２０１８． ４．２２（日） 第２７回 定期無料演奏会 《

ゲスト 林バンド

》
Ｎｏ．１

◎大変良かったです。（男性・？）
◎パーカッションの人どうしたのですか？元気でしょうね？アルトサックス心に響きますね。
リズムギターの音が以前よりハッキリ良く聴こえている。（男性・６０歳代）
◎歌がとても良かったです。（女性・６０歳代）
◎昨年１２月の第２６回は、残念ながら欠席だったので、久しぶりに楽しいひとときをすごしました。次回もよろしく！！
暑い室内での演奏大変でしたが、良く頑張りました。時間割も良かったです。（男性・６０歳代）
◎楽しみました。ありがとう。ユニホームが熱帯ＲｅｄがＧｏｏd！ずっと続けて下さい。（男性・６０歳代）
◎みずいろの雨、唄がとっても良かった。エレキを弾いている市島さん、楽しそうです。元気が出ます。
益々のご活躍を！！次回も楽しみにしています。通ってるうちに７０代に突入しました。（女性・７０歳代）
◎お疲れ様でした。ありがとう。ボーカルのボリュームアップ（音が小さい）とステージ衣装をお願い。（男性・６０歳代）
◎遠藤さんの歌、とても良かったですよ。磨きをかけると、もっともっと良くなると思います。皆さんの演奏されている姿が
カッコイイ！熱心に音楽に取り組む姿勢が伝わってきます。もっと広い会場で演奏させてあげたい！そんな気持ちに
なります。サックスの方の姿がチームをひき立てていますね。プロっぽい。楽団のチームワークがとても良いと思いま
す。とってもとっても楽しませていただきました。（女性・７０歳代）
◎ベンチャーズメドレー長めにやってください。できたら寺内タケシのコピー・ドラムソロ聴きたい。
ありがとうございました。たいへんたのしかったです。（男性・６０歳代）
◎新保さんのサックスの音色が非常になめらかで聴き心地が良くなった。綺麗な音になった。（男性・７０歳代）
◎素敵な演奏でした。ありがとうございました。（女性・２０歳代）
◎思い出深い曲、沢山ありがとうございました。後半になるにつれて、熱い思いがあふれて、良質の音楽を堪能しました。
どの曲も聴き惚れていました。（女性・７０歳代）
◎楽しかった。生の演奏は又聴かせて下さい。シビレル～！（男性・６０歳代）
◎暑い中たくさんの曲目を聴かせていただき、楽しかったです。ありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎いつも素敵な演奏をありがとうございます。昨年、来れなかったので久しぶりの演奏会でした。よかったです。
（女性・６０歳代）
◎しゃれた服装。勉強になりました。（男性・７０歳代）
◎林さん早く元気になって下さい。ドラムはいつもプロですね。今後ボーカルも増やして下さい。いつもあつくなります。
（男性・７０歳代）
◎名曲「熱き心に」いつも聴きたい曲です。又宜しく。熱所での演奏ありがとうございました。ＫＡＺUさん、歌も良かった
です。宜しく願います。（男性・６０歳代）
◎暑い中お疲れ様でした！エネルギー（元気）もらいました。皆様たのしんで演奏されていて良かったです。
（女性・６０歳代）
◎ボーカル大変ごくろうさま。次回もよろしくお願いします。今日は熱い日でした。楽しませてもらいました。
（男性・６０歳代）

