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◎末永くコンサート・lm〈事を期待します いうも案内状あリカ2う ございます (男性 ,0歳 代)

◎管

…

良く健康のようですので 頑llって下さい 何年銀り,生演棄感れ ました
盤々の .ll期待します (男性 70歳 l●〕

◎毎回大々

"を

な工し■サウンド聴かせて頂●慇簡してお,ます
伊藤さん輌子お似合い 新臓 ポロシャッω衿立てておしゃれ :リーダー市島さん長身でかoこい一 !
広1さんイケメン 遠藤さん遺力あるドラム 林さん素敗なおじさま ありがとうござt まヽした (男性 女性 60歳 代)

◎毎回難 い瀬楽ありがとうございます (女性 ,0歳 代)

◎健康に気を付けて続けて下さい 楽しかつたです (男性 70歳 代,

◎新湯ゴスベルクワイアの皆さま最高でした 次嵯 楽しみにしています (男性 ,o歳 代)

0● スプレイ最高です (女性 60歳 代)

oス トレス発敗しました (男性 00織 代)

◎熱演お疲れ樺 書の思い出が思い浮かびました ありがとう,観審者にも手珀子0加 鰤 もあればもっと最高
(男性 60歳 代)

◎とでも良かoたです 青割れ,でヽ文聰きたいです (女性 60歳 代)

◎ユ邪

“

かないて… (女性 00歳 代)

oエ クセレント(男性 00歳 代)

o年 々上達されています とてもよかったです (男性 70歳 代)

◎毎回息の合つた演秦楽しくさかせていただきました 選出もなつかしい歯も多く若い頃を思い出しました
次国も楽しみにしております (女性 00歳 代)

0ま すますのご活選を期待しています メジャーを目指して下さい 初めての多加ですが 飛晴らしいの一言です
若い時を思い出させてもらいました (男性 ,0歳 代)

0毎 口楽崎らしい演奏をありがとう (男性 00歳 代)

◎皆さん楽しくうらやましく思いました ゴスペルの方をもう―鷹 (女性 oo歳 代)

◎大変ポリュームアップしました すてきでした (男性 70歳 代)

o曲 の全てが足の指先にまで伝わり感動しました ワンダフル ワンタフル ワンダフル ワンダフル !
この議会に今自分が層る事 (女性 60歳 F●)

◎いうむじが洗われる思いて有難うございます 頑張つて下さい 大交楽しかったです ゲスト斬潟ヨズベルも良かった
特に君は愛されるために生まれたが… (男性 00歳 代)

◎ゴスペルの音あ の力強い若い声が良かつたです とても良かつためてすが 後半音が割れているよう0思えました
(女性 60歳 代)

◎毎口とてもステキな廣奏ありがとう
毎回線詈の成果が出て良かoた コスプレの演棄の造力すごいてした (女性 00● 代)

o大 変楽しい時間をありがとうこれ まヽした (女性 ,0歳 代)
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◎良かoたです 又聴かせて下さい (男性 60歳代)

◎自分の知oている曲は 心から楽しく聰l体した どの曲 すヽばらしかった ありがと!区役所だよりで知り観にきまし
た 良い事で長く続けて下さい 生の′レ ドを聴いて10才～20才も若くなoた気持ちになりありがとうございました
(女性 80歳I●)

0末 永～〈お続け下さい すべて良れ たIまた来ます 1(男性 00歳lt)

0い うも元気をありがとう ヨスペルも良かoた はじめて～ (男性 ,0歳代)

◎表賽会楽しみにしています ありがとうございました く,60歳 代)

◎最市難 かoたです (男性 ブ0歳代)

◎S取 牙えてたヨ (男性 60歳代)

◎ベース バンチが有り良かつた〈勲をしに,選曲が良かつた また宣しくお願いします (男t100歳 代)

◎楽しい一時ありがとうございました (男性 70歳代)

◎ベース 音 もう少し上げて下さい (男性 ,)

◎ほとんど印象に残って良かった 素嗜らしいあIJがとうございました 大変良かったです (女性 6味 代)

