２０１８．１２．２４（振休・月） 第２９回定期無料演奏会 《豊栄地区公民館》
Ｎｏ．１
◎素晴しい演奏を聴かせてもらいありがとうございます。ギターのお二人が会場を回って弾いてくださって良かったです。
（男性・女性６０歳代）
◎いつも楽しみにしています。（？・６０歳代）
◎エレキ楽団の皆様の熱き心が伝わり楽しませてもらいました。有難うございました。（女性・７０歳代）
◎どんな曲でも最高です。（男性・８０歳代）
◎新保さんご苦労様でした。毎回楽しみにしています。青春を思い出します。（男性・６０歳代）
◎うらやましい。良いクリスマスプレゼントありがとう。これからも応援しますね。（男性・６０歳代）
◎元気をもらって良かったです。大変良いクリスマスでした。心もいやされました。（女性・７０歳代）
◎楽しかったです。「熱き心に」又聴きたい。（女性・？）
◎次回も楽しい演奏をお願いします。感動しました。夢の中の様でした。（男性・６０歳代）
◎次回も頑張って下さい。“熱き心に”新保様よかったです。今回も大変よかったです。（男性・６０歳代）
◎もう少し演歌が聴きたいです。大変楽しかったです。（男性・８０歳代）
◎健康でいて下さい。そして私達に少しでも長く楽しい曲を聴かせて下さい。最高でした。（女性・７０歳代）
◎ボーカルも入れてほしい。（男性・６０歳代）
◎いろんな曲大したもんですね。満足です。（女性・６０歳代）
◎１年間ご苦労様でした。楽しく聴きました。これから厳寒期に入り体調には十分注意し来年度も楽しい演奏を聴かせて
下さい。今回の演奏は１・２度聴いた曲で、又歌詞カード付でよかったです。（男性・７０歳代）
◎いつも本当に楽しみにしています。お茶やお菓子も用意されていてびっくりです。本当に楽しいよい時間をありがとう
ございました。（女性・６０歳代）
◎ありがとうございました。喫茶店の様にお茶も用意されていて感謝感激でした。（男性・６０歳代）
◎エンドウさん良かったよ。（男性・６０歳代）
◎がんばってください。良かった。歌をお願いします。（男性・６０歳代）
◎良い演奏でした！！（男性・７０歳代）
◎最初のドラム、安心して聴いていられます。（２・３曲目から思っていました。）ベースの彼女も同じです。ＮＥＧ－Ｖの
演奏時ベースの彼女だけが腰を軽く左右に振ってリズムを取っていた。他の人（リズム・リードギター）も一緒にやった
らよいと思う。（男性・６０歳代）
◎若々しくて素敵です。又お願いします。（女性・７０歳代）
◎大変ありがとうございました。これからも元気で「スバラシイ」演奏を聴かせて下さい。若い頃、寺内タケシのブルージー
ンズ・バニーズ・ベンチャーズの曲が大好きで、今でも「心が熱く」なる。（男性・６０歳代）
◎良かったです。今日は楽しいひとときでした。ありがとうございました。昔のあの頃を思い出しながら、なつかしく聴き
惚れて、酔いしれていました。（女性・６０歳代）
◎皆様いつも楽しい演奏ありがとうございます。大変良かったです。（？・７０歳代）

