎今後とも音楽・芸術・ダンス感動するものは皆融合するので、色んなイベントでの出演楽しみです。キテミテキタク以来
　又感動しました。（男性・50歳代）

◎いつもありがとうございます。感謝です。リーダー市島さんのトークが最高。（男性・70歳代）

◎クリスマスイブ最高！！季節も丁度ピッタリ。ズ～ト聞いてられました。コロナコロナで実に今年は出かけることもなく、
　すてきな音楽に出会え・聞けて本当に良かったです。（女性・60歳代）

◎新保ガンバレ！末永く応援します！！（男性・60歳代）

◎いろんなジャンルの曲をやって楽しかったです。クリスマスイブ・安芸灘の風又歌ってくださ－い！パーカッションの林
　さんスゴイです。御年でいろんな事できて素晴らしい！市島さんの飾らないしゃべり良いです。みなさんステキでした。
　いくつになっても頑張っている姿は感動します。（女性・60歳代）

◎お疲れさまでした。楽しめました。ありがとうございました。（男性・70歳代）

◎私が初めて生バンドをきいたのが、中学の文化祭でして、あの頃は限らず発表するグループがいて、ギターの音色に
　感動しましたのです！せっせとリクエストしたものです。再開をとても楽しみにしていましたが、コロナの中で皆様の色々
　なご苦労などを想像して・・・とても楽しい時間をありがとうございました 感謝！感動！雨あらし！！生バンド演奏が
　きかれることにとても感謝です。勿論すてきでした。とても心地よい歌声を今後もお願いします。（女性・60歳代）

◎いとしのエリーナ（涙が出ました）夜霧のしのび逢い（昔から好きな曲）熱帯エレキ楽団の皆様、一足お先のクリスマス
　ありがとうございました。感動しました。良夫ちゃん、カッコ良かったよ！！ユウコ
　素晴らしい！！コロナ渦の中で幸せを感じました。ありがとうございました。（女性・60歳代）

◎毎回すばらしい演奏ありがとうございます。（男性・70歳代）

◎いつまでも元気に演奏を続けて下さい。今年はコロナでコンサートが多く中止になり、今回素晴らしいコンサートをあり
　がとうございました。いい年を迎えられそうです。今迄ザ・ベンチャーズ、寺内タケシとブルージーンズ、その他のコンサ
　ート、二本松ベンチャーズ、新発田ベンチャーズ等いろいろ聴いたのですが、近くに熱帯エレキ楽団があるのを知りませ
　んでした。次回も是非聴きたいです。久しぶりにエレキのシャワーをあびて、日頃のコロナ・コロナのストレスが解消した
　思いです。ありがとうございました。（男性・70歳代）

◎午前と午後の2回も、皆様おつかれさまでした。ありがとうございました。皆様一生懸命が伝わってきます。
　（男性・80歳代）

◎とてもすばらしい演奏で感激でした。（女性・60歳代）

◎熱き心に、歌いたくなりました。昔ステージで民謡を踊った事を思い出しました。久しぶりに力強い演奏をお聞きし、元
　気が出ました。皆さん楽しそうに演奏されてやっぱり音楽はいいですね。公民館も喜んでいるようでした。ありがとうご
　ざいました。（女性・70歳代）

◎いつも多くの人を楽しませて本当にありがとうございます。久しぶりの演奏会、多く楽しませて頂きました。
　（男性・70歳代）

◎来年、ベートーベン生誕250周年。是非来年は貴楽団に前演奏曲を、ベートーベン特集としてほしい。最初は「運命」
　最後に「テンペスト」途中に「熱情」「英雄」「月光」「悲想」「エリーゼのために」等として。今の貴楽団ならできる。
　これからも命ある限り、皆の為に頑張って。今迄聴いた中で、最高でした。（女性・70歳代）

◎押さえた音で、きれいな曲が流れたらなお良かったです。良く頑張りました。ありがとうございました。
　楽しかったです。（女性・80歳代）

◎ずっと続けて下さい。ドラムが変わって、ガラッと印象が変わった。ゴメンナサイ。（男性・60歳代）

◎楽しい時間ありがとうございます。長～く長～く続けて下さい。（男性・60歳代）
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◎感極まって涙が出ました。今年はコロナで大変な年になりました。年末に皆さんの演奏会を聴くことができて、とても
　幸せです。メンバーの方たち、皆さんステキでした。これからも増々がんばって下さい。（女性・60歳代）

