２０１９．１２．２２（日） 第３１回 定期無料演奏会
Ｎｏ．１
◎いつも熱演ありがとうございます。いつも楽しみにしています。（女性・７０歳代）
◎ご苦労様でした。来年もよろしく！！定期演奏会を今少し多くして欲しい。（男性・７０歳代）
◎いとしのエリーナ・・・曲の説明は演奏の前が良いと思った。青春時代に戻って楽しかった。うれしかった。（女性・？）
◎いつもすばらしい演奏ありがとう。毎回楽しいです。（男性・？）
◎さらばシベリア鉄道、私も大好き。ありがとうございました♡懐かしい曲ばかりで最高でした！！（女性・６０歳代）
◎系図をお願いします。（男性・６０歳代）
◎すばらしいチームです。（女性・７０歳代）
◎いつも力をいただいていますよ。（女性・６０歳代）
◎次回も聴きにきます。体に気を付けて下さい。（男性・６０歳代）
◎もう少し笑顔がほしい（女性の方）。ソロ（２人でも）の演奏の場面も入れてみてはいかがですか。
締めの曲に朝日のあたる家（毎回）（女性・６０歳代）
◎選曲良く、全曲どれも良かった。すばらしい。バッチリ。ご苦労様でした。ありがとう。演奏を聴いて若い頃に戻れました。
良かったです。（女性・６０歳代）
◎毎回（会）素晴らしい演奏ありがとうございます。生演奏のスバラシさ！ただ・ただ感激です。（男性・７０歳代）
◎いつも楽しい演奏ありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎大変楽しかったです。（男性・７０歳代）
◎とても感動しました。（男性・７０歳代）
◎できたら歌も何曲か歌って欲しいです。（女性・６０歳代）
◎若返った。「熱き心に」・・・楽団のテーマにしては？皆さんすばらしい。特にドラム（後半）
熱き心にのベースは大好き。（男性・６０歳代）
◎楽しませてくれてありがとう。以前に比べて音量アップしてとてもＧｏｏｄです。飲料サービスは皆さんの負担になるので
なくて良いです。（男性・６０歳代）
◎やはりベンチャーズの曲をいっぱい聴きたいです。ドラムの古源さんの一生懸命さは、いつも清々しさを感じています。
応援します。新保さんのサックス・フルートは最高です。全員同様です。演奏をいつも楽しみにしています。（元気をもら
っています）いつも思っていることですが、市島さんの間合いの取り方や、話の内容に感心して聴いています。（音楽を
本当に勉強している人の話と思っています。）市島さんの人柄がすばらしいです。（男性・７０歳代）
◎サックス最高です。（男性・７０歳代）
◎みなさん頑張って演奏して下さってとてもうれしいです。大変良かったです。元気が出ました。ありがとうございました。
（女性・７０歳代）
◎これからも頑張って演奏続けて下さい。大変よかったです。（男性・７０歳代）
◎タイトルの横にバンド名を書いて欲しかった。演奏を聴いて昔を懐かしく思いました。（男性・６０歳代）
◎いつもすばらしい演奏で満足しております。（男性・７０歳代）
◎お疲れ様でした。とても良かったです！！（女性・３０歳代）