◎伊藤さんすんごいうまい！カッコイイ！！（男性・２０歳代）
◎「みずいろの雨」自分も好きでよくレコードを聴いていた曲です。三橋美智也さんの曲をアレンジして聴いてみたいで
す。民謡も一緒に。歌をうたう人はあがらないですか？今日はあつい日でご苦労様でした！
Ｎｏ．２
（女性・６０歳代）
◎楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎カズさんの歌がとてもよかった。新保さんの闘牛士のマンボもとてもよかった。リーダー市島さん、元気でいつまでも
頑張って下さい。毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎１５年？２０年？ぶり、伊藤さんカッコウよかったです。曲の紹介も興味深いものがありました。（男性・６０歳代）
◎どれもみんなよかったです。ベンチャーズは大好きです。いつもありがとうございます。毎回楽しみにしています。
皆さん健康でガンバってください。私も毎回聴きに行かせていただきます。（女性・７０歳代）
◎Ｋａｚｕさんの歌がとてもよかったです。次回もお願いします。Ｄｒの古源さん、頑張って下さい。自己紹介とてもよかっ
たです。（女性・６０歳代）
◎暑い中素晴しい演奏をありがとうございました。明日から（今日から）元気に過ごせそうです。（女性・７０歳代）
◎楽しみにしていました。期待を裏切らないすてきな演奏をありがとうございます。久々に歌がある演奏会で楽しませて
いただきました。特に女性の歌最高。カズ様最高！！（女性・６０歳代）
◎思い出は美しすぎて他１曲の歌声、とてもすてきでした！また聴かせて下さい。レパートリーが広く楽しく過ごさせて
いただきました。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎レパートリーも増えて楽しく聴かせて頂きました。（男性・６０歳代）
◎歌が良かったです。（女性・６０歳代）
◎体調管理して頑張って下さい。歌よかったです。次回も聴かせて下さい。今年初めての演奏会、首を長くして待って
いました。今年も又皆様の演奏を聴ける事を楽しみにしています。（男性・７０歳代）
◎がんばって下さい。良かったです。歌もとっても良かったです。（女性・７０歳代）
◎８０才９０才～元気で続けてください！とても良かった。桜～熱帯エレキ楽団演奏。（男性・６０歳代）
◎サックスの新保さん、主人も昔テナーサックスを吹いていたので、若い頃を思い出しました。たいへん良かったです。
（女性・６０歳代）
◎Ｋａｚｕさんの歌が良かったです。大変良かったです。ありがとう。（男性・６０歳代）
◎新保さんお疲れ様でした。毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎なつかしい曲の数々を演奏して頂き、元気をもらい有難うございました。とってもすばらしかったです！
また聴きたいです。（女性・６０歳代）
◎最高でした。（男性・７０歳代）
◎ＫＡＺＵさんのボーカルいいですよ。ベースも習いたいと思っています。ＫＡＺＵさんの弾き方がとても心地よく気に
入っています。楽譜読めないから駄目かも。今回はベースの音が低すぎて物足りなかった。（特に前半）
全体に甲高い音でした。（男性・６０歳代）
◎林さん、元気になって戻って下さい。（女性・６０歳代）
◎熱い演奏をこれからも聴かせて下さい！客席側の照明少し落とした方が雰囲気良くなる気がします。（男性・５０歳代）
◎暑い中ご苦労様です。良かったヨ！！ビートルズ良かったです。市島さんのウンチクも良かった。（男性・６０歳代）
◎指が動かなくなるまで続けて欲しい。なごやかで良い。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．３
◎毎回楽しみにしています。ありがとうございます。皆様の日頃の努力素晴しいです。ステキでした。（女性・６０歳代）
◎ＫＡＺＵさんの歌声がすばらしかったです。（男性・６０歳代）
◎新しい曲にチャレンジして下さい！新保さんのカサブランカ・熱き心にの音good！朝日のあたる家いいですね！
曲の間にソロやアドリブはいかが・・・次回も楽しみにしています。パーカッションの林さんはどうされましたか？
元気でしょうか？また来ます！ず～っと楽しみにしています！4/22会場も熱帯！（男性・６０歳代）
◎良かったです。サックスとても良かったです。（男性・６０歳代）
◎いつも参加していますが、これからも頑張って下さい。楽しみにしています。大変良かったです。（年々上達しています
ネ。練習に励んでおられますネ。）（女性・７０歳代）
◎カサブランカ新保さんのサキソホーン最高です。カズさん、初ボーカル大変素敵な声、又聴かせて下さい。
７周年コンサート楽しみにしています。（女性・７０歳代）
◎長く続けて下さい。（男性・６０歳代）
◎とても良かったです。ボーカルもとっても良かったです。又お願いします。（女性・６０歳代）
◎みんな元気でいつまでも続けて下さい。（男性・６０歳代）
◎初めての歌声に聴き惚れてしまいました♡今日はドラムにくぎ付けでした。貴重なお休みの日にありがとうございます。
熱気にあふれていました。暑い中ご苦労様でした。林さんの姿もみたかったです。次の機会にはぜひ！！
（女性・６０歳代）
◎音声が少し聴きづらい。７周年！おめでとうです。入院とかさならなければ必ず行きます！唄が聞けた事！希望でした。
演奏曲の何曲か歌詞があればもっと一緒に楽しめる。ダンスナンバーは？フロアで踊るのもおもしろい。
（女性・６０歳代）
◎ボランティアですよね・・・感心します！！とても毎回楽しんで聴かせて頂いてます。（女性・６０歳代）
◎皆さんカッコ良かったですよ！！ＫＡＺＵさんまた歌って下さい。お上手ですねー。伊藤さんも歌ってー。
すばらしいまた聴きにきます。楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎カラオケの伊藤先生からも是非歌をお願いします。（熱き心に）（男性・７０歳代）
◎尊敬しています。（多謝）プロ級の演奏に感銘。（男性・７０歳代）
◎いつも楽しく聴かせていただいております。ありがとうございました。Ｋｂの音が以前よりも良く聴こえるようになった。
（男性・７０歳代）
◎選曲が幅広く皆さん楽しめたと思う。遠藤様。ケントスは随分通いました。アップビートジャズは昨年コンサートに行き
ました。楽しみにしています。音楽は年齢に関係ないので、いつまでも自分も楽しみ、私達にも元気を与えて下さい。
来て良かったです。（電車で来ました）やっぱり生はいい・・・。ボーカルの声が聞きづらくもったいないので、バンドの
音を少しおさえては？豊栄のお客様はおとなしすぎるので、一緒に楽しみたい。（女性・７０歳代）
◎いつも素晴しい演奏で、昔を思い出し若返りました。（男性・７０歳代）
◎毎回楽しみです。（男性・７０歳代）
◎良い。（男性・６０歳代）
◎いつもご苦労様です。次回も早めに願います。（男性・７０歳代）
◎Ｐｅｒｃ林さん、早く元気になって又戻って来て下さい。会場が公民館でとても良かった。さすがに今日は暑かった！
苦情ではないよ。（やむなし！）（男性・７０歳代）