Ｎｏ．２
◎大変お疲れ様です。アッと言う間に終わってしまうー。まだまだ聴きたい！出来れば半日（４Ｈ）位聴いていたい！
（男性・６０歳代）
◎お茶・お菓子ごちそうさまでした。（女性・７０歳代）
◎大変良かったです。又、楽しみにしています。（男性・？）
◎キーボードご活躍でしたネ。Ｒギター流石でした。遠藤Ｄｒも流石でした。非常に良かったです。堪能しました。
また来ます。（女性・６０歳代）
◎演奏会はすばらしかったですが、女性陣の笑顔が少しほしかったです。今年はいろいろなことがありすぎて、皆さんの
バンドでたくさんの元気をもらいました。ありがとうございました！たまたま２４日サンタの帽子も良かったですネ。
（女性・６０歳代）
◎料金５００円程度、活動費にして下さい。（男性・７０歳代）
◎楽しかったです。次回が待ちこがれます。曲の前に簡単なナレーションが欲しい。テルスター⇒通信衛星の事です。
カレリア⇒北欧（フィンランド？）のバンド、スプートニクスの曲で、途中にトロイカのメロディが流れます。
ブラックサンドビーチ⇒湘南茅ヶ崎の海岸をイメージした曲で、砂が少し黒っぽいと言われています。
Ｖメロディの紹介。（男性・７０歳代）
◎飲物・お菓子類大変ご馳走様でした。ドラム（２人とも）good。市島さんギターgood。全員goodです。市島さんのトーク
大変楽しいです。観客席への移動演奏goodでした。ＮＥＧの演奏を聴くと元気が出ます。いつも乍ら、すばらしい音で
した。キーボードの２人の女性の方、顔が良く見えず残念（譜面台の位置、あるいは高さを加減されたらどうでしょうか？
（男性・７０歳代）
◎長く続けて演奏聴かせて下さい。大変良かったです。来年も来たいと思います。（男性・６０歳代）
◎８５才の林さん他皆様、末永く聴かせて下さい。ベンチャーズが入る、３部、メリハリありでいいと思います。
この楽団は楽器が多く他と違い楽しめる。レパートリーも多い。（女性・６０歳代）
◎頑張って下さい。生は大変良かった。生演奏は素晴しい。大変良かった。（男性・７０歳代）
◎全曲とても良かった。選曲・演奏がスバラシイ。今日はクリスマスイブ、クリスマスの曲を１曲聴きたかったです。
今日は楽しく過ごせました。来年も益々頑張って下さい。初めて聴きました。うわさ通りのすばらしい楽団演奏でした。
今後の活躍を楽しみにしています。次回の案内をお願いします。「熱き心に」最高でした！！（男性・６０歳代）
◎頑張って下さい。ファイト！！ケガ・病気に気をつけて！！（女性・６０歳代）
◎数曲知らない曲がありましたが、楽しかったです。歌詞カードにも番号があったら良かったです。（女性・６０歳代）
◎こらからもガンバレ。とても良かった。（女性・６０歳代）
◎年々良くなって来ました。又の開催を楽しみにしています。数年前ハワイ、ダイヤモンドに主人と登った日を思い出しま
した。とても良かったです。なつかしい曲で涙が出そうな曲でよかったです。茶菓思いがけず良かったです。
ほんの気持ちを協力させていただきます。（女性・７０歳代）
◎市島さん毎回ハッスルご苦労様です。林先輩いつまでも頑張って下さい。みんな良かったです。（男性・７０歳代）
◎全ての曲が良かったです。ジャンルは違いますが、東京キューバンボーイズのレパートリーなども聴いてみたい。
パーカッションの林さんの演奏の姿に接し感動しました。大変すばらしかったです。機会があったら、また参加したいで
す。（男性・７０歳代）
◎相当に練習されていたようで感動しました。（男性・６０歳代）
◎すばらしい演奏でした。ひさしぶりに生バンドの演奏を聴きました。次回を楽しみにしています。（男性・６０歳代）

