２０１５．０３．０８（日） 第１７回 定期無料演奏会 《ゲスト ユキ＆フレンズさん》
Ｎｏ．１
◎皆様の努力本当にすばらしい。頭の下がる思いです。これからも演奏長く続けて下さい。
毎回鳥肌の出る程感動してます。（男性・７０歳代）
◎ユキさんの歌声は心にしみて、また聴きたくなりました。演奏している方達は、楽しそうにしているのがいいですね。
久しぶりにエレキの生演奏聴き、昔の思い出を・・・聴きたくなる曲ばかりです。（女性・６０歳代）
◎『熱き心に』目の前で初めて生演奏を聴いて、涙が出そうになりました。ジーンとくるものがありましたねー。
相変わらず皆さん楽しそうにキラキラ光ってました。私も輝けるものを持ち目標にしたいです。
林さん、トレンドマークの帽子・赤いリストバンド、カッコイイ～。今日もステキでした。ステキの一言！！
いつも見てまーす！元気でいつまでもカッコイイ姿見せて下さい。ファンです。輝いてます。カッコイイ！！
曲紹介の間に、メンバーの普段の姿プロフィールetc教えて下さい。何才まで続けますか？１人１人の声が聞きたい
です。（女性・５０歳代）
◎新保さんへ、サックスの伸びがとても良かったです。演奏中のメンバーの方々、もう少し笑顔が欲しい。
友達のお誘いで来ましたが、感激しました。
無料でなく、会場費程度とっても良いと思います。活動費に当てて欲しい。（女性・？）
◎いつも楽しい演奏をありがとうございます。忙しい毎日が続いているので、心の栄養になります。（女性・７０歳代）
◎『熱き心に』何回聴いても感動できます。このようなすばらしい活動をこれからも行って下さい。
皆さんの個性を見ることができました。個性を出せる音楽への想いを感じた。
音楽は、自分の生きてきた遠い昔を思い出させてくれる。苦しかった事を忘れさせてくれる。
ありがとう。（男性・６０歳代）
◎ベンチャーズ最高。まだまだ聴きたいです。アパッチ・ブルドッグ・京都の恋・・・などなど。（女性・６０歳代）
◎ユキさんのボーカルが良かったです。（女性・６０歳代）
◎パイプライン・ウォークドントランを毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎皆さんそれぞれ素晴らしい演奏でした。パワフルでベンチャーズの曲、又他の曲も素敵でした。
今回初めて聴かせて頂きましたが、素敵な時間にありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎すばらしい演奏でした。次回も頑張って下さい。皆さんが曲をしっかり覚えて、聴く方は楽しくユーモアに聴く事ができ
ました。ファイン。（男性・６０歳代）
◎楽しい演奏良い時間にありがとうございました。又来たいと思います。（女性・７０歳代）
◎いいですね～！この中にいる人々に幸せを下さいました。ありがとう。楽しかったです。主人と来たいと思いました。
これからの人生が楽しみです。歌をうまくなりたいと思いました。（女性・５０歳代）
◎皆さんステキでした。『熱き心に』感動しました。楽しい。リフレッシュできます。（女性・６０歳代）
◎もっとアルトサックスとフルートを聴きたいです。それとオカリナのソロも。天寿園で聴いてファンになりました。
ユキ＆フレンズも又入れて下さい。（男性・７０歳代）
◎まだ３回目ですが、４月１９日楽しみにしてます。ユキさんの笑顔ステキ。ウンチクが長い。（女性・６０歳代）
◎今回又楽しませて頂きありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎市島さんはじめ皆さん和やかで、とっても楽しいです～。昭和の演歌、良かったです！！（男性・７０歳代）
◎楽しい一時ありがとう。演奏者の皆さん一人々が本当にすばらしかったです。
ゲストの演奏並びに、歌姫が入ったのが大変良かった。（男性・８０歳代）
◎益々の活動期待しています。毎回楽しみにしています。（最高）（男性・７０歳代）
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◎チームワークがいいと思います。（女性・６０歳代）
◎『熱き心に』の時のアルトサックスが大変良かった（新保さん）ユキ＆フレンズも良かった。
毎回楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎楽しかった。（女性・６０歳代）
◎皆さんお元気でなによりです。これからも頑張って下さい。前回はアンケート用紙が不足でもらえなかった。
先日の天寿園のコンサートも大変良かったです！（男性・女性・７０歳代）
◎毎回楽しみにしています。（女性・７０歳代）
◎皆さん笑顔で演奏して下さい。うまい。（男性・６０歳代）
◎新保さん最高！！盛り上げて下さる皆さんも最高です！！皆様の楽しそうな姿忘れないでいます。
私事（病と闘う事になりました。皆様に又何回もお会い出来るよう頑張ります。１番の励みです。）
次回も楽しみにしています。いつも案内状ありがとうございます。皆様もお体に気を付けていつまでものご活躍をお祈り
致します。とても楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎次に又聴きたい。楽しかったです。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。ＳＡＸ大好き。もう少し多く演奏して下さい。（女性・６０歳代）
◎ユキ＆フレンズのボーカルが良かった。ボーカルを入れて欲しい。（男性・６０歳代）
◎ベースギター音（大）が良かった。ユキ＆フレンズ歌のない方がよい。（男性・７０歳代）
◎ガンバッテ下さい。各人（メンバー）の音楽年数を教えて下さい。エピソードとか。（男性・５０歳代）
◎ゲストのユキ＆フレンズの皆さんの再来を・・・。御礼！朝日のあたる家を入れてもらってありがとうございました。
最高でした！皆さんの熱演、いつもながら心が踊ります！ゲストのボーカル、とても良かった。ぜひまたいろんな曲を
聴いてみたいと思います。（男性・６０歳代）
◎毎度毎度、楽しませて頂いております。市島さんのギターテクニック・女性ベースマン、カッチョイイ。（男性・６０歳代）
◎先月天寿園へ、主人と出掛けました。とてもステキでした。今日もとても良かったです。（女性・６０歳代）
◎腕をあげましたね。良かったです。楽しかった。（女性・５０歳代）
◎とても良かったです。思い出に残る日時でした。一人一人の楽器を聴いてみたいです。（女性・５０歳代）
◎ゲストの夢みる想い、若い頃英語（？）も知らないメロディが心に残るなつかしい曲でした。（女性・７０歳代）
◎毎回楽しい演奏と歌をありがとうございます。何年も続ける事は、すごいご苦労だと思いますが頑張って下さい。
（男性・６０歳代）
◎ＳＡＸ新保さんよかった。とても良かった。笑顔で演奏するともっといいと思います。うまい。（女性・６０歳代）
◎毎度一生懸命に演奏され感銘を受けております。わかりやすい曲ばかりで、楽しく聴けた。だんだん規模が大きくなり
うれしい。（装置）益々のご発展をお祈り申し上げます。（男性・７０歳代）
◎どの演奏でも元気をもらってます。ありがとうございます。新保さんのサックス最高、広川さんの声がステキです。
（女性・？）
◎いつもありがとうございます。新保さんへ、フルートも良いがサックスを聴かせて下さい。（女性・７０歳代）
◎とても上手になりました。林さん帽子は？（女性・６０歳代）
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◎ガンバって下さい。（女性・６０歳代）
◎林さん、益々のご活躍期待しています。（男性・６０歳代）
◎すばらしい演奏でした。（男性・６０歳代）
◎大変良かったです。（男性・６０歳代）
◎大人のバンドで感動しました。ドラムの音が良かった。私も一緒に活動したくなりました。昨年までのバンド時代を思い
出します。（男性・６０歳代）
◎これからもみんなのために頑張って下さい。すばらしい演奏でした。（男性・６０歳代）
◎真剣な顔で ニコニコ笑いながら 最初固いのかな？なつかしい曲ありがとうございます。これからも頑張っていきま
しょう。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。良かったです。大変良かったです。また楽しみにしています。（男性・？）
◎聴く毎に上手く聴こえます。頑張って下さい。ゲストにブルースバンドを呼べませんかね？（男性・６０歳代）
◎長くガンバッテください。（男性・７０歳代）
◎腕が確かで謙虚すばらしい。Ｎｉｃｅ！！（男性・７０歳代）
◎いつもご苦労様です。ドラムの方、いつも影の方で頑張ってますネ。ご苦労様でした（ＯＫです）
前回天寿園お疲れ様でした。１０台以上の車が帰りましたね。さぞ残念でしょう。でもＯＫでした。今でも思い出します。
林さん、新保さんＯＫでした。ドラムの方、女性の方々もＯＫでした。（男性・７０歳代）
◎6/21はもうちょっと早めにここに着きたいです。次回は「恋人も濡れる街角」の演奏が聴きたいです。今回のゲストの
ユキさん、僕と結婚してください。近くで見たらおばさんだった。（男性・４０歳代）
◎楽器の話、楽しかった。音楽歴についても知りたい。（男性・３０歳代）
◎年々力をつけていい演奏で、楽しく聴かせてもらってます。司会（進行係）など専任者を入れたら。
新潟市内でもやってください。（男性・６０歳代）
◎楽しかったです。また聴きたいです。本当に楽しかったです。（男性・２０歳代）
◎ご苦労様でした。今回も大変良かった。また次回期待します。（女性・６０歳代）
◎今日も熱い演奏ありがとうございました。（女性・５０歳代）
◎皆様の努力でこんなすてきな演奏、ガンバって下さい。力をもらいます。楽しみにして来ました。天寿園でのすばらしい
演奏を聴いて、ありがとうございました。次の演奏会も必ず聴きに来ます。楽しみにしています。ありがとうございます。
（女性・６０歳代）
◎とても楽しかった。（男性・６０歳代）
◎全体に良くまとまっていると思います。良かった！（男性・６０歳代）
◎みなさんパワフルで元気をもらいました。市島さんの笑顔がステキでした！！ベースの遠藤さん、リズムに乗って楽しく
聴かせて、見させてもらいました。（女性・６０歳代）
◎マスマスガンバって下さい！（男性・７０歳代）
◎同年齢に近い方が、一生懸命演奏してくださり、本当に楽しませてもらい感謝です。なつかしい曲をきかせて頂き本当
によかったです。２回目です。頑張って下さい。ユキさんの歌、とてもステキでした。（女性・６０歳代）
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◎ずっと昭和のエレキソング続けて下さい。ゲストの歌良かったです。（？・６０歳代）
◎今後とも頑張って下さい。（男性・６０歳代）
◎皆さん色んな個性がある演奏者だなぁと思った。市島さんのトークで演奏を楽しく聴く事ができた。（女性・６０歳代）