◎全部なつかしくよかった。胸にひびいて昔を思い出しました。皆さんのスタミナにおどろき、好きな演奏で頑張っている
　姿に感動しました。皆様にいつも招かれ幸せに感じます。（小さな喜びが大きな喜びに）この時期にされたことに感謝。
　これまでご苦労あったと思いますが、ありがとうございました。（女性・70歳代）

◎大人の曲を楽しめました。良い時も悪い時もあります。少し大がまんでしょうか。来年はきっとコロナ終息で演奏ができ
　ますよ。大丈夫。（女性・70歳代）

◎長くこれからも続けて下さい。体調に気を付けて下さい。歌が入って良かった。これからも歌を入れてほしい。
　（男性・70歳代）

◎80歳までガンバレ。ベテランドラマー正確なリズムが切れ味するどく良い。若いドラマーがんばれ。（男性・60歳代）

◎いとしのエリーナ：寺内タケシさんの気持ちが思われ、涙が止まりませんでした。毎回ありがとうございます。これからも
　ずーと頑張って下さい。この大変な時によく開催して頂き、ご苦労に感謝申し上げます。皆さんの演奏技術のレベルが
　グーンと上がったのが良くわかりました。大変すばらしかったです。今迄で最高でした。（男性・60歳代）

◎健康に気を付けて、ガンバって下さい。コロナの中大変ありがとうございました。（男性・80歳代）

◎皆さんの熱意を感じ、敬意を表します。一言で素晴らしいです。（男性・70歳代）

◎すばらしかったです。今後は、定期的にコンサートをお願いします。（女性・70歳代）

◎久しぶりに皆さんの元気な姿を見せて頂いて私もうれしいです。今迄主人と2人で聴きに来ていたのですが、主人は
　ガンで入院しています。でも、1人でもきて、元気が出ました。明日主人に聞かせたいと思います。きっとうらやましがる
　と思います。（女性・70歳代）

◎伊藤さんの歌、毎回聴きたいです。（女性・70歳代）

◎全部楽しめました。大変な年でしたが、ライブコンサート実現ありがとうございました。次への新たな出発として、さらに
　みんなを楽しませて下さい。（男性・70歳代）

◎若返りました。素晴らしかった。これからもずっと続けて下さい。冬の二曲でボーカルが入りとっても良かったので、もう
　少し歌を入れて下さい。（女性・70歳代）

◎日頃の練習の成果ですね。チームワークの良さが音に現れていてすばらしいです。ベンチャーズの曲、20代の頃を想
　い懐かしく聴きました。（女性・70歳代）

◎映画音楽もたくさんあるといいなぁ・・・。コロナ渦で大変だと思いますが、皆さん身体に気を付けて乗り切って下さい！
　開催するだけでも、大変なご苦労があったと思いますが、是非次回も開催できるよう頑張って下さい！（女性・60歳代）

◎サキソホン最高でした。市島さんの明るさ最高でした。音楽好きな方達だけに、エネルギッシュで又私は元気を頂きま
　した。何よりのクリスマスプレゼントでした。（女性・70歳代）

◎夜霧のしのび逢いはとびきり良かった。コロナにならないでください。新保さんうますぎ！プロも真っ青です。
　（男性・60歳代）

◎次回の演奏を楽しみにしています。（男性・70歳代）

◎シャイな新保さん、カッコ良かったです。エレキサイコー、いいね❤いいね❤いいね❤（女性・50歳代）

◎元気な姿見れただけでいいです。楽しみにしてます。天寿園いつですか？（男性・女性・70歳代）

◎1月の天寿園と今回のコンサートでしたが、とても良かったです。コロナ渦でふさぎ込みでしたが、元気をもらいました！
　クリスマスイブ、タイムリーでgoodでした。（男性・70歳代）



◎ある恋の物語・夜霧のしのび逢いはいずれも編曲がすばらしい。特に「ある恋・・・」は秀逸でした。 No.8
　これからも楽しみに参加したいと思います。練習・演奏ご苦労様です。開催準備が大変だったことと思います。
　コロナの中で準備万端整えられ開催し、すばらしい演奏をなしとげられたこと尊敬します。（男性・60歳代）

