２０１７．０８．２７（日） 第２５回 定期無料演奏会 《豊栄地区公民館》
Ｎｏ．１
◎いつも楽しい時間をありがとう。（女性・６０歳代）
◎ずーっと続けて下さい。昔なつかしく聴かせてもらいました。（女性・６０歳代）
◎久々に待ちに待った“感”のある演奏会です。ＰＣ林さまの「切れっ切れ！」の身のこなし、最高です！
ＰＡ林さま。すごい！！ですね。次回からも楽しみです。パンチのきいた曲が多く夏をのり切れます！（女性・６０歳代）
◎演奏に引き込まれて、アッという間の時間でした。（女性・４０歳代）
◎ウイスキーがお好きでしょの新保さんサックス最高です。いつも楽しませて下さりありがとうございます。
前半の曲のサックス、やはり最高です。林バンドのアパッチは初耳の様でした。又お願いします。（女性・７０歳代）
◎お疲れ様でした。初めてでしたが、大変楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎みなさん上手ですね。大変すばらしかった。（男性・６０歳代）
◎素晴しい演奏ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎皆ガンバっているね。元気もらいました。市島さんのトーク楽しいです。（女性・６０歳代）
◎久しぶり！（男性・７０歳代）
◎しびれた。（男性・６０歳代）
◎ベンチャーズの曲がなつかしいです。運命が一番よかったです。とてもよかったです。
ビートルズの曲も弾いて下さい！（男性・６０歳代）
◎最高エレキ、楽しみです。（女性・６０歳代）
◎毎回すばらしいです。林バンドとても良かったです。（女性・６０歳代）
◎楽しい時間をありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎心が明るくなりました。又聴きたいと思います。曲名が書いてあり懐かしく聴きました。大変良かったです。
（女性・７０歳代）
◎新保さんが元気にサックスを吹いて下さり安心しました。楽しかったです。暑さを吹き飛ばして元気になりました。
（女性・７０歳代）
◎一人一人あったかそうな人達みたいで伝わりました。今回はとても良かったです。おしゃべりがあっていい。
（女性・６０歳代）
◎いつまでも元気で頑張って下さい。会場が広くてとても良かったです。（男性・７０歳代）
◎最高に良かったです。（男性・６０歳代）
◎女性もすごい。歌も聴きたいです。（女性・６０歳代）
◎素敵な演奏をありがとうございました。これからも続けて下さい。曲目もみんな素晴しく、体が自然に動いてしまいま
した。（女性・７０歳代）
◎すばらしい演奏でとてもよかったです。これからも頑張って下さい。すばらしい！！（男性・７０歳代）
◎楽しいお時間を有難うございました。心より御礼申し上げます。（男性・７０歳代）
◎毎回素晴しい曲で、何時聴いても心に残っており、特別の指定曲はありません。
毎回が新鮮で次回も同様の曲で大満足と思っています。