Ｎｏ．２
◎毎回ありがとうございます。入場料取って下さい。５００円位なら。（女性・７０歳代）
◎大変良かった。最高の演奏会だった。（男性・５０歳代）
◎今後も頑張って下さい。毎回楽しみにしております。５００円/人位払っても良いと思います。（男性・７０歳代）
◎市島さんのジャズを聴いてから、色々なグループのコンサートに参加。今では、諸行事の予定を立て楽しみにしていま
す。健康維持して継続して下さい。初めて参加、ご案内に感謝。なつかしい歌（グループ）をＧＳ曲良かったです。
曲も良かったがメンバーの仲良さも好感あります。うらやましい。特に市島さんの軽妙なトーク解説ゆかい。
（男性・女性・７０歳代）
◎市島さんの皆さんの紹介、解説が有り良かったです。ドラムが好きで、ドラムの方がとても上手で楽しくすごせました。
みんなまとまっていて、見ていても楽しさが伝わります。素晴らしかったです。ありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎ドラムの方、とてもステキでした。女性陣の方、チームの明るさをアップさせていました。前半の終り頃から演奏の解説
があり、とても楽しく聴けました。それぞれの想い出がよみがえりました。（女性・６０歳代）
◎これからも長く続けて下さい。楽しみにしています。青春時代、池袋アシベなどＧＳを見に行った事を思い出して感動し
ました。（暗がりで書いたので、読めますか？）（女性・６０歳代）
◎大変良かったです。なつかしい曲心に残りました。今後も頑張って下さい。楽しみにしています。（女性・？）
◎ダイヤモンドヘッドの作曲者が作ったインストバンドＴ－ボーンズのビートでＯＫ。メンバー皆良い。一生懸命で。
良かったです。高校時代新宿ＡＣＢ思い出す。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。なつかしいグループサウンズ・加山雄三とても良かったです。（女性・７０歳代）
◎パーカッションが素晴らしいです。毎回熱が入った演奏が聴けて良い。（男性・６０歳代）
◎とても良かった。次回を楽しみにしています。（？・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。楽しく聴かせてもらってます。（男性・６０歳代）
◎楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎２０１６．３月のクリスタルベンチャーズ（ゲスト）の時にゲストよりの連絡で貴楽団に出会えました。それから毎回楽し
みに来ています。皆さんいつまでも～ファイト！！（女性・６０歳代）
◎大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎キーボード良かった。今回の音響ボリュームが良かった。（男性・８０歳代）
◎楽しそうに演奏されていて、うらやましいです。バラ色の雲久しぶりに聴きました。ありがとうございました♡
（女性・６０歳代）
◎元気をもらえます。前回より素晴らしくなりました。ドラム（遠藤さん）が心地良かった。（男性・６０歳代）
◎元気で続けて下さい。今日は大滝詠一の曲、２曲聴けて良かった。
◎これからも応援しています。（女性・６０歳代）
◎演奏力が段々と上がった様です。演奏者個人にライトも当たる演奏も入れて欲しい。（男性・７０歳代）
◎良かったです。ありがとうございました。（男性・７０歳代）
◎とても良かったです。（男性・６０歳代）
◎いつまでも体に気をつけて長く続けて下さい。市島リーダーのお話がおもしろかった。（？・７０歳代）

Ｎｏ．３
◎いつもありがとうございます。とても楽しく聴きました。（女性・７０歳代）
◎いつまでも若々しく頑張ってください。（？・？）
◎いつも楽しみにしています。無料で申し訳なく思ってます。（？・６０歳代）
◎大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎ありがとうございました。サックス最高。なつかしかった。楽しかった。（男性・６０歳代）
◎今後も今のメンバーで継続して下さい。又、１０年後の後継者を育てて下さい。大変良かった。老後の楽しみが一つ増
えた。（男性・７０歳代）
◎プロ並みの演奏で大変良かったです。選曲も大変良かったです。（男性・６０歳代）
◎皆さんすばらしい。プロですね。感動しました。（女性・８０歳代）
◎今回も素晴しい演奏でした。（男性・７０歳代）
◎いつも素晴らしい演奏大変ありがとうございます。前半後市島さんとお話させて頂き感激致しました。沢山の学びがあ
りました。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎元気でガンバッテ下さい。よかったよ～。（男性・６０歳代）
◎皆さんいつも若いですね。いつでも素敵です。（女性・７０歳代）
◎大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎すばらしい演奏ありがとう。（男性・７０歳代）
◎チームの皆さんに感謝。来年も頑張って下さい。（男性・７０歳代）
◎これからも楽しい曲をお願いします。毎回楽しみにしています。ずっと来ます。（男性・７０歳代）
◎今回もありがとうございました。（男性・７０歳代）
◎体に気を付けて長く続けて下さい。元気になりました。（女性・７０歳代）
◎又皆様の熱演に元気を頂きました。ありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎楽しかった。うまい。（男性・５０歳代）
◎すばらしかったです。（サックスの人カッコいい！！）皆さんのがんばりが伝わってきて、聴いていて楽しかったです。
またきます。（女性・５０歳代）
◎毎年の１２月の定期演奏会を楽しみにしています。楽しかったです。（女性・７０歳代）
◎また演奏を聴きたいです。（？・６０歳代）
◎すべてが最高です。いつまでも続けて下さい。（女性・７０歳代）
◎いつまでも健康で続けて行って下さい。楽しい２時間ありがとうございました。（男性・女性・６０歳代）
◎林さんすごいです。（男性・７０歳代）
◎又次を楽しみにしています。（女性・８０歳代）
◎いつも笑顔ありがとうございます。今回主人と２人で来ました。（女性・７０歳代）

