２０１９．４．１３（土） ３バンドコラボ演奏会

《ゲスト 山形ベンチャーズ・サウンズリバー》

Ｎｏ．１
◎雨の御堂筋のカイアマ智子さんの歌が大変良かった。すべてすばらしい演奏でした。青春時代を思い出しながら、５０
歳若くなって帰ります。ありがとうございました。また、合同の演奏会して下さい。期待しています。又来ます。
文化会館でも満員になります。会費２,０００円でも安い。（男性・８０歳代）
◎さすが新保さん、迫力満点でした。川西３丁目！（？・７０歳代）
◎お嫁サンバ最高でした。サックスの新保最高（中学校の同級生です。うまい。）ドラムの遠藤さんと同じ高校同級生です。
また来ます。山形ベンチャーズ、本物顔負け、本物ベンチャーズみたい。うまい。（男性・６０歳代）
◎ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎楽しかったよ。今回は特に楽しかった。山形さんの出演で、はなやかでとてもよかった。（女性・７０歳代）
◎毎回すばらしい演奏ありがとうございます。他グループの参加も変化があって良かった。
時々あれば最高です。（男性・７０歳代）
◎今回の演奏会は３バンドの皆さんであり、大変良かったです。やはりＮＥＧの方々はすばらしかったです。
３バンドの皆さんの迫力ある演奏、とても良かったです。山形ベンチャーズの演奏はさすがでした。又「安芸灘の風」を
歌った、佐藤忠さんの歌はgoodでした。高音が本当にすばらしかったです。（男性・７０歳代）
◎心が癒せてもらって、楽しかったでした。大変良かったです。（？・７０歳代）
◎どれもステキですよ！！演奏会のたびご苦労様で～す。なつかしく聴くことが出来ました。病気も良くなるみたいです。
ありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎次回の８月２５日を楽しみにしています。山形ベンチャーズが良かったです。ボーカルも入って大変盛り上がりました。
真夏の出来事・涙の太陽・安芸灘の風・お祭りマンボが特に良かったです。ギターテクニックもgoodでした。
（男性・７０歳代）
◎ムカさんの歌は声量すごくみんな印象に残ります。バンド演奏それぞれが良かった。オールディズ・ベンチャーズetc
それぞれ楽しさに包まれて嬉しい思いでした。皆さんありがとうございました。楽しいリズムの世界に包まれる３時間余
り、私の頭の中は、ダンスで踊りっぱなしでした。（女性・６０歳代）
◎長時間の演奏ご苦労様でした。（３バンド共に）（男性・６０歳代）
◎たいへんよかったです。いい１日になりました。ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高！とても楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎今日も『“ド・ハクリョク”のある演奏』ありがとうございました。いつも以上に熱気を感じました。今日も楽しみにしていま
した！！！サウンズリバーさんトップ演奏ありがとうございます。なんでも「初め」は大変なんですよネ。おそろいのネク
タイの色“すてき。”山形ベンチャーズ「パイプライン」でとりこになりました。プロ？！ボーカルのカイアマ智子さん♡プロ
として山形で唄っていらっしゃるのでしょうか？素敵！！とりこになりました。（プロフィールあとから読んで納得でした♡）
（女性・６０歳代）
◎サウンズリバーのドラム良かったです。（男性・７０歳代）
◎すばらしい。大変良かったです。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しませていただきありがとうございます。（男性・８０歳代）
◎素敵な演奏をありがとうございました。今回のコラボ演奏会も良かったです。（女性・７０歳代）
◎頑張って下さい。これからも★とても良かったです。（女性・３０歳代）