Ｎｏ．２

いつもと変わらぬメンバーながら、毎回新鮮な顔ぶれに感じています。これからも素晴しいお元気な姿を維持して
下さい。本当に有難うございました。全ての演奏が新鮮に感じられ、楽団の皆さんの熱意に感謝しています。
（男性・８０歳代）
◎加山雄三・ベンチャーズはいいですね。７０年代・８０年代の曲がいいと思います。元気をありがとうございます。
大満足です。（男性・６０歳代）
◎皆さん元気でがんばっているので、励みになります。たっぷり聴いたのは今日が初めてです。
体力が必要な演奏の方々ですね。（女性・７０歳代）
◎演奏会に来るといつも元気をもらっています。次が楽しみです。（女性・７０歳代）
◎毎回楽しませていただいています。途中から聴いたので、最初から聴いていたらもっと楽しかったと思います。
（女性・６０歳代）
◎ＰＣの林さんお疲れさまでした。いつも楽しく懐かしく聴かせてもらっています。これからも楽しい曲を聴かせて下さい。
次回楽しみにしております。（男性・７０歳代）
◎ウイスキーがお好きでしょの新保さんのサックスすばらしい。林（ＰＣ）お元気で。
何度聴いても元気がでます。（女性・７０歳代）
◎最高！ “熱き心に”宜しくお願いします。（男性・６０歳代）
◎昭和の大スター石原裕次郎の「おいらはドラマー・・・」など、ドラマーの方が歌ってくれたらな～。それぞれの楽器
による独奏も入れてもらえたらおもしろいかも！！パーカッション林様・ベースギター、メイン楽器を主に変えたもの。
（女性・６０歳代）
◎毎回楽しませていただきありがとうございます。いろいろ工夫されて良かったと思います。（男性・６０歳代）
◎大御苦労様です。悪いものがこそげ落ちたようです。（？・７０歳代）
◎とってもすてきな楽団です。そして大切な大切な楽団です。特に中高年にとっては、たまらないでしょう。生演奏です
から。サックスすばらしかったです。
１１月１６日に東区プラザでの演奏をお願いしている、東区老連の女性部会長太田です。今日のメンバーの方が来て
いただけるよう祈っています。やっぱりステキでしたよ。（女性・６０歳代）
◎感動しました。（女性・６０歳代）
◎サックスが心に響きました。忙しい中、練習を重ねて大変だと思いますが、健康に気をつけてがんばってください。
（女性・６０歳代）
◎大変すばらしかったです。（男性・７０歳代）
◎毎回々元気を頂いています。いつまでも聴かせて下さい。（男性・７０歳代）
◎楽器を演奏できるのは、素晴しいことですネ。とても良かったです。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎大変なつかしく楽しく聴きました。ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。広い会場で大変良かったです。（音も）（男性・６０歳代）
◎いつも聴かせてもらっています。ありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎みんなを元気にしてくれてありがとう。いつも楽しませていただいてありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎ＰＣの林さん楽しそう。ＢａｓｓのＫａｚｕさん素敵でしたよ。（女性・７０歳代）
◎林さんに次回も願います。パーカッションがとても良い。全体を盛り上げている。
いつもハガキありがとうございます。次回も楽しみに来ます。（？・？）

Ｎｏ．３

◎シーサイドバウンド（ザ・タイガースの大ファンでした。）また次を楽しみにしています。
多様な曲の数々！！とても楽しかったです。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎ラテン系のホットな曲を聴きたいと思います。（男性・７０歳代）
◎ブルーシャトー、独身の頃を思い出します。林バンド大変良かったです。次回も出演されますよう楽しみにしています。
やはりベンチャーズメロディーが良かったです。いつも車でＣＤ聴いていますがあきませんね。
追記００９（秘密諜報員）大変良かったです。アリガトウゴザイマシタ！！（女性・７０歳代）
◎Ｄｒ遠藤さん、安定感ばつぐん、ドラムでもっているバンドって感じ。もちろん皆様すばらしいですよ。
林さんのギターよかったです。もっと聴きたかった。（男性・６０歳代）
◎がんばって下さい。（男性・６０歳代）
◎曲数が増え聴き応えがありました。（女性・５０歳代）
◎遠藤さんのドラム毎回本当に感心しています。いつ聴いても柔らかく、強弱はっきりして別格ですね。（男性・７０歳代）
◎ドラムうまい。林さんバンド、今後も聴きたいぜひ！シャドウズ最高！（男性・６０歳代）
◎市島さん、指が良く動いていた。（男性・７０歳代）
◎市島さんの運命良かったですよ。そのうちに遠藤さんのドラムソロも聴きたいです。お疲れ様でした。
ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎プロでないだけに活動に敬意を表します。お元気で更なる活躍を期待してます。
演奏の間の会話にユーモアもあり良かった。リラックスできる。（男性・７０歳代）
◎いつもすばらしい演奏をありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎レッツゴー運命良かったです！！（男性・７０歳代）
◎強弱があると良いと思います。毎回楽しく聴かせてもらってます。（男性・６０歳代）
◎新保さんのサックスがメーン？他の人の弦楽器？Ｋａｚｕさんのベースのソロがあっても？テケテケサウンドは？
レッツゴー運命 最後に持って来たか！（男性・７０歳代）
◎色々な所でのご活躍、すばらしい青春をもらっています。ありがとうございます。毎回内容のある曲目、また来ます。
林さんのイギリスのアーティストバンドの曲を。（男性・６０歳代）
◎いつも演奏ありがとうございます！毎回楽しみにしています。ベンチャーズメドレー・レッツゴー運命良かった。
前日からの準備御苦労様。（男性・６０歳代）
◎毎回ありがとうございます。毎回楽しく聴いてます。（男性・６０歳代）
◎いつも市島リーダーはじめ素晴しい演奏ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎毎回レパートリーが増えてすごいと思います。楽器個々のバランスがとれるともっと良いと思います。（男性・５０歳代）
◎ウィスキーがお好きでしょ（新保さんのサックス最高）、レッツゴー運命（市島さんスゴイ）
市島さん他皆さんのご活躍これからもますます期待してます。ドラムの遠藤さんキマッテル表情良し。
毎回案内楽しみにしています。７月天寿園ベンチャーズ大会で伊藤さんを見かけて、思い切って声をかけてみました。
（女性・６０歳代）
◎聴きなれたアパッチがとても新鮮に聴けてとても良かった。又是非お願いします。（男性・６０歳代）
Ｎｏ．４
◎皆さんの高度なテクニックに感激しました。大変ステキな演奏会でした。（男性・７０歳代）