◎とってもステキでした。長く続けて下さいネ。客席の照明を少し暗くしてスタッフが目立っても良いのでは？
（女性・６０歳代）
◎うらやましいのひと言。和製ポップスの歌手名をのせてほしい。（男性・７０歳代）
◎大変すばらしかったです。２０代の頃に戻った気持ちになりました。（女性・６０歳代）
◎皆さんあたたかいムードを持ったバンドだと思いました。これからも期待しています。久しぶりに生演奏を聴いて、今年
最後の心の栄養をいただきありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎いつもありがとうございます。毎回進歩していてすばらしい！（女性・７０歳代）
◎皆さんすばらしい演奏でした。回を重ねるごとに、音・ハーモニーがよくなっています。（女性・７０歳代）
◎うまい。皆さんピッタリ。（女性・７０歳代）
◎フル編成もあつみがあって満足ですが、やはり（ＮＥＧ－Ｖ）はなつかしくもありよい。これを大事にして欲しい。
熱演ごくろうさま。大満足です。＜ウィスキーがお好きでしょ＞リードギターの音量とボリュームを変えられたようですが
サックスの音圧と比べ弱音で「かけあい」とするには少々弱いと思う。もっとあげて音を際立たせる方がよいと思います。
（男性・女性・６０歳代）
◎すごい、感動の一言です。若き頃、青春時代を思い出しました。懐かしくて涙です。（男性・６０歳代）
◎遠藤さんのドラムで一段とグレードがＵＰしますね。（男性・７０歳代）
◎たのしくやっていてすてきです。パッピー・ありがとう・メリークリスマス。（男性・６０歳代）
◎すばらしいです。遠藤さんのドラム本当にすばらしいです。古源さん、会う度とってもうまくなっていてありがとうございま
す。演奏だけでなくＭＣも温かくてステキでした。メンバー全員に感謝です。（女性・６０歳代）
◎終わってみたら全部良かったです。毎回楽しく聴かせてもらってます。ありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎今年１年、毎回楽しませてもらいました。ありがとうございました。（？・６０歳代）
◎Ｖｅｒｒｙ ｇｏｏｄ（女性・７０歳代）
◎２５曲もの曲を立て続けに弾いていただいて、人生かわりました。チームワークもよく、曲もひびいてきて、今日ここに
来てよかったです。（女性・７０歳代）
◎プロでないだけに、その活動には大変なご苦労があると思います。その成果を聴かせていただき、感謝申し上げます。
来る年も活動を期待申し上げます。素人ですが、同じ曲を何回か聴かせていただいて、演奏テクニックの向上が感じま
すが！！敬意を表します。希望している人にはハガキ代相当は強制的に徹してやって下さい。（男性・７０歳代）
◎いつも楽しく聴かせて頂きありがとうございます。７０～８０才の演奏を聴き、とても元気がでました。（女性・６０歳代）
◎毎回熱い演奏ありがとうございます。市島さん健康第一でさらに頑張って下さい。（？・６０歳代）
◎ファイト！！すばらしい演奏でした。私の生まれた十日町市にファイブコメッツと言う５０年続けているエレキバンドがあ
ります。（男性・７０歳代）
◎いつまでも元気で頑張って下さい。楽しみにしています。演奏会の中でたまには１・２曲ボーカルを入れてほしい。
（女性・６０歳代）
◎来て本当に良かったです。すばらしかったの一言です。又の機会を。（女性・８０歳代）
◎又来年も宜しくネ。（男性・６０歳代）
◎せっかく良いパーカッションがあるので、リズムのはっきりしたラテン音楽系の曲が是非きいてみたいです。

Ｎｏ．３

（男性・７０歳代）
◎素晴しい。ありがとう。ありがとう。（？・７０歳代）
◎とっても素敵なグループです。たびたびコンサートお願いします。ベンチャーズサウンドは音量が足りません。
特にリズム・ベース・ドラム・リードの順に今の倍位の音量にして下さい。もっともりあがります。演奏が上手なので、音が
大きいともっと良い。（男性・６０歳代）
◎皆さん全員最高です。（男性・６０歳代）
◎いつまでもすてきな曲を聴かせて下さい。とても良かったと思います。（男性・６０歳代）
◎楽しい時間をありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎各人の努力のたまものを見せて頂きました。すばらしかった。（男性・７０歳代）
◎皆様ステキでした。大変良かったです。（女性・７０歳代）
◎５０回・１００回と頑張って下さい。ボーカルが欲しい。（男性・６０歳代）
◎今の様に若さを保って。（男性・７０歳代）
◎長く演奏会を続けて下さい。引き続きエレキサウンズを聴かせて下さい。（男性・６０歳代）
◎お疲れさまでした。いつまでも元気でやって下さい。（男性・６０歳代）
◎日頃の練習の成果が出て良かったです。（女性・６０歳代）
◎期待してます。次回楽しみです。（女性・６０歳代）
◎作詞・作曲者・歌手名も知れたらうれしい。今回歌詞を入れていただき、曲が一層楽しめました。途中時々ボーカルが
入っても良いかも。素人っぽい人でいいと思う。団員の方が歌うとか！（女性・６０歳代）
◎いつまでも元気で楽しい演奏をお願いします。飲み物・お菓子等大サービスありがとう！
フィギアの展示が素晴しい⇒売ってくれない？（男性・７０歳代）
◎毎回の熱い演奏には感心しています。次回も楽しみにしています。チームワークも良く楽しく聴かせて頂きました。
（女性・７０歳代）
◎昔を思い出します。学生の頃でなつかしいです。（女性・６０歳代）
◎いつも楽しみにしております。忙しいとは思いますが、練習したり発表したり、有意義な時間を過ごしていらっしゃいます
ね。テケテケテケがたまらない！椅子の配置が良い。（女性・６０歳代）
◎全員がすばらしい！！今回に限りクリスマスメドレーがほしかった。（男性・７０歳代）
◎メンバーの皆さん、ステキです。（女性・６０歳代）
◎どの曲も好きな曲です。どの曲も青春ド真ん中いつ聴いても飽きません。林さん元気になられて良かったです。今後の
益々の活躍を祈ります。音のミキシングが良かったです。メイン・サブの音のバランスＧｏｏｄ！
どの曲も青春ド真ん中のもので毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎毎回無料で演奏を聴かせて頂きありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎素晴しい演奏ありがとうございました。楽しませて戴きました。（男性・６０歳代）
◎毎回エンジョイします。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．４