◎安芸灘の風→スバラシイ！毎回々楽しく聴かせてもらってます。ありがとうございます。今後も山形さんと演奏会をやっ
Ｎｏ．２
てもらいたい。（男性・７０歳代）
◎林さんから元気をいただきました。古源さんのドラムステキでした。（女性・７０歳代）
◎毎回ありがとうございます。大良。（男性・？）
◎出演者１人々にエールを送りたいです。プロ演奏会と変わらぬすばらしい舞台です。（男性・７０歳代）
◎とても楽しい時間をありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎同世代・先輩・後輩の皆さん、頑張ってますね！！いいネ！！とにかく主催者が熱い！！パワーをもらえまぁ～す！
今年あたり、見た目（ステージ衣装）チェンジしてはいかがですか？（女性・６０歳代）
◎今後も頑張って下さい！！ガンバ市島さん！！今後はサイン会、握手会をお願い。サインをもらった方には、おひねり
（お気持ちを！！）はいかがですか。（男性・７０歳代）
◎全メンバーの熱意を強く感じました。感動。（女性・７０歳代）
◎皆さん大変に演奏がうまいので聴いてたまげます。プロと同じ。（男性・７０歳代）
◎古源さん元気が有る。（男性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高！！やっぱり良かった。スゴイー。（男性・？）
◎楽しくやっている姿ステキでした。最高です。（女性・７０歳代）
◎いつもすばらしい曲を聴かせてもらって感謝しています。（男性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ 安芸灘の風又聴きたい。（女性・７０歳代）
◎熱演ありがとうございました。山形ベンチャーズのみなさん遠路ありがとうございました。再会出来る事を楽しみにして
います。エレキサウンドは青春ですね！（男性・６０歳代）
◎とても素敵な演奏ありがとうございました。山形ベンチャーズすごい素敵です。ボーカルかっこいいです。
（女性・６０歳代）
◎いつもメンバーからのパワーをいただきありがとうございます。すごいコラボ。レベルの高さに感動。ＣＤありますか？
（男性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高。秋にもう一度お願い！！（男性・７０歳代）
◎楽しい時をありがとうございました。頑張ってぜひ続けて下さい。良かったよ～。変化があって楽しめた。
山形ベンチャーズ又ぜひ聴かせて！（女性・７０歳代）
◎ガンバッテ下さい。山形ベンチャーズ又お願いします。最高でした。とっても良かったです。（男性・？）
◎今回のコラボ演奏会最高でした！山形ベンチャーズとても良かった！（女性・６０歳代）
◎楽しみにしてました。頑張って下さい。（女性・６０歳代）
◎フルート又演奏に酔いしれました。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高。（男性・６０歳代）
◎いつもみなさんの演奏する姿に感動します。来て良かったです。（男性・６０歳代）
◎ベース和子さん楽しそう。お嫁サンバGood！！山形ベンチャーズ全てGood！また来て下さい。（男性・６０歳代）

◎あたたかくて素敵でした。（女性・７０歳代）

Ｎｏ．３

◎いつも大変な中（忙しくて）ありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎３組のコラボ本当に楽しかったです。どの曲も良くて選べませんでした。太陽はひとりぼっちのサックス良かったです。
皆様毎回ありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎いつもとちがいボーカルあり、ありがとうございました。今回サックスの曲が多くてとてもよかった。
サーフィンＵＳＡパーカッションのりのり大変良かった。元気になります。アップ・スローの曲あり良かった。（？・６０歳代）
◎すばらしかったです。（女性・７０歳代）
◎大変良かったです。山形ベンチャーズきてもらえてよかったです。最高です。（特に砂に消えた涙）又、来て頂きたい。
（女性・６０歳代）
◎安芸灘の風 山形ベンチャーズのボーカルが良かったです。シックにルビーの指輪歌ってくれる人いないのかな？
サウンズリバーのベンチャーズサウンド良かったです。１２月に来られなかったので、久しぶりに新保さんのサックスや
フルートを聴いたようでした。（女性・６０歳代）
◎全部良かったデス！！（男性・７０歳代）
◎エレキ楽団の演奏は安定していてどの曲も素晴しかったです。サンバのリズムに合わせて演奏しているベースの遠藤
さんが印象的でした。（男性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ→歌うまい。楽しかった又山形ベンチャーズ最高でした。（女性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズ 涙の太陽よかった。（男性・７０歳代）
◎エレキ演奏会ははじめてきました。元気をもらいました。ありがとうございました。とても楽しく聴かせてもらいました。
２０才～３０才の頃を思い出しました。ありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズさん、出演ありがとう。とても素晴らしい演奏体がふるえがきます。長く続く事を願っています。
また聴きにきます。ムカちゃんとってもお話がおじょうずね。楽しかったわ。山形弁バージョンとってもとっても良かった
です。北区にこんな素晴しい楽団、うらぎらない楽団、これからもよろしくお願いします。（女性・７０歳代）
◎みなさん、毎日一生懸命練習してガンバッテマスね。すばらしい演奏でした。他のグループの演奏も聴けて、大変良か
ったです。また観に来たいと思います。エネルギー（パワー）もらいました。また山形ベンチャーズ呼んで下さい。
（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズまたお願い。（男性・６０歳代）
◎ノーエ節、意外な組み合わせ。山形ベンチャーズさん最高！よかったわ！また来てね！市島さんのトーク、聞いている
だけでほっくりします。ウマイ！和子さんの存在がとてもうれしい。ありがとう。すごく聴き応えがありました。歌詞カード
があったので、一緒に（心の中で）歌って楽しかった。まゆ玉人形とても良く出来ていて感心しきり。又今度ゆっくり見た
いので、又飾ってね。（女性・７０歳代）
◎皆さん輝いていました。元気をもらいました。ありがとう。最高。（男性・５０歳代）
◎皆様元気で活躍される事を期待します。合同の演奏会は迫力があって素晴しいです。ありがとうございます。
（女性・６０歳代）
◎山形バンド近々新潟に来て下さい。参加したいです。山形ベンチャーズの唄が特に印象に残った。楽しい半日でした。
プロより良かったです。（女性・７０歳代）
◎コラボ大変良かったです。次回も楽しみです。（女性・６０歳代）
◎ベンチャーズ大好きです。サウンズリバーのリードギターの人とてもうまかった。今回は特に楽しかった。
市島さんありがとうございます。（男性・７０歳代）

