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O継 練は力なりですね ガン (万 下さい 一曲の中でも斎の強弱をつけると最高です
お董れ様でした (男性 60菫 代)

@す べてゅ 0これからも顧張o● ●さい すばらしかった (?00建 代)

0毎 日楽しませていただいてありが

…

まヽす 大変すばらしかつたです (女性 60自 代)

0あ りがとうございました 楽しい時間趨 ごさせていただ鰈 した (男 性 ∞ 歳代)

0気 温の上下がきびしい今年の天候ですので 無理のないll習でお体にはくれぐれもおだいしになわ てくださいま゛
久し燿りの佐野きまのポーカル しうと,と素敗 !秦機とみごと コ

"ぅ

で生意気言ってすみません

`●
市1出,T●

`●
●! キタクツシアルクラフの目 機々それぞれとてもすばらLt |`です

ネ,,在,、‐ ド最高 t    (女 性 60歳代)       (ま た生な気●いてしまいました )

@と てもすばらしかったです
` !(女

性 ●)

0か oこいいですネ !(男性 00最 代)

@毎 回コンサートを楽しみにしています 顧張うて下さい (男性 60歳 代)

0ベ ンチャーズはモズライトギ,一でな1カ ぼわ :女性のベースギターにびoくりです 翻帝エレキ楽団のリードギター0
人〈広川さん)上手いですね ,(ライトハンド年)楽し感せてもらいました 0し ても万人●|けの曲になるのでしょうね
ロツク回の出ないて●・たいです (男性 60中 代)

◎体l●気を付けて顧

“

て下さい ベースGの書が良く出てt■
 (巨:) 

最薔です (男性 00●代)

0し つヽも学せな気IIちで鬱いています (女性 ,0歳代)

鵠 _零]諧営裟3探李′断舞8奮異|し
副°kいます腱亮薔閾の購腕を辞めわで案内ハガキが

0マ イクなしの「禁しられた遊びJ劇日の場団が日にうかびました 又お用いします いつもありがとうございます
ご苦労薇でした やは,リックス最高 1(女性 70歳 代)

0ま すますのご活躍を0,ち にしております (女性 70歳 代)

◎毎回楽し 青ヽ楽ありがとうございます (男性 00歳 代)

0次 鴎 楽しみにして,■ す 楽しかoたです メン′‐ のお名IIがわかりまt・んが… (女性 60歳 ●)

◎良夫くん 元気にしてますね (女性 00自 代)

◎全員にありがとうございます やに,3才 に ,とても良かoた 帰つてからのビールが旨い 1 ,(男性 00歳 代)

◎予期せめすばらしいアンコール由にOIIい っmヽ です 楽器饉秩がない事が,と なってはすま 残念で一す
ドラムの選麟さんすご〈ハードですネ そのために前任の方 体調崩されましたのでし0か おじゃまする時はいつも
ヽ連を利用してきますのでそれだけ楽い にしています

`ち

●」oて末永〈●番目下さい (女性 60歳 R)

◎新曲よかったです (男性 60歳 代)

0い つもいい音を聴かせてくれて ありがとうございます ,,(男 性 60摯 代)

0自 の紹介をお駆 しヽます (男性 ,0● に,

◎夫人の演発会の雰囲気 ュニt ムがか0こ良い ル ′ヽ一が多いからやは,楽 団ですね サイドのエレ7●興味有
気に入りまL● 薇秦書自ら楽しんでいるのが伝わる 書量も雰囲鮎 菫れない MCが 少なくて聴かせる
(男性 00晟代)
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0耳 心地良く楽しめました ありがとうございました I(女性 00摯 代)

◎いつもありがとうごさいます 楽しかつたです (男 性 ,)

◎―曲餃智●Inつても プログラムに欧ものせてみては 新保さんのSA‐ テキでした 良かつたです
(女性 00證 代)

0毎 回楽しく聴かせてIい てます 広川さんのリードギ‐ の曲豪 たいです
※アンコール曲の■命が 迫力″肯り良かつたです !:(男 性 00濠 代)

0毎 日お壼わりなくお元気な曽様に会える0を 楽しみにしています 健康l釜 震 れ益々のこ舌鑑を期待致します
楽しい時離 ありが

…

まヽした 茨回も楽しみにしています 明日から又元気で仕事が出来ます
林さん応援してます (女性 60自 代)

0い つまでもお元気で (男性 ,0歳 代)

◎ベートーベン6番のアレンジ 素晴らしい わ ―ステック餞 野さんのヴ′―カルしつとり聴けてOo●|(男性 00摯 代)

◎薇楽を聴いて青春碑 みがえった気がします (男性 60餞 代)

◎いつ捩 トレス第はしてます (男性 30自 代)

◎競 楽勝
`=し

ています (女性 60燿 代)

0頑 彊つて下さい いつも一生懸命で大贅良かoたです (男性 ,0歳 代)

◎楽しかつたです 力しバ

"下

さい (男性 60● 代)

ON国 の皆さま1職いたoの ある曲力,(楽 しかつたです
ゲストの薔さまITBBの 時とは蒻 感じて こちらヽ 良かつたです (夜 l苺 きたい感じでした )
ll半―ゲストー後半と曲輌の違うものが聰けたので楽しめました (女性 40麟 代)