◎毎回素晴しい演奏をありがとうございました。来年も楽しみにしております。大変ありがとうございました。
（女性・７０歳代）
◎若い頃を思い出し涙が出そうでした。（女性・７０歳代）
◎頑張って下さい。とっても良かった。（女性・７０歳代）
◎いつも楽しいトークと演奏、ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎いつも楽しい一時をありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎今まで通りで良い。（男性・７０歳代）
◎いつも楽しく聴いています。ありがとうございます。ギターの人達が客席の方へ来た（回った）のは、とてもよかった。
できればベースギターもそのようにしたらどうでしょうか。（男性・７０歳代）
◎１年間ご苦労さまでした。（男性・７０歳代）
◎以前リクエストした曲、好きな曲がズラリでいい選曲だった。（男性・６０歳代）
◎元気をもらいに毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎クリスマスイブの日の演奏なので、クリスマスソングがあってもいいかな。今回も元気をありがとう。楽しかったわ～。
（女性・７０歳代）
◎いつもステキな演奏ありがとうございます。クッキーや飲物まで重ねてありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎毎回ハガキが来るのを楽しみに待っています。やっぱりスバラシイです。たそがれマイラブ良かったですね。
（女性・６０歳代）
◎いつも演奏会で元気づけられます。お便りありがとうございました。いつまでも皆さんお元気でご活躍されて下さい。
（女性・７０歳代）
◎１年間楽しませていただいてありがとうございました。ステージ上のメンバーには、冗談でも叱らない。ホメて。
（男性・７０歳代）
◎皆さんスバラシイ！中学・高校時代の想い出が浮かんできて、良い時間でした。（男性・６０歳代）
◎いつも楽しい時間をありがとうございます。皆様健康に気を付けてずーっと続けて下さい。遠藤さんのドラムはさすがに
すばらしい。（女性・７０歳代）
◎ずーっと続けて下さい。楽しい時間でした。（男性・７０歳代）
◎うかれて聴いていました。何回聴いても楽しい。（女性・６０歳代）
◎やっぱりベンチャーズの曲はいいですね。雨の御堂筋は私のカラオケの１曲です。私の時代はチューリップなのですが、
どんな感じになるのかな？楽しそうに弾いているのをみてこちらも楽しくなります。ありがとうございました。又来ます。
初めての参加でしたが、充分だと思います。からだが自然に動いてしまいます。（女性・６０歳代）
◎アルトサックスの音、全体が一体になって素晴しかった。クリスマスイブに聴けて最高。（男性・女性・７０歳代）
◎なつかしく楽しかったです。是非継続をお願いします。「熱き心に」良かったです。年末しめくくり、来年への良いスタート
がきれそうです。（女性・６０歳代）
◎年齢を重ねても、まだまだやれるのがすごい。いやー、良かったです。（男性・４０歳代）
◎スバラシイ。（男性・？）