Ｎｏ．４
◎とてもステキな歌をきかせて頂きました。（女性・６０歳代）
◎皆さんの元気、パワーあふれての演奏、目が覚めました。エレキってすばらしいと思いました。すきになりました。
（女性・８０歳代）
◎素晴しい演奏でした。トークもレパートリーもとても良く楽しく聴かせて頂きました。ありがとうございました。山形ベンチ
ャーズの歌も楽しく、華やかなステージでした。リードがとても良かったです。舞踊等の発表会も観に行きますが有料で
す。今度は有料にしたらいかがでしょうか。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高！（女性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズ良かったです。（女性・７０歳代）
◎良かったです。（男性・８０歳代）
◎元気をいただきました。熱い！（男性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズの歌がステキでした！いつも楽しませてもらってます。弾いてる人も楽しそうで良いと思います！
山形ベンチャーズ、新鮮で良かったです！楽しませてもらいました！（女性・６０歳代）
◎今度対バンお願いします。（演奏会）なつかしかったです。小学校の頃を思い出しました。（男性・６０歳代）
◎演歌が聴きたい。生ギターの人呼んで。サックスうまくなったね。ゲスト大変良かったです！（男性・６０歳代）
◎音楽という趣味を持っている事が大変うらやましいです。年齢に負けずガンバッテ下さい。（女性・６０歳代）
◎やはりベンチャーズナンバー、いつでも聴きたいです。ＧＳ曲も聴いてみたい→インストでもＯＫです。一生懸命が伝わ
ったライブでした。出来れば本当に定期的に聴ければＢｅｓtなんだけど。（男性・６０歳代）
◎大変ご苦労様。（男性・６０歳代）
◎ありがとうございました。（男性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ、とってもよかったです。トークと歌が。木綿のハンカチーフが聴きたい。（女性・６０歳代）
◎ドラムが良かった。良かった。（男性・７０歳代）
◎いつまでも元気で演奏して聴かせて下さい。夢中になれる趣味があることってすばらしいです。（女性・７０歳代）
◎心にどんどんはいってきて、すばらしい演奏でした。（女性・７０歳代）
◎それなりの年齢の方でもこんな生き生きしている姿に感動します。益々のご活躍を！今日も沢山楽しみでした。
（女性・７０歳代）
◎パーカッションが素晴しい。毎回楽しませてもらってます。（男性・６０歳代）
◎サックスはいいネ！全ての音楽、なつかしく聴きました。キーボード聴きたい。（男性・７０歳代）
◎安芸灘の風の歌が良かった。山形ベンチャーズ・サウンズリバーの演奏も良かった。歌手（ボーカル）も良かった。
（男性・６０歳代）
◎熱帯エレキ楽団の曲、もっと聴きたかった。山形ベンチャーズも良かった。（男性・６０歳代）
◎これからも頑張って下さい。いつまでも。またぜひ行ってほしい。（男性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズが良かった。（男性・６０歳代）