OG0 0′ PCか oこ良かつたです 演姜着0紹 介も聰けるとその人の事も分かり良いです
1由くらい由に合わせッイスト体を動かすのもいいかも,(女 性 60麟 ●)

◎良かoたです ,ゲストパンドも非常に良かったです (男t●t00歳 代)

◎楽しい菫秦おりがわ
‐
●| まヽLf 今回の演晏妹 菫良れ たです (男性 70議 代)

0着 い星0 日本のエレキギターをリードしてきた曲をなつかしく思います 毎口新 =時代を燿えた曲をありがとうござ
います ゲストω兼じられた連びと2曲ロアコースティックで良かoた 鴫き耳たてました(男性 60ヨ 代)

◎途中までしか聰l力 くて残窓でした いつも楽K聴 いています また来たいと思います エレキバンドの曲はいつも
ワクワクして聰いています (女 性 00艤 代)

◎ありが0 (女 性 BO歳 代)

0新 養 んのサゥクスうるさい (男性 ,0自 代)

00K皆 さん一生懸命がiわ ってきます OKで す いつまでヽ 長〈続きますよう0(男 性 女性 ,0燿 代)

0ボ ガ |●壼されました 知ぅてる曲が多かつたので楽しかつた 林さん最高です (女性 50● 代)

おヽま飛摯軍た住接湯存=げ″鷲是寝管要壼語套RFム機嵩サックスうまかつた

0熱 帯エレキまインパクトのある1朝|な楽瞭 す 毎回楽しみに来ています (男性 00置代)
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0こ れからも楽しみにしています クルエルシーとウォーク レ トラン ラナウェイが特に良かつたですよ
アンコールが特に良かったですよ!,(男 性 60歳 代)

0多 ■で良がうた 錮猥って下れ ヽ(男性 ●0摯代)

0日 頃の線習されている成果が出て良かつたです 今回毬 回目位ですがま も4ttヽ 気分にさせていr● t てヽ気持ち
が晴々する時間でした ありがとうごれ まヽした (女性 60歳 代〉

◎サックスが良い (男性 60た 代)

0し oと,した曲 ギターとベース

“

旅をしているようだ !(トラベルズ)新経 の熱

"サ

ックスが歌oている
歌手も好し リックスも好し いつもいい薔を聰かせてもらoてありがとうございます
何か菫姜でもできれば良いのですが よく 聴く0で す

'ウ
イスキー  輌保さんのサックスに酔いそう,

いつも0に 天気を注入糧 てもらっています 次回もガン′も て下さい !(男性 00最 代)

0生 ギケヨ田高です (男性 60歳 代)

印●に残つた山 また軍きたい山

夜空のコЭ すべ
`Э

 ウイスキーカ

"好

餃 しょO 壼人も漏れる街角O 熱さ0は つ いとしのエリーナ①

窯ち電

“

:欧多7幾′j3=ぎ琴総赤けが夕当『́ラ鍔二響ス濯デ′聾寂辞ヨm
加山雄=の 働O 捩のや ‐Э ダイヤモンドヘッHЭ  みずいらの需D tttヽ 出は実しすどでЭ S●耐 Э
ヽo鶴 ,`o●o,,o●1騎 lЮ  O●|●,姉動| ●̈●。●Ю 無じられた違Ю  lrttt酬 防Ю
よろしく哀懃Э In.JЭ

NEGの 洟奏て腟いてみたい曲

マンイ ホテル カリフオルニア 輌日のあたる憲 フュージョン キや ′0 フルーシャトー ビー■ルズ

襲墨糖 ペタツ
鶴率あ島

ビ
ちこ=型洲砕 ′イドスト‐′より二人0銀藤意跳ルン

十番衡の蔽人 ベルチャーズ GS ,ザ ン
パイプライン エルクン (ンチェ● パロの散歩遭 青春時代 マスカし―ド マイシヤロー, 恋のフーガ
京椰の意 石原裕次郎の曲 高精凛型子

来場回数 地区

初めて 12名 2回 日 ,名 0日 日 8名 4口 R6名  5日 以上
"名

 毎日 12名 7 1名

阿彙町 1名 秋葉区 7名 lι区 20` 東区 18名 五泉 1名 蔵 1名 西区 ,名 斬発日 2名
加茂市 ,名 西蒲区 2名  B吉 田町 (名 阿贅野市 1名 南区 1名 小千谷 1名 中央区

`名工南区 ,名 柏ll,,名  ●

“

何 で知つたか

案内′6キ ,`名 区役所だより 0名 知人 友人 ,0名 出燎者 12名 新聞 1“  HP l名
北″ ,レコンサート●来て ,名

性 別 年||

男性 ″名 4●I代 ,名 60燿 I●0名 tO歳 代 ∞喘  ,嘘 代 0名 ? 1名
女性 2名  4●●代 1名 `0歳 代 6名 ∞歳代 10名 ,0歳 代 ,各 80歳 4●2名

'2名
  `崚 代 1名 ,0ま 代 1名                   アンケート枚餃 '2枚