Ｎｏ．４
◎クラシックのアレンジ等お願いします。林バンド、次回もお願いします。毎回元気もらってます。（女性・６０歳代）
◎長く続けて下さい。前節が無い方が“かっこいい”と思います。客席の照明消した方がいいと思います。（女性・６０歳代）
◎中高年頑張っている！！素晴しい！！益々のご発展ご活躍を！！初めての参加、お身体に気をつけて！！
（男性・７０歳代）
◎長く続けて欲しい。若い頃を思い出して元気が出る。（エレキギターが良い）（激しい曲の方が元気が出る）
（男性・６０歳代）
◎ベンチャーズ歌謡をＶｏ入りで。ビートルズは是非Ｖｏ入りで聴かせて！ベーシストが小柄な女性なのが素晴しい。
頑張って続けて下さい。リードＧの人、安定したプレイで気持ち良く聴けます。もう少しブライトな音色にしたほうが、
ＳＡＸのメタルな音とのバランスが良いと思います。（男性・６０歳代）
◎お元気でガンバって下さい。ＫＡＺＵさんの歌が良く聴こえなかった。次回ボリュームをあげたら？（男性・６０歳代）
◎なつかしくうれしいです。ずうっと続けて下さい。（男性・６０歳代）
◎ガンバって下さい。（男性・６０歳代）
◎出来れば全員壇上で演奏をお願いします。いつもご苦労様です。楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎素晴しい演奏をありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎是非又無料コンサートお願いします。もっと大きな音で演奏して欲しい。アンプのボリュームをあげて欲しい。
（男性・６０歳代）
◎皆さんは日々進化していますね。毎回楽しい時間を過ごす事に感謝いたしております。（男性・６０歳代）
◎アドベンチャーズ又はクリスタルベンチャーズと一緒にお願いします。ハガキにゲストの名前も記入あれば幸いです。
（男性・６０歳代）
◎演歌をアレンジして聴かせて！ゲスト呼んでやって下さいよ。（男性・６０歳代）
◎楽しい時間をありがとう。また楽しみにしています。職業・経歴など聞けてよかったです。（女性・６０歳代）
◎八神純子さんの歌いいね。ベースＫＡＺＵさん。ＳＡＸ新保さん、“熱き心に”乗ってます。（男性・６０歳代）
◎昭和の曲はいつ聴いてもなつかしいです。来るたびにうまくなって、チームワークもとてもいいです。
メンバー紹介で親しみがわきました。（男性・６０歳代）
◎ラテン系の曲などは、当楽団にピッタリのキレの良い曲があるので少し取り入れてほしい。いつ聴いても熱のある
演奏で練習などが大変だろうと感心している。（男性・７０歳代）
◎林さん早い回復を。皆さん素晴しかったです！音楽って良いですネ。日々の練習あっての今日、とても良かったです。
次回楽しみにしています。無料演奏会も地域の文化向上に貢献されていると思います。（女性・６０歳代）
◎毎回素晴しいサウンドありがとうございます。女性ベーシスト最高。さすがプロ級。春がいっぱいコード進行バツグン。
気分がスッキリしました。（男性・６０歳代）
◎歌良かったです。又聴きたいです。毎回楽しみにしています。パーカッションの方のお顔がみれませんでした。
大丈夫でしょうか。（女性・６０歳代）
◎皆さんがんばっておられます。勇気をもらったひとときでした。昔なつかしく若い頃が甦ります。楽しかったです。
これからも頑張って下さい。すばらしいです。お疲れ様でした。（女性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。いつも楽しみにしています。またよろしくお願いします。（女性・６０歳代）