◎大変良かった。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．５

◎サウンズリバー・山形ベンチャーズ・熱帯エレキ楽団 すばらしい演奏ありがとうございました。
すばらしい演奏会でした。バンドの皆さんスタッフの皆さんありがとう。（男性・６０歳代）
◎みんな良かった。全部素晴しく又楽しみにしています。とっても良かった。又山形ベンチャーズ来て下さい。
待っています。（女性・８０歳代）
◎ステキでした。もう少し「熱帯」の曲を聴きたかったです。林さんいつもステキです。ドラム遠藤さんさすがです。
古源さんドラム、どんどん上手くなってびっくりです。（女性・５０歳代）
◎なつかしく聴きました。またよろしくお願いします。今後も続けていって下さい。（男性・女性・６０歳代）
◎年令関係なしステキですね。とてもよかったです！（女性・６０歳代）
◎毎回楽しい演奏ありがとうございます。熱帯エレキ楽団を聴きにきたのに、ゲスト楽団が多すぎる。一楽団くらいで良い
のでは。（女性・７０歳代）
◎毎回楽しみにしています。これからも期待をこめて。（？・７０歳代）
◎少しの若さを残しつつがんばっていらっしゃいました。（女性・７０歳代）
◎闘牛士のマンボ、サックスすばらしい！！パーカッション林さんかっこいい！！山形弁かわいい！！（女性・７０歳代）
◎ベンチャーズとのコラボ演奏会等が特に印象に残り、全て良好でした。全てが懐かしさと新鮮さがあり、毎回でも聴きた
い曲ばかりでした。毎回素晴しい演奏に感激するとともに、出演者に感謝しております。今回のような特別の演奏会で
は、有料でもよいと思います。若干の応援はさせてもらいましたが、毎回無料でない方がよいと思われます。
（男性・８０歳代）
◎山形ベンチャーズ、ずっとずっとガンバッテ下さい。歌入りもいいですね。恋の季節の男性コーラスが印象的でした。
（男性・６０歳代）
◎楽しかったです！！（女性・７０歳代）
◎いつもすばらしい演奏、うれしいです。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ、女性ボーカルＮＨＫのど自慢でも鐘３つ。今回も楽しく聴かせてもらいました。（男性・８０歳代）
◎山形ベンチャーズさんのおしゃべりが楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎初めて来ましたが、とってもとっても素晴しかったです。知っている曲が沢山ありとても楽しかった。（女性・？）
◎山形ベンチャーズの安芸灘の風の声が良かった。サウンズリバー、とてものんびりしていて心地良かった。技術面を
もう少しね。熱帯エレキ楽団は、もう少しメリハリをつけてていねいに。毎回、山形ベンチャーズを聴きたい。
休憩から帰って演奏会場へ入ってくる人達からタバコを吸った臭いが会場内に広まって、非常に臭いので会場内だけ
でなく、ここの敷地内全面を禁煙にしてほしい。この会場を出たら体中からタバコの臭いにおいがプンプンするんだろう
なあ。（女性・７０歳代）
◎バランスがとれていて良かったです。曲の選択や音等。音響良い会場で単独ライブして下さい。又友達と来ます。
ベンチャーズ、又ゲストにお願いします。（女性・６０歳代）
◎すばらしい趣味でうらやましいです。又楽しませて下さい。※カイアマ智子さん、とても元気になりました。なつかしい曲