印象に残った曲・また聴きたい曲
北国の青い空④
北国の青い空④ 熱き心に 25 桃色吐息③
桃色吐息③ ダイヤモンド・ライン⑯
ダイヤモンド・ライン⑯ さすらいのギター⑪
さすらいのギター⑪ 旅人よ⑪
旅人よ⑪
いとしのエリーナ⑨
いとしのエリーナ⑨ 夜空の星⑤
夜空の星⑤ 蒼い星くず②
蒼い星くず② たそがれマイラブ③
たそがれマイラブ③ 霧のカレリア⑧
霧のカレリア⑧ 朝日のあたる家⑬
朝日のあたる家⑬
別れの朝④
別れの朝④ ウォークドントラン④
ウォークドントラン④ クルエルシー⑫
クルエルシー⑫ 二人の銀座⑦
二人の銀座⑦ 全部②
全部② 涙のギター①
涙のギター① ノーエ節②
ノーエ節②
真っ赤な太陽②
真っ赤な太陽② 雨の御堂筋⑦
雨の御堂筋⑦ ラブイズオーバー②
ラブイズオーバー② 秘密諜報員②
秘密諜報員② ラナウェイ④
ラナウェイ④ 夢みる想い⑤
夢みる想い⑤
銀河鉄道９９９④
銀河鉄道９９９④ 君といつまでも①
君といつまでも① ベンチャーズ①
ベンチャーズ①