◎ＰＣの林さんの頑張りに感動です。（男性・６０歳代）
◎大変ご苦労様でした。月一演奏会はむりでしょうか？（男性・６０歳代）
◎みんなステキで良かったです。エレキギター最高でした。また、市島さんのトークも大変良いです。（男性・６０歳代）
◎新保さんお疲れ様でした。（前半新保さんメロディーな感じ）青春が甦りました。（男性・６０歳代）
◎すてきなグループでよかったです。また聴きたいと思います。（女性・？）
◎演奏聴かせていただき、明日も元気で仕事頑張れます。案内ハガキありがとうございます。（６６歳）箱に８００円
入れときました。（笑）（男性・６０歳代）
◎市島さん最高！！久しぶりにしびれました！！３０歳位若返った気分でした。エレキかっこ良かったです。
リーダーの市島様はじめテナーサックスの新保さんかっこよかった。帽子がとてもお似合いです♡
最初に無料とは申し訳ないので、協力金（ワンコイン等）の箱を設置しては？
演奏時に注文→笑顔がほしい。本日に限り３０歳！（女性・６０歳代）
◎熱帯エレキ楽団とても良かったです。林バンドも一緒にお願い致します。多くの曲を演奏していただき無料というのは
なんとも申し訳ない気がします。せめてワンコイン５００～１,０００円とか。（男性・６０歳代）
◎市島さん、お疲れ様。ありがとうございます。後半ベンチャーズあたりから特におもしろかった。（男性・６０歳代）
◎みんな最高です。毎回楽しみにしているので幸せです。（女性・７０歳代）
◎お疲れ様でした。又お願いします。（？・７０歳代）
◎久しぶりに楽しく聴かせて頂きました。次回も楽しみにしています。林さんバンドもう２～３曲聴きたかったです。
（男性・６０歳代）
◎譜面に忠実で恐れ入りました。もう少し体のアクションがあればいいかなぁ。毎回工夫をこらして楽しいステージです。
久々にシャドウズを聴き良かったです。ウィスキーがお好きでしょジャズ風いいですね。（男性・６０歳代）
◎頑張って下さい。ゲストバンドでエレキを呼んで下さい。リードＧの音がこもっている。（男性・６０歳代）
◎約２Ｈ各々素晴しく楽しく演奏されており私も楽しく過ごす事が出来ました。日々の練習を想像し今に至っておるものと
思います。これからもお聴きしたいと思います。ＰＣ林さん素敵でしたよ。初めて聴きましたが素晴しかったです。
会場と一体になり盛り上がりが早くなるともっと良かった。（女性・６０歳代）
◎ウィスキーがお好きでしょ・・・サックスがしっとりと良かったでした。会場が広くてゆったり聴けました。
楽しかったでした。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎ＰＡ林さん次回はぜひ参加してください。元気をありがとう。（男性・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・７０歳代）
◎いつも楽しませてくれてありがとうございます。演奏会もいいけど市島さんのトークもいいです。（女性・６０歳代）
◎いつも熱演ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎おつかれさまでした。次回も楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎太陽にほえろはいつもやってほしい。みなさん大変おじょうずです。（男性・６０歳代）
◎Ｄｒ、ずっと聴いていたいのでやめないでネ！お疲れ様でした。想い出の九十九里浜のメロディー部分が小さく良くな
かった。林バンドのアパッチは元気になる曲です。（女性・６０歳代）
Ｎｏ．５
◎いつも楽しみにしています。ベンチャーズが楽しい。（男性・６０歳代）

