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◎ドラム■宙デス :書豪つて楽しいですネ :0に エネルギー|lt入 されます (つ トパヮーを,
パワフルにやつて下さい 嗅最高 演奏の中で(アドリブ)ソロの苺分もあった・・!いかがでい う!
洟姜者の藍 んに金メダルをあげたい ,楽しませてもらいました (男性 60摯 代)

◎智椴大藤良かったです 次回楽しみにしております (男性 ,0● I●)

◎良がらたです.(男性 ,)

◎次国が楽しみです 毎回楽しませて頂いています (男性 フ0● I・,

3島嵯翻 割
が伝わりますクリスタルベンチャーズの山腱んのギターテクニックがすばらしい

◎グスⅣ oクミさん ファンになりました ベンチャーズのデケテケはあ須 前半にも飲しい
グスト01の■■が小 PA操 作担当は臓,(男 性 60菫 代)

@ス パラシイ凍姜をありがとう:若い頃の楽しい時代を思い出しました (女性 る0●代)

0新

…

嵩 !:リ ツクスで石原幡次郎の出が聴きたい (女性 00摯 代)

◎楽しかったです (男 性 ,)

0今 年も楽しみにしています 楽しく日かせて頂ました クリスタル ベンチャーズの歌唱曲が晨かoたです
(男性 60麟 代)

0書 様の元気に感助 毎回楽しく聴かせてもらってます (男性 ∞ 虚代)

0さ すが近

“

あ

―

バンお彙事 山14さん ブルースター
"“

市島さん 林さん これか姻 張って下さい
ゲストのクリスタル ベン升 ―ズは楽晴らしい 舵0の圧倒銀●薔∝ 番のふくらみはぜいたく!
ノーエ節の書の工夫―遵び0い oヽ え (男性 60彙 代)

0相 貪わらずお元気で何よりです これからも_‐2饉 期待しています グストの表Ⅲ とても良かoた ,
大壼楽しめました ,(男性 70中 代 女性 50歳 代)

◎エネ′̈ ッシュてとも 農かつた (男ttフ0爆代)

0サ ックスかっこ良かつたです 哺ボスト0バ ガキ見つけて聰きに来ました一 真合がこかoたのに 彙姜聴かせて
頂いて治りました(^― )市島さんありが0メ ン′‐ の書さんありがとうこざい蘇した (女性 ,0歳 代,

◎今日も素嗜らしい凛晏を楽しませて頂き ありがとうごれ まヽした (女性 00歳 lt)

◎熱帯エレキ楽団も 女性ポーカルを入おてく麓 0ヽゲストを入れて良かつた (男性 60た 代)

◎お寝れ機でした ,(楽 しかつた II(女 性 00摯 代)

0い つもありがとうございます_(女性 70麟 代)

◎毎日楽しい壼奏をありがとうごさいます (男性 00● 代)

0ズ ーッと籠lに 下さい V●v"・ 11大 =良 かつた ,(男性 60隷 代)

0毎 回秦嗜らしい凛晏 フリフリで騒かせてもらつてます 養々のご活燿楽躊 (=しております ありがあ _‐●| まヽした
クリスタル ベンチャーズの歌もちても良か‐ です ―精に口づ

…
お,ました (女性 80● r.,

0日 頃0練 目のユ果が出ていますネ いつも楽しみにしています ●い演■をありがとうございます (男性 70燿 代)

0書 様方本彙餞 ちながら大棄と思いますが 顧わ て下さい 今後とも楽しみにしています 伊藤さん 新録さん77イ



卜曇嗜らしい時間を過ごさせて頂き感

"し

ます:,(男 性 00餞r.,                  No 2

0い つも楽しそうで良いです
^ル

チャーズナンバー良かoたです 歌tt(男 性 60曲代)

◎クリスタルのポーカル良かoた 今後もIImし て、さぃ (男性 00歳代)

0毎 回すごい%点 敷多く

“

てます OKで す ●曲今度嬌曲おnt｀します (男性 70歳代)

◎クリスタル ベン薫 ―ズのキャラバン良わ たです 熱市エレキ楽団はいつ聴い●t最■です (男性 60艤代)

0とてもいい気分です ありがら ごれ まヽす (男性 ,)