ばかりで、とても楽しかったです。すばらしい演奏なので、もっと良い会場でききたいです。（有料でも良いので）なるべ
く安いとなお良いです。（女性・６０歳代）
◎音量が大き過ぎる。（男性・７０歳代）
◎頑張って下さい。毎回ゲストを呼んで。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．６
◎ジャ二－ギター、心しびれました。ありがとう。いつも楽しませて下さりありがとうございます。特にリーダー市島様。
ゲストの山形ベンチャーズもよかったですが、やはり地元の豊栄ベンチャーズが一番良かったです。次回楽しみにしま
す。（女性・６０歳代）
◎演奏聴かせていただきありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎全部良かった。今後も楽しみ長浦コミ８/１０待ってます。様々なところで楽団の良さを知ってほしいですね。
山形ベンチャーズすばらしかった。（男性・６０歳代）
◎たのしそうで、みんな。元気ありがとうございます。ドライブ・演奏とたのしい一日ありがとうでした♡♡♡（女性・６０歳代）
◎とても良かったです。（女性・？）
◎今までにない充実した内容で楽しませて頂きました。（男性・７０歳代）
◎みなさん大変お上手でビックリでした。高校生の青春にもどれて大変良かったです。（？・６０歳代）
◎又是非お願いします。楽しかった♡（？・７０歳代）
◎これからもずーっと続けて下さい。楽しかったです。（女性・７０歳代）
◎又頑張ろうと元気が出ます。（女性・６０歳代）
◎皆様ステキでした。赤のポロシャツ、やめた方がいいと思います。色あせている。（女性・７０歳代）
◎サウンズリバー、ネクタイ姿。山形ベンチャーズ、ハワイアン服カッコ良かったです。熱帯エレキさんもステキな衣装を！
（女性・７０歳代）
◎いつもご苦労様です。（女性・７０歳代）
◎ボーカルもお願いします。合同演奏会いいですね。（男性・６０歳代）
◎どの曲も楽しめました。次回も楽しみにしています。映画音楽やカーペンターズの曲も好きです。（女性・６０歳代）
◎とっても良かったです。（男性・７０歳代）
◎今日は気合が入ってました。ありがとう！（男性・７０歳代）
◎いつまでもお願いします。元気をもらえるので！！とっても良かったです。又来たいです。（男性・６０歳代）
◎これからも元気一杯楽しい演奏を聴かせて下さい。ゲストの演奏も良く大盛況でした！◎最後はダメ！（男性・７０歳代）
◎どれもみんな良かった。若い時を思い出しました。若返りました。（女性・７０歳代）
◎いつも聴かせて頂き感謝です。またお願いします。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。またお願いします。（女性・６０歳代）
◎がんばれ！楽しかったです。（男性・６０歳代）
◎毎回ありがとうございます。とても素晴らしかったです。（女性・６０歳代）
◎京都の恋毎回聴きたい。ご苦労様です。とても活気があり良かった。とても心地良く聴きました。気持ちですが、少しば
かり箱の中に入れました。今まで以上に良かったです。いつも楽しませてもらいありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎日頃の練習の努力に大拍手！！山形ベンチャーズのボーカル智子さんの歌がとても良かった。ドラムの佐藤忠さんの
歌も良かった。（女性・７０歳代）