Ｎｏ．５
◎林さん、very good 古源さん、次はハイハットもがんばって下さい。ＫＡＺＵさん、歌声よかったですよ。
Beatles熱帯エレキ、マッチングしていました。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。新保さんのサックスが入ったこのバンドは他と違ってます。いいね。
ＫＡＺＵさんの歌よかったです。次回も是非お願いします。（女性・６０歳代）
◎毎回素敵な演奏楽しませてもらい、ありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎どの曲もとても良かったです。毎回ステージをもりあげて下さっていた、一番高齢の方の姿が見られませんでした。
残念でした。（女性・６０歳代）
◎大変お疲れ様でした。（女性・７０歳代）
◎良かったです。頑張って下さい。ボーカル入ると一味違いますね。（男性・６０歳代）
◎みずいろの雨、歌とっても良かった。（女性・７０歳代）
◎暑い中、頑張って下さい。毎回楽しみです！途中の唄も良いので、時々歌が欲しい。メンバー紹介の話もおもしろかっ
た！（女性・６０歳代）
◎思い出は美しすぎて、みずいろの雨（うまい）毎回ありがとうございます。なつかしいシャドウズ最高です！
（クリフリチャード思い出します。）（男性・６０歳代）
◎頑張って下さい。林バンドはじめビートルズ特集、とても良かったです。○○特集いいですね。いつかＧＳ特集をお願
いします。（男性・６０歳代）
◎年々健康が気になりますが、皆様も健康に十分気を付けて下さい。エレキ演奏は心のビタミンで有り、酔いしびれる
活力でもありますので、益々のご活躍をお祈りいたします。（男性・６０歳代）
◎サックス・フルート（新保さん）が聴きたくて楽しみに来ました。とてもすばらしく楽しませてもらいました。
サックスすばらしい。（女性・６０歳代）
◎アットホームな雰囲気の中楽しませていただきました。ボーカルステキでした。（女性・５０歳代）
◎心に陽がさしたように明るく楽しく聴かせてもらってます。皆様いつも熱心です。ありがとうございます。無料では申し
訳ないと思っています。生演奏は何度聴いてもいいですね。（女性・７０歳代）
◎明るく楽しい。今日は暑いなぁ～～エアコンは？（男性・６０歳代）
◎すばらしい演奏ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎今回初めて歌と演奏のステージを見聞しました。良かったです。このスタイルは、あったほうが良いです。ボーカルの
時は演奏音をもう少し弱い方が良かったかもしれません。（ボーカルが負けてしまっている感じでした。）
霧のカレリア、夜霧のしのび逢い、今日のこの曲はとても良かったです。映画音楽も聴いてみたい。
アマチュアでやっているのがもったいない様に思います。楽団の主旨があると思いますが、プロとしてどうですか？
いつもと同様goodでした。皆さんの音楽への情熱さが感じられ気持ち良く聴きました。（男性・７０歳代）
◎カズさんのボーカルが素晴しいです。（男性・６０歳代）
◎新保さん・遠藤さんかっこいい！皆さんもちろん。（男性・６０歳代）
◎なつかしいひとときをありがとうございました。次回も歌声を聴かせて下さい。（マイクの音量を高めにお願いします）
（？・６０歳代）
◎熱心な演奏に頭が下がります。頑張って下さい。応援します。５０歳若くなりました。ありがとうございます。
みんなすばらしい１曲１曲でした。はじめて歌も聴きました。これも新しいことでよいと思いました。（男性・７０歳代）