Ｎｏ．４
◎メンバーの方々ご苦労様でした。特に新保さんよかったです。いつも楽しみにしています。（年末の一時楽しませてもら
いました。）（男性・６０歳代）
◎ご苦労様でした。来年も元気でがんばって下さい。毎回楽しみにしています。昔を思い出して楽しんでいます。
市島リーダーには感謝しています。（男性・７０歳代）
◎１０代～２０代の頃を思い出しました。ほとんど知っている曲で楽しかったです。毎回の演奏とても楽しみです。
生きるはげみになります。（女性・７０歳代）
◎自己紹介、最高でした。夕陽は赤く・旅人よ 雑音？不快音目立った。ジジジジー共鳴音？（男性・７０歳代）
◎これからも多いに皆様にバンドを聴かせて下さい。あまりの迫力で感動しました。（男性・７０歳代）
◎くるたびに感動してます。大変すばらしかったです。（男性・６０歳代）
◎毎回すばらしい演奏ありがとうございます。前半後半共に良かった。次回も楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎とっても良かったです。たまにはジャズもお願いします。（女性・８０歳代）
◎いつまでも頑張って下さい。すばらしかったです。（女性・６０歳代）
◎市島さんはじめ皆様のパワーと熱意を感じました。クリスマスなので、クリスマスソングも一曲聴きたかった。
「ラストクリスマス」「恋人はサンタクロース」など。（女性・６０歳代）
◎健康に気をつけて次回も楽しみにしています。皆様もお体ご自愛下さいませ！回を増すごとにパワフルになっていて
うれしいかぎりです。ビッグバンド！！万歳！！聴きごたえ満点！！すばらしい演奏ありがとうございます♡
（女性・６０歳代）
◎好きな曲がいっぱいで毎回楽しんでいます。いつも同じでちょっと変えて欲しいです。（女性・６０歳代）
◎もう少しベース迫力を（個人的に）（？・７０歳代）
◎毎回皆さんの熱演を楽しみに聴かせて頂いています。ありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎いつも皆一生懸命が伝わってきます。昔はやった曲が多く楽しかった。（？・６０歳代）
◎熱演に感謝。演奏者に感謝。これからも長くやってもらいたい。（男性・７０歳代）
◎大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎健康に留意して下さい。練習のたまものでした。良かったです。（女性・６０歳代）
◎ベンチャーズの曲が聴きたい。みなさん大変すばらしかったです。１曲か２曲皆でうたえると良かったと思う。
（女性・６０歳代）
◎サックスすてきです。皆さん頑張っていて良かった。パーカッションのおじさん元気ですごい。（女性・７０歳代）
◎全員元気いっぱいですばらしかった。最後の２曲がよかった。（特にサックス）のびのび演奏していた。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。大変お疲れ様です。次回もよろしくお願いします。（男性・６０歳代）
◎１年ぶりに聴いてとても良かったです。とっても良かったです。ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎いつまでも元気でいて下さい。いい演奏を楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎２～３曲ボーカルもあればとゼイタクの一言。聴くたび青春時代を思い出し、あの頃は何かとよかったなーと。
（男性・７０歳代）