◎省繰明 の輝きは最高に勇氣 元気をもらえます 毎回楽しみにしています (男性 6。歳代)

◎グストのゴスペル音鵜 良かったです いつも楽しく日頃のストレスもぶoとびます メンパーの方々がいい味してま
す いつも案内状あ,が=ざ います 毎回楽しみにしております (女性 60歳代)

◎何時もながらリーダーの明るきが 良いネ 美=ひ ば,とかのアレシジは 無理か,(男性 フ0歳代)

◎いつも滴足して聴いて層ります (男性 ブ0歳代)

◎ベンチヤーズの曲移 くしてもらいたい (男tt 00歳代)

◎ツイストやサーフィンOSA等 の曲で一緒に踊りたい友人がいますが誘ってもいいですか?
オールディズの曲提 JI… (太陽の下の,,才 7)(女性 00歳代,

◎楽しそう,(男性 00歳代)

o楽 しませて頂きました (男性 60歳 I●)

◎元気もらいました これからヽ お願いします (女性 70歳代)

◎調眼oてください いつまでもI毎回楽しく聴かせてもらoてます (男性 30歳代,

0前 回より人が多くてびo(りです (女性 50歳代)

◎楽しかつたです 良かつたです 最後の歌(君は憂されるためにうまれた)が最高てした (女性 00歳代〉

oい うも一生饂命が伝わつてきます いつもいう来てもoKで した ありがとうございます (男性 ,0歳代)

◎素晴らしい洟秦会でした これが私の数郷の音楽であリ バンドなのだと思いました
ありがとうございました (男性 60歳代)

◎最後の運傘すごかつた0  (中 報 のII斎楽
Ч 繁

ベート~ベ ンが減| て`てヽると叱られた0思 い出しました )
が不良扱いされていたら
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彗さん楽しそう0演奏静 ていて 趣味があるつて良いなア とうらやましく 又 楽しませてもらt.し た
あ,がわ ございました (女性 60● 代)

◎養 んと も上手いです ゴスペルの習さんも ゴスペルはまだ債れませんね 時間がかりますね (男t160歳 代)

◎楽しい時間をブレゼントして頂いであり
'セ

うございます エレキギタ‐
"音

っていいですネ !
知つている由が多かつたので 楽しかったです (男 性 00歳 代)

0な つかしい曲ばかりてとも 態されました ありがとうごさいました 次回もまた来ます
初めて聴きましたが とっても良かoたです 皆さんステキでした ゴスベルの方たちも曖動しました (女性も0摯代,

0感 動しました 素晴らしいの一言 (男性 60歳 代)

0ゴ スペル,ワイア全員そるoた 時の迫力は撼像できない言でした Lll最 初から全力粛秦あ,がとうございます
′ν マスM喘 輸めながら大変でしょうが アンコール曲からの全力腐奏ありがとうございます ,
後半の初めに「銀河飲遭00●」よかったです 久し飯,てうれしかつたです ゴスペルを断ち切れた ,?
人がついた 1,力 強い演楽かoこよかoたです |(女性 50歳 代)

0回 を重ねるごど,レベルトヽがoている 楽しめました ありがとうございました (男性 60歳 代)

◎K貶 ●さん j少 し身体で演秦してチョウダイ 不動のシセイは… どうかな… 伊藤のマネをしてはあ かな,
もう少味 しんで0さ い(全員で動作で表現した方が… )(男性 ,0歳 l●〕

◎遠藤さん(ベース)これからも頑強って下さい (男性 00住 代)

◎頑張つて下さい 六贅よかつた (?00歳 代)

◎良 良 (男性 6o歳 代)

0す ばらしいエレクトリックギ

'―

でした (男性 60歳 代)

0ま かしい曲や菫かいスピーチで いつも楽しませていただいています ありがとうごさいます
ゴスベル 音楽の楽しみの幅が広が,ました (男性 60歳r.)