◎いつも元気をありがとう。（女性・６０歳代）
◎今回の林さんバンド最高でした。いつも楽しい時間をありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎林さんの演奏は、ヨーロッパ系の澄んだ音ですばらしい。スプートニクスの空の終列車のような音でしょうか？
（男性・７０歳代）
◎すばらしい演奏で感動しました。（男性・８０歳代）
◎ギターとＳＡＸのかけ合いが非常に良。（男性・７０歳代）
◎多々ありがとう！！早目に開場していただきありがとう。☆ＰＣの林さんを前面に出して・・・どこからも見える様に。
（男性・７０歳代）
◎ウィスキーがお好きでしょのＳＡＸ新保さん、いやぁ良かったです。
林さんまだまだ頑張れそうですね。私もまねしてます。
ふえ吹かなかったですね。聞くと元気出ます。（女性・６０歳代）
◎日頃の練習の成果があったようです。今後益々の期待。（男性・７０歳代）
◎ベンチャーズメドレー、もっと長くしてください。良かったです。（男性・６０歳代）
◎長く活動してもらいたいです。音の芸術に感動しました。（男性・６０歳代）
◎やっぱりベンチャーズの曲です。もっと多く聴きたい。とにかく永く続けて下さい。皆さんもう少し笑顔があればと思い
ました。客席が多く準備されていて、とても良かった。いつもと同様に迫力ある演奏で良かったです。
大変な練習をされているのが良くわかります。（男性・７０歳代）
◎毎回とても楽しみにしています。楽団の皆さまのご健康を祈念し、演奏会がずっと続いていくことを願っております。
毎回感動します！！（男性・５０歳代）
◎いつも楽しく聴かせて頂き有難うございます。（男性・７０歳代）
◎林さんバンド、シャドーズ春がいっぱい大好きです。（女性・６０歳代）
◎若さと元気をもらいます。ベンチャーズメドレーが良かった。（男性・７０歳代）
◎林さんまた来てください。（女性・？）
◎北区のために献身的活動に感謝！！「すばらしい」の一言につきます。（男性・７０歳代）
◎楽しく聴かせてもらいました。（女性・５０歳代）
◎元気でいつまでも。いつも最高。（男性・７０歳代）
◎Ｋａｚｕさんが小さいながら（スミマセン）素敵でした。とてもよかった。（女性・６０歳代）
◎熱帯エレキ楽団最高！！林さんバンド最高！！（女性・７０歳代）
◎友人に声をかけていただき、初めて聴きましたがすばらしかったです。次回も是非来たいです。（女性・６０歳代）
◎選曲がよかった。（女性・６０歳代）
◎新保さんサックスが良かった。ＰＣの林さんかっこいいですよ。頑張って下さい。（女性・６０歳代）
Ｎｏ．６
◎いつもありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎遠藤和子、最高！

曲中ブラジルの終わり方が中途半端。(・。・)（男性・７０歳代）

◎Ｄｒ遠藤さん、古源さんがとても良かった。林さんのお嫁サンバの楽器も良かった。
林さんの演奏を次回も是非聴きたいです。（男性・７０歳代）
◎市島さんとベースのおじょうさんのデュエットが聴きたい。パーカッション、老体にムチ打ってカンゲキ！！
シャドウズの音、すみきった心地良い音。市島さんエレキうますぎ。（男性・６０歳代）