Ｎｏ．７
◎毎回来ていますが、今回が特に良かったです。次回も山形ベンチャーズが聴けたらいいですネ。（女性・７０歳代）
◎ありがとうございます。また聴きに来ます。（男性・６０歳代）
◎元気が出ました。（女性・７０歳代）
◎良かったよ。（男性・８０歳代）
◎４ヶ月振りに演奏を楽しみにしていました。皆様健康に留意され８月演奏を楽しみにしています。（男性・７０歳代）
◎皆さん良かったです。今のままで長くききたいです。（男性・６０歳代）
◎久しぶりに来ました。パワーアップしたみたいでステキでした。（女性・７０歳代）
◎「サウンズリバー」「市島さん」「林さん」頑張れ！山形ベンチャーズＶｏｃａｌは上手。真夏の出来事が声質とあってgood
「vacation」「涙の太陽」歌声に力あり。パンチ凄い。（男性・６０歳代）
◎年寄りのせいか分かる曲が少なかったので分かる曲もほしかった。一言曲を紹介してくれたら良かった。今まで和楽器
でしたが、洋楽も楽しかったです。（女性・７０歳代）
◎良。この調子で行きましょう。（男性・６０歳代）
◎市島さんのエレキ。新保さんのサックスは最高でした。山形ベンチャーズのボーカル（女性も男性も）がすばらしかった。
また呼んで下さい。（男性・６０歳代）
◎１人１人の顔を見ていると、一生懸命で涙が出る程感激。地元であるからの強み。１人１人仕事が違うからなのかな。
山形ベンチャーズボーカル、歌のコラボレーション良かった。毎回市島さんのリードで、色々な音色が出て演奏会に来て
よかったと！良い仲間と人生楽しんでうらやましい。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズ歌（女性・男性）MCも良かったです。又新潟に来て下さい。（？・７０歳代）
◎山形ベンチャーズとても良かったです。演奏力がありました。また新潟に来て下さい。（男性・６０歳代）
◎企画大変でしょうけどガンバ！毎回楽しみです。ありがとう。（男性・６０歳代）
◎楽しい演奏いつもありがとうございます。（男性・４０歳代）
◎ジャ二－ギター最高でした。とっても心にしみました。いつもありがとうございます。ゲストの方々もとっても楽しかったで
す。又聴きたいです。（女性・？）
◎アマチュアではなく、セミプロです。民謡のアレンジしたのが良かったです。どれも編曲が良いです。（男性・８０歳代）
◎山形ベンチャーズ、ボーカルが入ると最高でしたね。華やかになりました。毎回楽しみにしています。盛りだくさん！
１曲聴いただけで、青春時代に帰ります。（男性・６０歳代）
◎３チームの良い演奏会であった。（男性・７０歳代）
◎サウンズリバーは、ドラムが少し（テンポ）早すぎたようです。熱帯エレキ楽団は、サックスとベースがすごく良かった。
山形ベンチャーズはとても良かった。またお願いします。（？・６０歳代）
◎ジャ二－ギター良かったです。山形ベンチャーズはもう少しベンチャーズ曲聴きたかった。山形ベンチャーズ最高でした。
うまい！！リードギターのヒロシさん良かったです。皆さんうまい！バランスがとれてます。ゲストバンド出演いいですね。
熱帯エレキ楽団さん、腕が上がってますね。（男性・７０歳代・女性・６０歳代）
◎皆さん大変うまいです。楽しく過ごさせて貰いました。（男性・７０歳代