Ｎｏ．６
◎クーラーもない所に大変だったと思いました。良くやったと思う。（女性・７０歳代）
◎レベル高いと思います。毎年９月に仙台のジャズストリートフェスに行っていますが、熱帯エレキ楽団すばらしいです！
ボーカルの美声に感動です！！サックス・ドラムいいね！！（男性・６０歳代）
◎皆さんありがとうございました。ダイヤモンドラインに若き頃を思い感動でした。またお願いします。（女性・６０歳代）
◎演奏だけでない処が良かった。（女性・７０歳代）
◎林さんのギターの音色が良かった。唄う事も良い。ワンパターン抜けて。（男性・７０歳代）
◎今回歌がとっても良かったです。次回もお願いします。全部良かったです。毎回とっても楽しみです。（女性・７０歳代）
◎ＫＡＺＵさん歌と演奏とてもステキでした。レパートリーの多さに感心しています。これからも頑張って下さい。
（女性・６０歳代）
◎ビートルズはむずかしいよね。ご苦労様でした。遠藤さんのベース最高。せっかくのサックスの音色が今回カゼひいた
ような音で残念。一度確認を。いろいろと「クフウ」をこらしてやっておられます。感謝です。小池さんの寺内節が聴きた
い。是非ゲストで呼んで下さい。（男性・６０歳代）
◎ご苦労様でした。楽しかったです。どうもありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎皆さんいつまでもお元気で頑張ってね。（女性・６０歳代）
◎楽しく聴かせていただきました。ありがとうございます。又来たいと思います。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しい演奏を聴かせて頂きありがとうございます。皆さん素敵です。今回も変わらない曲！ビートルズ・歌もあり
楽しませて頂きました。ライブはいいですね。元気を頂きました。（女性・７０歳代）
◎ボーカルが良かったです。（男性・７０歳代）
◎メンバー紹介のところに年も入れるともっともっと元気もらえそう。おもしろいよ。元気もらいました♡
アッとホームな感じが好き！！！仲間すてきすぎ！！！（女性・６０歳代）
◎同じ年代の人達の元気な姿に勇気をもらいました。知っている曲ばかりでなつかしく聴かせてもらいました。
昔を思いながら楽しく聴かせてもらいました。（女性・６０歳代）
◎暑い中、お疲れ様でした。太陽にほえろ！よかった。（男性・５０歳代）

印象に残った曲・又聴いてみたい曲
全部 ４名 霧のカレリア １１名 夜霧のしのび逢い ２０名 アパッチ １０名 恋人も濡れる街角 ６名
熱き心に ２７名 朝日のあたる家 １０名 みずいろの雨 ２８名 闘牛士のマンボ ２２名 ダイヤモンドライン ３０名
カサブランカ ７名 She Loves You １０名 ベンチャーズメドレー １７名 さらばシベリア鉄道 ７名 ラナウェイ ６名
All My Loving ７名 思い出は美しすぎて １１名 アトランティス ３名 そんなヒロシに騙されて ４名
太陽にほえろ ３名 たそがれマイラブ ２名 春がいっぱい １０名 ビートルズ全般 ４名 フットタッパー ２名
シャドウズ １名