Ｎｏ．５

◎歌がないバンドスタイルであるが１・２曲ボーカルが欲しいです。演奏は全曲すがらしい。
なおかつ司会トークが上手で楽しいです。（女性・６０歳代）
◎会場設営、茶菓のもてなし等ご苦労様です。（男性・７０歳代）
◎これだけできると気持ちいいですね。大変良かったです。（女性・７０歳代）
◎今回も演奏を聴いて、またエネルギーが出てきました。次回４月の演奏楽しみに待ってます。今回の演奏もとてもすば
らしかったです。昔思い出しました。皆様も体に気を付けてガンバッテ下さい。（女性・７０歳代）
◎みなさん素晴しい。応援してま～す。ジャ二－ギターがやはり素晴しい。（男性・６０歳代）
◎遠藤さんこれからもずっとよろしくお願いします。お茶等用意されていて、助かります。（女性・６０歳代）
◎今時元気をもらえるメンバーがいるんだね。（男性・８０歳代）
◎カッコいい。元気頂きました。最高に良かったです。次回を楽しみにしております。（女性・７０歳代）
◎高齢の方も演奏されているので、ビックリしました。素晴しい演奏会です。次回も参加したいと思います。
（女性・６０歳代）
◎いつも楽しい時間です。ありがとうございます。ドラムさすらいのギター遠藤さんよかった。林さん元気で続けて下さい。
ジャ二－ギター⇒市島さん良かった。熱き心に⇒新保さん良かった。皆さんとてもよかったです。（女性・６０歳代）
◎いつまでも若さをもらいます。これからも元気に続けて下さい。（男性・７０歳代）
◎いつも御苦労さまです！一年間ありがとう。ジャ二－ギターが良かった。（さらばシベリア鉄道も）（男性・６０歳代）
◎皆さんずっと立ちっぱなしで演奏お疲れ様です。林さん、シブイ！カッコいい。市島さんの楽しいトーク、皆様から楽しい
元気パワーもらってます！（女性・６０歳代）
◎パンチのきいた曲をお願いします。楽しみにしています！！楽しいひと時をありがとうございます！毎回楽しみにしてい
ますので、どうぞお体を大切にしてくださいませ！（女性・６０歳代）
◎たいへんたのしかった。いいクリスマスでした。（男性・６０歳代）
◎楽しい時間をすごせました。ありがとう。（女性・？）
◎客席まで歩いて来たところが良かった。歩くの大変そうでしたけど・・・よかった。のみもの美味しかったです。
おつかれさまでした。（女性・２０歳代）
◎豊栄でビッグバンドと共にすばらしいバンドです。レパートリーが沢山有りびっくり。（男性・８０歳代）
◎フルート演奏も良いですね。体には充分ご自愛頂き、益々の発展を祈ります。初めて演奏会生で聴き感動しました。
頭の中に新しい空気が入り、リフレッシュ。大いに外に出たいと思いました。（女性・７０歳代）
◎新潟で大衆に開かれた場としてすばらしいと思います。まとまっているということは、お一人おひとりがすばらしいから
です。そして団長さんがすばらしいからです。チームワークよろしく継続されていることに感心いたします。皆さんが楽器
演奏をお好きなんでしょうね。長く続けてほしいと思います。いつもより音量が大きく感じました。一生懸命演奏される
お一人お一人をみながら、なつかしく、感動の曲を届けていただきました。楽しいひとときをありがとう！東区でも演奏会
ができたらなと思いました。※楽器の種類が多く深みと幅があります。（女性・７０歳代）
◎いつも感謝。（女性・７０歳代）
◎大変良かったです。演奏を聴いて来年も又元気で生きます。（女性・７０歳代）
◎心の栄養になりました。明日から頑張って仕事が出来ます。楽しい時間をありがとうございました。すばらしいの一言に
限ります。ありがとうございます。（女性・５０歳代）

Ｎｏ．６

Ｎｏ．７
◎ＮＥＧ－Ｖの演奏が良く合っていて良かった。（男性・８０歳代）
◎来年も開催を期待しています。飲物お菓子ありがとう・・・おいしかった。（男性・７０歳代）
◎毎回楽しませて頂いています。数回スピーカーの音が気になりました。（男性・６０歳代）
◎大変素晴しい演奏ありがとうございました。感動しました。（女性・５０歳代）
◎毎回頑張ってやっていますね。元気もらいます。客席少しくらくしてほしい。雰囲気が出ると思います。（男性・６０歳代）

印象に残った曲・又聴きたい曲
北国の青い空 ６名 ジャ二－・ギター １８名 テルスター ３名 ブルー・シャトウ １６名 京都の恋 ８名
ゴーカートツイスト １０名 冬のリヴィエラ １６名 太陽はひとりぼっち ２０名 たそがれマイラブ １４名
恋人も濡れる街角 ５名 ベンチャーズメドレー １７名 ダイヤモンドライン ２５名 さすらいのギター ４名
秘密諜報員 ３名 涙のギター ３名 ウィスキーがお好きでしょ ８名 熱き心に ２９名 雨の御堂筋 ８名
さらばシベリア鉄道 １６名 霧のカレリア １３名 あの時君は若かった ３名 キサナドゥの伝説 ９名
二人の銀座 ８名 ＮＥＧ-V ９名 全部 １０名 夢で逢えたら ３名 そんなヒロシに騙されて ２名
夢の中へ ２名