◎サウンズさんのアンコールがマル。山形から遠い所をありがとうございました。レーモンドのがいつばんいかった。
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（男性・６０歳代）
◎美男・美女ですばらしい演奏会でした。（大変お疲れ様でした。今日の日を首を長く待ってました。）皆々様ほんとうに
すばらしいの一言です。又、山形さんは、ボーカルが入りいいですネ。又トークも有りゆかいでした。夢の世界です。
（明日から現実に戻ります。）（女性・６０歳代）
◎毎回感動しています。（男性・７０歳代）
◎演奏技術が向上されています。山形ベンチャーズ最高。市島さんありがとう！（男性・？）
◎演奏力が向上している様に思います。楽しませてもらいありがとうございました。コラボ演奏会は楽しかったです。時々
企画して下さい。方言で歌ったのおもしろい。ボーカルも良いです。（男性・６０歳代）
◎カイヤマ智子さん、うまいですね！山形ベンチャーズの人達はすごいでした！ドラムの人が歌うまいですね！
（女性・６０歳代）
◎大好きなエレキサウンドをいつも聴かせて頂きありがとうございます。山形ベンチャーズ、えんそうも歌もとても素晴らし
かったです。（女性・６０歳代）
◎全員みんな大変素晴しかったです。ありがとうございました。明日に向かって元気が出ます。（女性・７０歳代）
◎最高です。（男性・８０歳代）
◎いつも楽しいひとときをありがとうございます。指折り数えて待っています。是非松浜でも演奏会をやってほしいです。
（女性・７０歳代）
◎いつも素晴しい音楽を聴かせて頂き有難うございます。それぞれのグループがとても良かったです。（女性・７０歳代）
◎皆様全員大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎これからも頑張って下さい。応援しています。とても楽しいひと時でした。ありがとうございます。（男性・４０歳代）
◎山形最高でした。（男性・６０歳代）
◎以前に比べだんとつにうまい！！山形ベンチャーズ最高でした。安芸灘の風スバラシイ。楽しく聴かせてもらいました。
がんばって下さい。（女性・６０歳代）
◎今後演奏会においては、１人１００円とか２００円の場内整理代を徴収することも考慮してはどうですか。そうしないと
皆様のご負担があまりにも大きすぎます。（男性・７０歳代）
◎「太陽はひとりぼっち」サントラに匹敵？山形特に「ドラム」上手い！（男性・？）
◎いつもの様に良かったです。３バンドの共演すばらしかったです。久しぶりに聴かせていただき感激です。
山形ベンチャーズすばらしい。（女性・７０歳代）
◎ノーエ節、エレキにするとすごいです。練習大変でしょうが、楽しみにしています。よろしく。サウンズリバー様・山形ベン
チャーズ様・皆様との掛け合いでとても楽しく聴かせてもらいました。（女性・７０歳代）
◎山形ベンチャーズはVery Good。毎回楽しみにしています。これからもガンバッテ下さい。期待しています。
山形ベンチャーズ又お願いします。（男性・６０歳代）
◎新保芳孝さんのサックス大好きです。最高♡♡♡ ３チームの演奏大変感動しました。最高で～す。（女性・６０歳代）
◎いつまでも元気で続けて下さい。毎回工夫されていいです。（男性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズのレベルがすごい！！又来てもらいたい！どの曲も全て又聴きたい！！大変お疲れ様です！いつも
楽しみにしています。開催のハガキ、DMありがとうございました。もっとベンチャーズの曲を増やしてもらいたい。
ソビエトのザ・スプートニクスの曲も聴きたい。（可能であれば）（男性・６０歳代）
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◎山形ベンチャーズのリーダーの歌唱力はばつぐん。ボーカルのいるバンドもいいものだ。（男性・７０歳代）
◎どの曲もステキでした。楽しそうで良かったです。何十年ぶりに生バンドを聴いた。１０代～２０代をなつかしく思い出せ
た。（男性・７０歳代）
◎とってもたのしくてよかったです。またおねがい。（女性・７０歳代）
◎３グループみんな良かったです。３グループみんな個性があって大変良かったです。最高でした。（男性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズさん、サウンズリバーさんありがとうございました。またのコラボ楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎山形ベンチャーズ最高。（？・６０歳代）
◎演奏されている姿がカッコイイ！特に帽子は最高！（テンガリーハット）その時その時に他のメンバーの方々とコラボさ
れたりと、工夫されて催される事はすばらしいと思う。演奏されておられる方々が、楽しんでおられると観ている側にも
伝わり、とっても楽しいです。（女性・７０歳代）
◎いつまでも元気に演奏を続けて下さい。気持が若返ります。２０代の戻った。（男性・７０歳代）
◎ご苦労様です。とても楽しかったです。山形ベンチャーズ、カイアマ智子さん。今までに一番良かったです。
（女性・７０歳代）
◎各グループメンバーの方々、健康に留意されご活躍を祈念します。単独ライブもいいが、今回の企画は良かったです。
でも熱帯メンバー特にリードギターの市島リーダーはじめ他のグループは比ではない。（ほめすぎ？）（男性・７０歳代）
◎良かったです！！又同じような企画を。（男性・７０歳代）
◎すべての奏者Good（グー）（男性・７０歳代）