◎君に会いたい・バラ色の雲がとてもなつかしかったです。
今年も大変楽しくありがとうございました。又来年もよろしくお願い致します。（女性・７０歳代）

Ｎｏ．５

◎最高！これからも頑張って下さい。（女性・７０歳代）
◎何でもいい。青春に返れる。いつまでも指を動かしていて欲しい。ワンコインでも可。ＳＡＸが前に出てて良かった。
（編曲が良いのか？）やっとギターとＳＡＸが一体になった気がする。（男性・７０歳代）
◎すばらしい演奏をありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎サックスの方最高に良かったです。しびれました。大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎皆さんはエレキ楽団のメンバーとして１人ひとり輝いています。カッコいいですよ。ブラボーエレキ楽団です。
欠けることなく頑張って下さい。楽団にかかればどの曲もすてきです。（女性・７０歳代）
◎皆さんお忙しい中、練習やら演奏会やらお疲れ様です。ずーっと応援していきたいです。体に気をつけて。
なじみ多い曲で楽しかったです。ありがとうございます。（女性・？）
◎皆様が頑張っている姿はとてもステキに輝いています。大変良かったです。（女性・７０歳代）
◎いつもありがとうございます。みなさんの楽しんでいる姿をみて楽しくなります。ＧＳ特集は私もだいすきな曲ばかりで
よかったです。昔に戻ります。（気持だけ）（女性・６０歳代）
◎皆さん今日は特にハリキッている様子。楽しいです。良く頑張っていますねー。応援しています。
楽しませてくれてありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎いつもながら、見事にあっぱれです。楽しかったです！楽しいひと時ありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎遠藤さん、ご苦労様です。いつもありがとうございます。感謝で～す。林さんの元気にいつも癒されます。（女性・？）
◎毎回楽しんでおります。ありがとうございました。今回も大変良かったです。（男性・８０歳代）
◎ノーエ節～民謡の編曲を今後もお願いしたい。『嵐』や『関ジャ二』のメロディもおもしろいのでは？（男性・７０歳代）
◎アドリブ企画、多くお願いします。（男性・７０歳代）
◎いつもありがとうございます。皆さん意気の合った演奏ですばらしい。無理をせず仲良く楽しく、これからもよろしくお願
いします。（男性・８０歳代）
◎伊藤さん早く風邪治して。時折曲の解説がありますが、できたら全部にほしい。（？・７０歳代）
◎各パートのテクニックを聴かせてくれました。毎回あの頃あの時代を感じさせてくれありがとうございます。
（男性・６０歳代）
◎毎回ありがとうございます。先回リクエストした曲が聴けて良かったです。（女性・６０歳代）
◎大変よかった。カッコいい！！クリスマスも近いので、久保田さんの曲も聴きたかった。（今年はいろいろあったけど
乗り越えられそう！頑張る。）（女性・７０歳代）
◎いつもありがとうございます。がんばってください。とっても良かったです。（男性・女性・７０歳代）
◎毎回楽しみにしておりますので、これからも頑張って下さい。今回の企画はＧＳという事で、ベンチャーズが無かったの
が残念でした。ＮＥＧは単純なベンチャーズコピーバンドではない事も承知しておりますが。（男性・６０歳代）
◎次は県民会館で会いたい！今後少しお金をとったら？５００円～３００円位。（男性・６０歳代）
◎第２部は？余りピンときませんでした。（？・７０歳代）