◎今回はいつもあ 力
`っ

た会 とても感動しました いつもありがとうございます ご苦労様でした (女性 ,0歳代)

◎市島さん お久しが,です ll着鳳の_‐a子 でうれしいです ゴスペルの歌もよかoたけど ビアツ最高|!
(女性 00歳代)

◎ゲスト(ゴスベル)●感動です エレキは最高 (女性 70摯代)

◎的毯な演奏技綺に感0しまL● (男性 70歳代)

◎いつも楽しく聰かせて頂いています ゴスベルを初めて聴お したが 楽しかoたです (男性お0歳代)

◎未だ青春のようだ うらやましいです ソロの時は(リードギ舛 をはねのけて)前に出てきても良いんじゃないてしょう
か?(男性 20■代)

o生 の音楽はt つヽ肛 てヽもすばらしい (男性 00歳 I●)

◎いつも元気をもらoています もつと鳴きたい (男性 70歳代,

◎とでも楽しく演壺しているので楽しくなります ゴスペルクワイアにパヮーをもらいました (女性 60歳代)

◎いつもありがとうございます いつも楽しく聴かせてもらoています (男性 ,)
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印颯に残つた山 また聴きたい由

琴撃重拶祀 卜ζり8赤 8ェ 完9甲 ぃi艦 び2熱
書心つ 長曜 妙 女① ブルトの

引Э 運命◎ さすらいのギタ‐Э 秘密謀収員O
たそがれマイラ功Э カサブラン泳⊃ チャコの海岸物鷹◎ 恋人も濡れる衝角① ブラツクサンドビーラЭ
ダイヤモンドライン⑤ 真夏の夜の夢② 全

“

o l● ・・̀。
1。輛 ●OⅢ

"Ю
 」スペルの習さんの曲○

君は愛されるために生まれたO SI● ・:L ThyいthF●●●,まЭ

NEGの 演奏で聴いてみたい山

ベンチヤースЭ 寺内タケシ 加山雄= ベイジュード ブルーシャトウ 晨の太陽 朝日があるさ ラテン
いつても夢を 京都の恣つ 0く れない マンポ 青春時lt バンブルビーツイスト② アパッチ② クマーナ
君は天然色(大滝)太 陽がいうばtЮ  戦後～凛I●に至る映回のビットメドレー‐日本 外国それぞれのメドレー

認殺‰君鵠季智翻 ′1:[[liJ暑
'Z;塩

:す1「バ朝日のあたる蒙 明るくリスヽ カルな曲 ああ無II(アン,
GSサウンド 十番街の殺人 悲しを衝角 素敷な貴方 ドミ′ 小雨障る径 タンゴの自もアレンジで
イエロー ジャケット 椰はるみの歌など(女性の歌)3の カレリアЭ 空の経列車 ハイウェイス‐
,レ(ンのテーマЭ ドライビングギター フライングギター ジョ=―^の伝言 クリスマスソング ニ人の餃塵
家薙のヨーロッパ(サンタナ)北 国の■い空  爾の御堂筋  スペシャル アザアーズ 太陽のかなた
愛のメモリー  津軽しょんがら節(寺内)

来場回数 地区

初めて ル名 2回 日 ,名  3回 日 10名  4回 日 ,名  0回 以上 ,1名 毎回 17名

北区 ,9` 五泉 ,名 東区 ,,名 西区 0名 阿賀町 2名 村上市 2名 南区 1名 中央区 0名
新発田市 2名 江南区 3名 秋葉区 3名 森市 2名 加茂市 1名 見時市 1名 西蒲区 千名
東部市 ,名 ?0名

何で知つたか

案内バガキ
`,名

 山演者 8名 斬関 ‖名 知人 友人 1嬌  ボスター (2名 区役所だよ,3名
その他 2名 ホームヽ―ジ `名

性別 年代

男性 02名 節彙代 1名 ω歳代 1` 50歳 代
`名

 OO餞 代 2,名 ЮttF●Ю名 , 3名
女tt,0名  Ю摯代

`名
 6o歳 代 ,7名 Ю歳代 ,名 `0歳 代以上 1名 , 1名

?  `名   崚 代 2名  , ,名

アンケート枚敗 04枚