印象に残った曲・又聴いてみたい曲
ダイヤモンドライン １６名 闘牛士のマンボ ２６名 パイプライン １０名 雨の御堂筋 ５名 夜空の星 １２名
君といつまでも ４名 太陽はひとりぼっち ２２名 お嫁サンバ ２２名 ジャ二－ギター ４２名 花嫁 ３名
お祭りマンボ ３名 Ｇｏ－ｋａｒｔ Ｔｗｉｓｔ １１名 ノーエ節 １７名 想い出の九十九里浜 １０名 ブルドッグ ４名
秘密諜報員 ２名 夕陽は赤く ２名 カサブランカ ２４名 サーフィンＵＳＡ ８名 十番街の殺人 ６名 全部 １３名
ベンチャーズの曲 ４名 安芸灘の風 ７名 二人の銀座 ７名 たそがれマイラブ ８名 恋の季節 ７名
アパッチ ５名 涙の太陽 ２名 クルエルシー ４名 ダイヤモンドヘッド １４名 愛の讃歌 ３名 古い日記 １名
テルスター ２名 ランナウェー １名 ドライビングギター １名

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
熱き心に ② 夜空の星 ＧＳ ⑧ 運命 ④ ブラックマジックウーマン ビートルズデビュー前のインスト曲
デーブクラーク５のインスト曲 太陽がいっぱい 宇宙戦艦ヤマト ② 信じてくれよ 追い詰められて 星の旅人
パイプライン インザムード デイドリームビリーバー 恋をするなら チェ・チェ・チェ 恋のメキシカンロック
ラテン系 キャラバン ルビーの指輪 ② 二人の世界 真っ赤な太陽 ② ブルーシャトウ みだれ髪 つぐない
サントワマミー 春がいっぱい トップガンの曲 思い出の渚 ② アメリカ橋 ウルトラソール ６０年代ヒット曲
ミザルー 演歌 ベンチャーズ ⑥ マイアミビーチルンバ 木綿のハンカチーフ ボヘミアンラプソディーの曲
ロシアより愛を込めて 不思議なピーチパイ マスカレード ユーミンの曲 さすらいのギター ③ 恋のフーガ
プレスリーの曲 いそしぎ バックナンバーの曲 さらばシベリア鉄道 叙情歌 シャンソン 君の声きけば
雪の華 ピンと針 京都慕情 旅姿三人男 山口百恵の曲 いい日旅立ち ひと夏の経験 テルスター
桃色吐息 リズム感のある曲 昭和の曲 映画音楽 ムーブオーバー 何日君再来 北国の青い空 マンボ
サンバ キャラバンドラムソロ ④
加山雄三 ③ クラシックバージョン 京都の恋 ビートルズ いとしのエリー
高校三年生 ビーチボーイズのサーファーガール 朝日のあたる家 オリーブの首飾り 北の旅人 黒い瞳
マンボＮｏ．５ 童謡 民謡 津軽じょんがら ③ 哀愁のコートダジュール 江刺追分 十六夜（いざよい）
映画ヘッドライト サザンの曲 青春時代 ダンシングヒーロー 夜霧のしのび逢い ② ラップシティー
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お祭りマンボ 愛のメモリー ザ・スプートニクスold spinning wheel

楽器経験

有り

バンド １１名

６３名

吹奏楽 ５名

管弦楽 ５名

なし
ジャズ １名

１２４名

その他 ３名

クラシックギター ４名 クラリネット ギター １７名 ピアノ ５名 フォークギター ３名 エレキギター ３名
ドラム ４名 キーボード １名 トランペット ２名 アコースティックギター ３名 スチールギター ２名 大正琴 ２名
ホルン １名 和楽器 ２名 エレキベース １名 琴 １名 オカリナ １名 三味線 ２名 ベース １名
フルート １名

来場回数・地区
初めて ４０名

２回 ２５名

３回 １９名

４回 １５名

５回以上 ８１名

毎回 ４８名

？ １名

北区 ８３名 西区 １２名 新発田 ８名 東区 ３１名 秋葉区 １４名 江南区 １１名 聖籠町 １名 五泉 ３名
中央区 ２５名 南区 ３名 燕市 ３名 村上市 １名 胎内 ３名 見附 １名 笹神 １名 加茂市 １名
田上町 １名 小国町 １名 三条市 １名 西蒲区 ２名 阿賀町 １名 阿賀野市 ５名 その他 １名 ？ １４名

何で知ったか？
知人・友人 ５４名
区役所だより ５名

出演者 ２０名 ＨＰ １名 案内ハガキ １４９名 ポスター ９名 新聞 １名
山形ベンチャーズがライブしているスナックのママからＴＥＬがあった たまたま公民館に来て

性別・年代
男性 １２４名
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

女性 ９７名
２名
２名
６２名
４１名
１１名
６名

アンケート枚数 ２２７枚
来場者数

約３８０名

３０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

？ １１名
１名
１名
３９名
４９名
４名
３名

６０歳代
７０歳代

５名
６名