%よ W「 h嘗 名 躍 摯:鵬 1∵ 暑 1髯 蟹 群 豊 =貰 紹 藤 毀 飾 燿 競 驚

"雰

｀

なんでなoたらもう衝襄です!ネ ,(女性 50歳橙)

0大 壼楽しく藤告ました。(男性 ,)

0天 寿国での出演(2,′2月2)を楽し・●にしています パーカ″ ヨン林さん 色々な楽爆日壼用し卿苦労様でした
ある歌口をプログラム=に 印刷を(男性 00,代 )

0次 国産楽レ にしています らず来ます 大々的にぺ漱 ―ズ大会N TOY●,幅 (福島瀾)を (男 性 60饉代)

0さまざまなジャンルいいですね～ !サックスグーですね クリスタル ベンチヤーズの皆さん楽しかったです
(■性 60●代)

◎ず～oと輌けてほしιヽ また来たいです (女性 ●)

0ア ンコールのパイプラインが良かった 青春がよみがえつた (男性 るOll代)

0毎 回々楽しませて頂いてます これからもお願いします

0い つまでも健康で索購らしい書を聴かせてください ドラムの選藤さんがうまい お
"名

のバンドま遺力がありました
g性 60臓代)

0カラオケの発生に君といつまでもを唄oてほしかoたです 0慶 何かBntヽします 健摩で又楽しませて下さい
今日は百0"堂 筋驚 く菫業でしたが 今日も又いつぱい楽し7●●した (女性 00●代)

◎皆さん機0に 演

"し

て下ぎ ま`した (男性 70=代 )

0あ たたか

“

ステキです (女性 60菫代,

◎クリスタルの議秦はゅ

“

ドラムの方はジヤストビートキャラバンは0●てました本 ゲストの演楽は楽しみにしてい
ます 今回も良かつた 楽しめました (男性 00■代)

0これからも応IIしています 頑張って下さい|′

'エ

シ ーにとんだ曲で楽しかつたです!`(男 性 ,,

◎君といつまでもまハイポジションの方がかっこいいと思いますが 2回]用 事のため来ませんでしたが 書の′

'ン

ス
は 前よツ良好でした ありがし _gtヽました (遠藤さんのベース良いけれど

“

が下向きすぎかな)
全由テンポの概ている由力,い のでitう一工夫」を (男性 60中代)

0大 壼楽しかつたです ありがと●
‐
さいました これからも頑彊つて楽しく凛妻して下さい (男性 00歳代)

◎いつも楽K聴 かせて頂いてます これからもず―と鴨かせて下さい ありがあ ございます
クリスタル ベレサャーズもと t良 かったです と し有taに 過ごしました (女性 ∞ 置代)
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印颯に残つた山 また嬌きたい曲
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リ スプ=トニクスの曲 萬o赤な六隅 スクリーンもの ′

'色
のドレス ニ人の銀座 石原福次郎の曲

ヴォーカル曲 書のOSヒツト曲 サ 7 イダー テルスター 運命 ユーミンの曲 澪軽じょんがら節
′0チ ● 3‐ 寺肉 加山 OSでビットした曲 マリアエしナ クラジック ベサメムーチ● イエスタラレ ロック
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天機趙え

来場口nt地 区

初めて 7名 2回 目 8名  0回 目 ,名  5回 以上 18名  毎日 10名  ? 0名

北区 ,0名  東区 16名  江輌ス =名  中央区 0名  駿兼区 0名  西区 6名  南区 1名 西斎区 2名
円彙町 1名 加凛 1名 =泉 市 0名  阿費野市 1名  薇市 1名  , 6名

何で知ったか?

知人 友人 5名  出演看 0名  ホームページ 1名  案内ハガキ 05名  ポスター チラシ iO名  嬌間 4名
区役藤 り 6名  ,2名

t,1年 齢

男性 40名     4●歳代 ,名  00歳代 ,名  00■掟 2。洛  ,0織lt ,0名  ? 0名

女性 16名    oO餞 代 o名  ∞ 燿代 11名  ,0歳 代 名ヽ  , 1名

' 2名
    ,0自 代 ,名  , 1名

アンケート枚歎 65枚