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
ブルーシャトー④
ブルーシャトー④ 時代 木綿のハンカチーフ サンタナ ヴェサメムーチョ ツイスト 涙のリクエスト まつり
ブルースター そんなヒロシに騙されて スィートメモリーズ 加山雄三の曲 ああ無情 ベンチャーズメドレー
スペイン②
スペイン② 乾杯 ００７のテーマ曲 クールファイブの曲 黒くぬれ 京都の恋②
京都の恋② 霧雨の舗道 歌謡曲
アパッチ④
アパッチ④ ブルドッグ ジュピター チェッカーズメドレー 第三の男 津軽じょんがら節④
津軽じょんがら節④ ワイプアウト
キャラバン③
キャラバン③ ベイビーアイラブユー クリーム ＳＨＯGUNの曲 楽団に一任②
楽団に一任② さらばシベリア鉄道 ジャズ②
ジャズ②
フィードバッグギター 春がいっぱい ブラックマジックウーマン 夢みるギター 運命③
運命③ 十番街の殺人 秋桜
夜霧のしのび逢い②
夜霧のしのび逢い② 五番街のマリー 西暦２５２５年 悲しき雨音 恋におちて 俺たちの旅 別れのサンバ
スタンドバイミー 歌ありのスローバラード 哀愁のヨーロッパ ゴールドフィンガー ビートルズ②
ビートルズ② ミザルー
グレンミラー・ベニーグッドマンの名曲 ブラックサンドビーチ 亜麻色の髪の乙女 サーフィンＵＳＡ シバの女王
夢のカリフォルニア オリーブの首飾り また逢う日まで 星降る街角 クラシック