印象に残った曲・又聴きたい曲
太陽の彼方 ５ 太陽にほえろ ６ 真夏の夜の夢 ６ ウィスキーがお好きでしょ １７ アパッチ １５ 全部 ２
レッツゴー運命 ２６ ベンチャーズメドレー １７ 林バンドの曲 １ 春がいっぱい ６ ラ・バンバ ５ ラナウェイ ８
ダイヤモンドライン ２１ キサナドゥの伝説 １ ブルーシャトー １６ 想い出の九十九里浜 １０ ダンスオン ２
夜空の星 ６ 蒼い星くず ６ サーフィンＵＳＡ ２ ブラジル ５ お嫁サンバ ６ フットタッパー １ ＧＳの曲 １
秘密諜報員 ３ ＧＳの曲 １ シーサイドバウンド ２ 夢で逢えたら ４ 銀河鉄道９９９ １

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
青い影 北の国から 津軽じょんがら節 ④
茶色の小瓶 シングルアゲイン ワイルドワンズの曲 ブルース
クラシックアレンジ ② 太陽野郎 宇宙戦艦ヤマト ② 朝日のあたる家 ③ 長い髪の少女 夕陽が泣いている
７０年代・８０年代の曲 キャラバン ② 歌謡曲・演歌などをジャズ風アレンジで 夏の日の恋 沢田研二の曲
ザ・ピーナツの曲 思い出の渚 ② 京都の恋 ② 雨の御堂筋 ② 僕らの音楽の主題歌 北国の青い空 ②
タイガースの曲 ② 寺内タケシ ② 加山雄三 何でも ④ ラテンの曲 ③ ジャッキー吉川とブルーコメッツ ②
君は我が運命 サザン ② 恋 ＧＳ ミッションインポッシブル ００７の曲 ミザルー プレスリー
ビートルズ ブルーハワイ 太陽がいっぱい 夜霧のしのび逢い 寺内民謡 寺内クラシック ②
Ｆ１テーマ
ベンチャーズ ペルシャの市場 ハーレムノクターン 雨の訪問者 青春時代 いそしぎ ブルーライトヨコハマ
サマーサンバ メランコリー いとしのエリー ジュピター 人生いろいろ カサブランカ 二人の銀座 ③
危険な二人 夜空のトランペット コパカバーナ ブラックマジックウーマン スカイラブ さらばシベリア鉄道
ビタースイートサンバ

楽器経験

有り ３９名

楽器経験

なし ８８名

吹奏楽 ８名 バンド ９名 管弦楽 ３名 ジャズ １名 その他 ６名
ギター １５名 ピアノ ６名 ＴＰ １名 Ｄｒ １名 ＳＡＸ １名 バイオリン １名 ビブラフォン １名
マリンバ １名 打楽器 １名 クラシックギター ２名 盆踊り太鼓 １名 ベース ３名 フォークギター １名
ハーモニカ ２名 クラリネット １名 ウクレレ １名

来場回数・地区
初めて ２７名
北区 ５５名
西蒲区 １名
村上市 １名

２回 １７名

３回 ６名

４回 ９名

５回以上 ６９名

東区 ２０名 江南区 １６名 中央区 １８名
新発田市 ４名 五泉市 ３名 胎内市 ２名
その他 ２名 ？ １２名

毎回 ２６名

秋葉区 ４名
田上町 １名

？ ４名

西区 １１名 南区 １名
阿賀野市 ３名 阿賀町 １名

何で知ったか？
知人 ３０名 出演者 １４名 ＨＰ １名 ハガキ ８４名
たまたま通りすがって ３名 その他 ４名 ？ ２名

ポスター（新聞） ２１名

区役所だより ４名
Ｎｏ．７

性別・年代
男性 ８７名
５０歳代

２名

女性 ６６名
４０歳代
５０歳代

？ ５名
１名
２名

６０歳代
７０歳代
８０歳代
？
アンケート枚数

４９名
３０名
４名
２名

１５７枚

６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

３８名
２２名
１名
２名

６０歳代
７０歳代

１名
２名

？

２名