◎本当に楽しいひとときでした。ありがとうございました。若い頃を思い出し昔は良かったな～。若い頃に戻りたい。
　楽しかったです。（女性・70歳代）

◎これからも素晴らしい演奏を楽しみにしています。（女性・70歳代）

◎お疲れ様。ありがとうございました。又お願い致します。（女性・70歳代）

◎いつも楽しい演奏ありがとうございます。サックス・歌も大変良かったです。（男性・60歳代）

◎楽しいひとときありがとうございました。今後も宜しくお願いします。今後もボーカルの予定はないのでしょうか？
　是非またお願いしたいものです。（男性・70歳代）

◎林さん、これからもよろしく！（男性・60歳代）

◎おもわず涙があふれて来ました。ありがとうございます。毎回楽しませていただき感動しております。（女性・70歳代）

◎演奏を聴く度にホッとさせてくれ、そして若い頃を想い起こさせてくれます！ありがとう！！（男性・60歳代）

◎皆さんかっこいいー。（女性・60歳代）

◎すばらしい演奏会ありがとうございます。次の新しい公民館に期待します。又いい曲で。（男性・80歳代）

◎回を重ねる事に上達していて（スミマセン）なにより皆さんの愛和だと思います。とても楽しかったです。次回も！
　（女性・70歳代）

◎年齢を感じさせないハツラツ振りは見直したい。いつまでも元気で頑張って下さい。若い頃の血潮がよみがえった気持。
　これからも元気な演奏を聞かせて下さい。（男性・70歳代）

◎新保さん、いつも帽子がお似合いですね。またお会いする日を楽しみにしています。昭和40年、横浜のクリフサイドホ
　テルにて、バンドで夜霧のしのび逢いの曲が流れました。とっても素敵な一夜で今でも忘れません。何度聞いても良い
　ですネ。（女性・70歳代）

◎次回も楽しみにしています。良かったです。ありがとうございました。（男性・70歳代）

◎いつもありがとうございます。健康に留意して、ずっと継続お願いします。とても楽しかった。市島さんのトークも参考に
　なった（歴史）（男性・70歳代）

◎OKです。すばらしいチームです。（男性・70歳代）

◎また聴きたいと思いました。とても楽しい時間でした。（女性・60歳代）

◎コロナに負けずガンバレ！エレキ楽団最高。もっと早く出会いたかったです。ケントス懐かしいです。良く行きました。
　歌ありもいいですね。（女性・70歳代）

◎今年最後の演奏会ありがとうございます。皆様健康で良い正月を迎え、又来年お逢いしたいと思います。今回の演奏
　曲は、1・2度聞いた事がある曲もあり、大変なつかしく思いました。今回の演奏会で自粛してストレスが溜まっていたの
　がスッキリしたようです。クリスマスプレゼントもらった気分です。頑張って下さい。（男性・70歳代）

◎忙しいなか練習され、私達を楽しませてくれてありがとうございます！（女性・70歳代）

◎今後文化会館にて有料で、他のグループと一緒にコンサートを是非！ベース遠藤さんガンバレ！毎回書いていますか
　ら、是非何曲かにボーカル（女性）を入れて下さい。（男性・60歳代）
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全て　15名　　朝日のあたる家　25名　　たそがれマイラブ　10名　　夜霧のしのび逢い　32名　　クリスマスイブ　14名
ベンチャーズメドレー　17名　　フィードバックギター　6名　　いとしのエリーナ　15名　　夢の中へ　5名　　熱き心に　42名
太陽はひとりぼっち24名　　ある恋の物語　12名　　あの時君は若かった　11名　　安芸灘の風　11名　　涙のギター　3名
クルエルシー　12名　　キサナドゥの伝説　7名　　カサブランカ　19名　　愛のリメンバー　3名