楽器経験あり

３０名

楽器経験なし

管弦楽②
ジャズ①
管弦楽② 吹奏楽⑥
吹奏楽⑥ ジャズ
① バンド④
バンド④
ピアノ④
④ エレキギター⑥
ピアノ
エレキギター⑥ ギター⑦
ギター⑦ トランペット②
トランペット②
リコーダー①
リコーダー① ベース②
ベース② カホン①
カホン①

ドラム②
ドラム②

サックス③
サックス③

４８名
ハーモニカ②
ハーモニカ②

ウクレレ①
ウクレレ①

来場回数・地区
初めて 15名 ２回目 20名 ３回目 11名 ４回目 4名 ５回以上 26名 毎回 18名 ？ 3名
北区 29名 東区 21名 江南区 10名 中央区 7名 秋葉区 6名 西区 9名 西蒲区 2名 加茂市 1名
五泉市 3名 新発田市 2名 阿賀野市 1名 胎内市 1名 弥彦 1名 長岡市 1名 村上 1名 その他 1名
？ 5名

何で知ったか？
知人・友人 17名 出演者 10名 ホームページ 1名
区役所だより 11名 天寿園 7名

案内ハガキ 42名

ポスター・チラシ（新聞） 18名

性別・年代
男性 57名
20歳代 1名
？ 1名

30歳代 1名

40歳代 2名

50歳代 3名

60歳代 29名

70歳代 19名

80歳代 1名
Ｎｏ．５

女性 39名
50歳代 5名

60歳代 23名

60歳代 1名

70歳代 1名

70歳代 8名

？ 4名

アンケート枚数

99枚

来場者数は160名位でした。

？ 2名

？ 3名