Ｎｏ．６
◎皆さんの熱い想いが伝わってくるような熱血演奏でした。今後有料にしたらどうでしょう。感謝をこめて・・・。
（？・７０歳代）
◎新保さんよかったよ！！！昭和５０年前後のフォークもそろそろ。夕暮時、２０才のめぐりあい、きれいなメロディーが
いっぱいあります。（？・６０歳代）
◎ありがとうございます。の一言です。（女性・７０歳代）
◎最高に若返りました。（男性・８０歳代）
◎メンバーがそろって音楽に深さが出て来た様です。ボーカルは考えていないのでしょうか？（男性・７０歳代）
◎曲の間に少しほっとひと息あるとうれしいです。（年ですね）いつも明るく楽しく聴かせて頂いてます。となりの区から
応援致してます。地域に根付いて素晴らしいと思います。（女性・７０歳代）
◎元気な皆様の演奏また聴かせて下さい。歌うことは好きな私、心から楽しませて頂きました。（女性・８０歳代）
◎年々素晴らしい演奏で涙出る程感激です。今後もよろしくお願いします。（男性・？）
◎毎回リクエストしていた「いとしのエリーナ」演奏して頂きありがとうございました。胸に込み上げるものがありました。
今年１年すばらしい曲を演奏ありがとうございます。皆様健康に留意し来年１/１９天寿園での演奏楽しみにしています。
ＧＳ演奏楽しかったです。聴いた曲などがあり若い頃思い出します。（男性・７０歳代）
◎大好きな「愛のリメンバー」がきけるとは思いませんでした。ありがとうございます。素晴らしい選曲です。今年１年楽し
ませて頂きました。来年もよろしく！！ＧＳ特集大変良かったです。パートⅡも楽しみにしています。５０年前に戻る事が
できました。（男性・７０歳代）
◎いつも気分がスッキリする曲ありがとうございます。とにかく楽しいです。いつもありがたい。（女性・７０歳代）
◎年々ファンが多くなり会場も大勢となり、益々の頑張りを祈ります。市島さんの系図が欲しいと思います。
ジャズ等は？（女性・７０歳代）
◎いつも楽しみに聴かせていただいています。（女性・７０歳代）
◎すごく良かったです。来年も楽しみにしています。（女性・７０歳代）
◎ご苦労様でした。ありがとうございました。良かったです。（女性・６０歳代）
◎パーカッションが良かった。何回もきている（人）ので、案内ハガキは必要ないと思います。歌詞カードいりません。
見ている人は何人もいません。（女性・６０歳代）
◎皆さん全員ステキです。プロ楽団です。大変よかったです。毎回楽しみに待っています。（男性・６０歳代）
◎皆さんにスマイルが欲しい。今回はキーボードのお顔も美しく見えました。前回は譜面で見えなかった。ベースとサイド
ギターの音が明確に聞こえる曲を１曲お願いしたい。是非とも期待してます！！新曲発表！！市島伝記待ってます！！
（男性・７０歳代）
◎毎回素晴しい音楽を聴かせていただき元気をもらっています。健康に気をつけてガンバって下さい。（女性・７０歳代）
◎楽しい演奏いつもありがとうございます。毎回案内ハガキが届くとワクワクします。寺内タケシさんやショーケンなどの
話、よかったです。また聞かせてください。（男性・６０歳代）
◎毎回元気をもらいます。市島様ありがとうございます。明日からの仕事ガンバします。とても素晴らしいメンバーで、
次回が楽しみです。ハガキ待ってます。（女性・６０歳代）
◎素晴しい楽団ですね。来年も又来ます。（男性・８０歳代）
◎健康管理に注意して下さい。ブラボー！（男性・７０歳代）

Ｎｏ．７
◎次回も聴きにきます。ガンバッテ！！（男性・７０歳代）
◎演奏を楽しみにしています。トークはひかえて。（女性・？）
◎古源さん腕をあげましたねえ。すっごく良かったです！林さんパワー頂きました。明日から又がんばれます。
皆さん素晴らしかったです。ありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎皆さん楽しそうにノリノリで演奏してました。とてもなつかしく楽しかったです。ありがとうございました。（女性・６０歳代）

印象に残った曲・又聴きたい曲
ブルーシャトウ３１名 真っ赤な太陽１３名 ノーエ節８名 いとしのエリーナ１１名 旅人よ２７名 熱き心に１３名
君に会いたい２２名 小さなスナック１４名 キサナドゥの伝説１６名 さらばシベリア鉄道１２名 夜空の星２０名
全部８名 長い髪の少女９名 バラ色の雲１０名 真冬の帰り道９名 愛のリメンバー１２名 白い砂の少女５名
涙のギター５名 エメラルドの伝説１６名 夕陽は赤く２名 蒼い星くず６名 フィードバックギター５名
あの時君は若かった５名 愛する君に１名