パイプライン➃　　さすらいのギター　　民謡・東北方面・方言の歌　　ダンスナンバー　　何でも⑪　　カルメン　　アバ
津軽じょんがら節②　　闘牛士のマンボ　　カーペンターズ②　　ダンシングクイーン　　イエスタデーワンスモア
そんなヒロシに騙されて　　哀愁のヨーロッパ　　サンタナ　　太陽にほえろのテーマ　　アジアの純真　　寺内タケシ③
GS⑦　　ダイヤモンドヘッド　　夕日は泣いている➁　　銀河鉄道999　　タイガースメドレー　　ラップシティ　　スカイラヴ
キャラバン➂　　伊藤さんのヴォーカル　　たそがれの銀座　　ベンチャーズ➅　　加山雄三➁　　クラシックのアレンジ
ビートルズ・イマジン　　北国の青い空　　夜空の星　　ダンシングオールナイト　　珍島物語　　亜麻色の髪の乙女
アルカイオラ楽団の二つのギター　　寺内タケシのエンクルバンチェロ・ラクンパルシータ・運命➂　　レッツダンス
スティービーワンダーの心の愛　　フォーシーズンズのラグドール　　サマータイムブルース　　プレスリー（ロック系）②
ビートルズ②　　ビージーズ　　年下の男の子（キャンディーズ）　　危険なふたり（沢田研二）　　映画音楽⑤　　フォーク
恋の町札幌　　雨の御堂筋　　アストロノウツ➁　　スプートニクス➃　　シャドウズ➂　　ユーミン　　ピックアップザピーセス
0011ナポレオンソロ　　キイハンター　　ミッションインポッシブル　　ショパンの革命・雨だれ・子犬のワルツ（エレキで）
京都慕情　　ブルーシャトウ➃　　美空ひばり　　テネシーワルツ　　SMAP世界に一つだけの花②　　小さな恋のメロディ
卒業　　サイモンとガーファンクル　　巨人の応援歌　　オリンピック行進曲　　真夏の夜の夢　　モンキーズ　　カイト
想い出の渚　　デイドリーム　　エボニー＆アイボリー　　ポールマッカートニー　　スティービーワンダー　　玉置浩二
太陽を背に受けて　　クリスマスタイム　　ビッグウェーブ（山下達郎）　　夏の終わりのハーモニー　　井上陽水　　嵐
Save My Love（横山輝一）　　いそしぎ　　夜空を仰いで　　ジャニーギター　　君といつまでも　　天城越え　　テンペスト
霧のカレリア　　熱情　　英雄　　月光　　悲想　　エリーゼのために　　君は天然色　　春がいっぱい　　ダイアナ　　糸
中島みゆき　　ファイト　　オリーブの首飾り②　　宇宙戦艦ヤマト　　青い瞳　　寺内民謡メドレー　　ザ・タイガース
想い出のグリーングラス　　ホエールズ　　峠の幌馬車　　サーフライダー　　星への旅路　　都はるみ　　小林幸子
京都の恋　　涙のトッカータ　　北国の二人（ブルーコメッツ）　　高橋竹山・津軽民謡　　ルパン三世　　テレサテン
悲しき雨音　　ジャズ　　アパッチ　　元リンガース山岸兄弟の曲

楽器経験　　　有り　　５２名 なし　　１１８名　　

バンド １２名　　吹奏楽 １０名　　管弦楽 ２名　　ジャズ １名

エレキギター ３名　　ギター ７名　　ドラム ８名　　ピアノ ６名　　太棹 １名　　トランペット ４名　　キーボード ２名
尺八 １名　　トロンボーン ２名　　パーカッション １名　　サイドギター ２名　　三味線 ３名　　フォークギター １名
ベース ３名　　ピッコロ １名　　大正琴 ２名　　オカリナ １名　　ユーホニウム １名　　アルトサックス １名

初めて ３６名　　２回 ２３名　　３回 ２１名　　４回 １５名　　５回以上 ６６名　　毎回 ３５名　　？ ５名

北区 ８０名　　東区 ３３名　　江南区 １７名　　中央区 １８名　　秋葉区 ６名　　西区 ９名　　南区 ７名　　西蒲区 １名
阿賀野市 ５名　　胎内市 １名　　田上町 ２名　　燕市 ２名　　阿賀町 １名　　加茂市 ２名　　五泉市 １名　　村上市 ５名
三条市 １名　　寺泊 １名　　聖籠 ２名　　新発田市 ４名　　？ ７名

知人・友人 ５６名　　出演者 １６名　　案内はがき １０２名　　ポスター・新聞 １９名　　区役所だより ２１名　　
その他 ７名（福竜軒・公民館のチラシを見て）　　？ １名

何で知ったか？

印象に残った曲・又聴いてみたい曲

NEGの演奏で聴いてみたい曲

来場回数・地区



男性　１００名 女性　１０３名 ？　３名
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５０歳代 ２名 ５０歳代 ３名
６０歳代 ３９名 ６０歳代 ３３名 ６０歳代 ２名
７０歳代 ５０名 ７０歳代 ５７名 ７０歳代 １名
８０歳代 ９名 ８０歳代 ８名

アンケート枚数　　２００枚

来場者数　　３１１名

年代・性別
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