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
ラブポーションＮｏ．9 空の終列車② キャラバン④ ミスターポストマン どんな曲でもいい④ カーペンターズ
サイモンとガーファンクル 想い出の九十九里浜③ 演歌 映画音楽 リンガーズの曲 信濃慕情 青い瞳
太陽がいっぱい いとしのエリーナ ＧＳ② ベンチャーズ⑦ 寺内タケシ③ 朝日のあたる家② ミッシェル
Ｇメン７５ 島崎由理の「面影」 真珠貝の歌 ラップシティ 蜜の味 夜明けのスキャット 柳ヶ瀬ブルース
増位山太郎の曲 石原裕次郎の曲 二人の世界 夜霧よ今夜もありがとう テレサ・テンの「空港」 アパッチ④
加山雄三の曲 東京キューバンボーイズの曲 天城越え 闘牛士のマンボ② 雪は降る レッツゴー運命③
長崎は今日も雨だった ゴットファーザー愛のテーマ また逢う日まで 哀愁のヨーロッパ② 津軽じょんがら節
長い夜 サザンメドレー ビリーヴォーンの浪路はるかに ブルドッグ 北国の春 スプートニクス ワイプアウト
夢のカリフォルニア 旅人よ クラシックアレンジ ＪＡＺZ ダンシングヒーロー ＵＳＡ③ ００１１ナポレオン・ソロ
ジェームズボンドのテーマ キーハンター カリフォルニア・シャワー スマップの曲 サタデーナイトフィーバー
コーヒールンバ スカイラブ ステンドバイミー ラナウェイ トップオブザワールド 各ＧＳバンド代表曲メドレー
クルエルシー② ホテルカリフォルニア イエスタデー チューリップの曲 石川鷹彦の曲 京都慕情 ミスティ
長い髪の少女 どうにもとまらない スターダスト 新潟ブルース シルエットロマンス② たそがれの銀座
上を向いて歩こう ＶＩＶA ＬＡ ＶＩＤＡ 民謡 なつかしのメロディ オリビアを聴きながら エロチカセブン
希望の轍 チャンピオン 三橋美智也の曲 ブルー・スター チョッパ ベッドでたばこは吸わないで ハワイアン
草競馬 矢沢永吉の曲 サザンの曲 人生いろいろ 黒田節 川の流れのように ユーミン 太陽にほえろ

楽器経験 有り ４４名
バンド ９名

吹奏楽 ６名

楽器経験 なし ９６名
フォーク ２名

ジャズ １名

管弦楽 ２名

その他 ６名

三味線 １名 明笛 １名 ギター ２０名 フルート １名 トランペット ３名 ベース ４名
クラリネット ２名 打楽器 １名 アルトＳＡＸ １名 尺八 １名 ピアノ ２名

ドラム ３名

来場回数・地区
初めて ２９名

２回 ２１名

３回 １５名

４回 ６名

５回以上 ６８名

毎回 ３４名

？ ４名

北区 ５２名 東区 ３２名 秋葉区 ８名 西蒲区 ２名 阿賀野市 ４名 江南区 １７名 中央区 １３名
新発田市 １０名 阿賀町 １名 弥彦村 １名 西区 ７名 五泉市 ４名 長岡市 １名 聖籠町 ２名
胎内市 １名 燕市 ３名 妙高市 １名 村上市 ２名 田上市 ２名 ？ １２名

Ｎｏ．８

何で知ったか？
知人・友人 ３９名 出演者 １２名 ホームページ ２名
区役所だより ８名 公民館まつり １名

案内ハガキ １０２名

新聞 １５名

性別・年代
男性 ９８名
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

アンケート枚数
来場者数

１名
１名
４５名
３５名
１１名
５名

１７６枚

約２８０名

女性 ７４名
２０歳代

１名

？ ５名

５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

２名
３６名
３１名
２名
２名

６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

１名
１名
１名
２名