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
６０～８０年代の曲 ３６５日の紙飛行機 サーフライダー スモークオンザモーター ハイウェイスター 夜空の星
サカナクション 雨の御堂筋 ニニロッソ 冬のリビエラ 鉄道員 ブルーシャトウ③ 京都の恋② ヨーロッパ
思い出の渚 キャラバン④ 私はピアノ② ブルドック ミスターポストマン・抱きしめたい（ビートルズ）
レッツゴー運命⑤ 桃色吐息 いとしのエリーナ② ごめんね（高橋真梨子） 十番街の殺人② 長い髪の少女②
キサナドゥの伝説 いい日旅立ち② ルージュの伝言（ベンチャーズカバー） 針とピン 太陽はひとりぼっち②
そよ風と私 北国の青い空 サンタナ スプートニクス ディスコ調 悲しき天使 別れの朝
Ｎｏ．７
腕に虹だけ（小林旭） ジャ二－ギター 夕焼けの戦場 二人の銀座 夢のカリフォルニア サザンの曲
高橋真梨子（歌付きで） 夕陽がないている ブルーコメッツ マルタ島の砂 蜜の味 君といつまでも②
ニールセダカ ポールアンカ フランシス ルターズ レッツゴー 雨の思い出 ブルドック 夢で逢えたら
少年時代 ラリーカールトンのスリープウォーク さすらいのギター② 蒼い星くず ブラックサンドビーチ
好きにならずにいられない 夕日のトランペット サウンドオブサイレンス 寺内タケシの曲 旅人よ ＧＳ
Paradise Has No Border 加山雄三② ノーエ節 タッチ イエローリバー アーリーインザモーニング
アニメソング ジョニーへの伝言 希望 また逢う日まで 渚のシンドバット ランチャーズ ラテン②
京都慕情 マスカレード ラ・バンバ キッスは目にして 映画音楽
ミスチル ロシアより愛を込めて
シルエットロマンス ビレッジシンガーズメドレー シーサイドバウンズ 涙のトッカータ レットイットビー
ウルトラソウル アルフィーの曲 ロシア民謡 異邦人（Ｖｏ入りで） ミッションインポッシブルのテーマ曲
ジャズ オールディズ 明日に架ける橋 ミセスロビンソン

楽器経験

有り

吹奏楽 ８名

バンド ９名

４８名
ジャズ ２名

なし
管弦楽 １名

７９名

その他 ３名

ユーホニウム １名 ギター ２３名 ドラム ５名 ピアノ ５名 三味線 １名 クラリネット ２名 エレクトーン ２名
トランペット ３名 ベース ４名 トロンボーン １名 ウクレレ １名 Ｋｂ １名 フルート １名 ホルン １名
琴 ２名 リコーダー １名

来場回数・地区
初めて ２９名

２回 １２名

３回 ２２名

４回 １１名

５回以上 ５３名

北区 ４９名 東区 ２４名 江南区 １０名 中央区 １８名
胎内市 １名 新発田市 ８名 田上町 ２名 五泉市 ３名
聖籠 １名 加茂市 １名 燕市 ２名 ？ ７名

秋葉区 ８名
見附市 １名

毎回 ２６名

？ ２名

西区 ６名 南区 ５名 西蒲区 １名
村上市 １名 阿賀野市 ５名

何で知ったか？
知人・友人 ３８名 出演者 １名
その他 ４名 ？ １名

ＨＰ ４名

案内ハガキ ８４名

新聞 １７名

区役所だより ５名

性別・年代
男性 ９０名
２０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

女性 ６４名
１名
２名
５８名
２６名
２名
１名

アンケート枚数
来場者数

１５５枚

約２００名

２０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代

？ ３名
１名
１名
３８名
２２名
１名

６０歳代
７０歳代

２名
１名