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
レッツゴー運命② 津軽じょんがら節③ ダイヤモンドヘッド⑤ 雨の御堂筋③ どうにもとまらない ＧＳ②
さすらいのギター ニューミュージック系 カチューシャ クイーンの曲 甲子園の応援曲 ザ・タイガースの曲④
二人の銀座② 想い出の九十九里浜 北国の青い空 寺内タケシベートーベン ベンチャーズメドレー
ベンチャーズ⑨ 少年時代 第３の男 ダンシングクイーン トップオブザワールド サーフィンＵＳＡ アパッチ②
霧のカレリア② パイプライン⑤ 高橋真梨子の曲② 朝日のあたる家③ ビートでＯＫ 百万本の薔薇
ブルーライトヨコハマ③ エーゲ海の真珠 レパートリーからすべて レーモンド松屋の曲 何でも② ビートルズ
アップテンポの迫力ある曲 ジャ二－ギター② 夢の中へ 愛のメモリー 君はバラより美しい 君といつまでも
青春時代② 京都の恋④ お嫁サンバ② 太陽にほえろ ミッションインポッシブルのテーマ ００７のテーマ②
荒野の七人 よさこいソーラン サンタナの曲② 哀愁のヨーロッパ 闘牛士のマンボ 童謡 よさこい節
クルエルシー ピンと針 チャコの海岸物語 いい日旅立ち 世界にひとつだけの花 真夜中のギター 嵐の曲
希望の轍 ゴーカートツイスト 銀河鉄道９９９ Ｌｉｌｌａ ｖａｃｋｒａ Ａｎｎａ 夜霧のしのび逢い③ 映画音楽②
神田川 月光仮面は誰でしょう ジュリーの曲 二つのギター 太陽はひとりぼっち 恋人も濡れる街角
ザ・ジェノバのサハリンの火は消えず②
スパイダースの曲
イタリア
スペイン
民謡
ゆず
社交ダンスの曲（マンボ・ルンバ・ワルツなど） 関ジャ二 ブラックマジックウーマン 長崎慕情 ラナウェイ②
十番街の殺人 ダイヤモンドヘッド② 雪が降る 涙のトッカータ ララのギター フォーク ２０才のめぐり逢い
夕暮時 バラード クラシック マイウェイ 春の海 この手の平に愛を 慕情 岬めぐり 走れコータロー
春の訪れ 春がいっぱい デキシーランドジャズ スイングジャズ 空の終列車 キーハンター ナポレオン・ソロ
そんなヒロシに騙されて チェッカーズ

楽器経験

有り

吹奏楽 １０名

管弦楽 ２名

４２名

なし

バンド ６名

１０８名

ジャズ ２名

オカリナ ２名 大正琴 １名 ドラム ８名 ギター ５名 ピアノ ３名 フルート ２名 キーボード １名
クラシックギター ４名 三味線 ２名 マラカス １名 ベース ２名 ホルン １名 アルトＳＡＸ １名
フォークギター １名 ウクレレ ３名 トランペット ２名 エレキギター １名

来場回数・地区
初めて １７名

２回 ３２名

３回 １７名

北区 ６８名 東区 ２５名 江南区 １４名
阿賀野市 ６名 五泉市 ５名 燕市 ２名
聖籠町 ３名 胎内市 ２名 田上町 ２名

４回 １１名

５回以上 ７２名

毎回 ３７名

？ ４名

中央区 １７名 秋葉区 ５名 西区 ５名 南区 ４名 ？ ９名
三条市 １名 新発田市 １０名 西蒲区 ５名 村上市 ４名
阿賀町 １名 北蒲原 １名 加茂市 ２名
Ｎｏ．８

何で知ったか？
知人 ４５名

出演者 １４名

ＨＰ １名

案内ハガキ １２６名

新聞 ８名

区役所だより ５名

その他 ２名

性別・年代
男性

９２名

５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

２名
３６名
４７名
１０名
３名

アンケート枚数
来場者数

１９０枚

約３３５人

女性 ８３名
３０歳代
１名
５０歳代
１名
６０歳代
３１名
７０歳代
３７名
８０歳代
７名
？
７名

？

１３名

６０歳代
７０歳代
８０歳代
？

５名
６名
１名
１名

