２０１４．１２．２３（火・祝） 第１６回 定期無料演奏会

《 ゲスト Fanky Fathers Farmさん 》
No.1

◎FFF ７０～８０年代 良かったです。もっとベンチャーズと加山雄三の曲を！（男性・６０歳代）
◎遠藤さん（ベース）これからも頑張って！（男性・６０歳代）
◎伊藤さん、いつも有難うございます。体に気をつけて来年も頑張って下さい。（曲を聴いていつも元気もらってます。
私もやるぞー！）フォークグループも多岐に曲があり良かった。昔を思い出しました。ボーカルの言葉がもう少し
はっきり聴きたかった。（男性・６０歳代）
◎来年もお元気で演奏願います。（来年も元気で来ます。）大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎毎回楽しい演奏をありがとう。（男性・６０歳代）
◎今日も楽しみに来ました。音量がよく聴きやすかったです。（女性・６０歳代）
◎なつかしい曲で感動しました。（男性・５０歳代）
◎今年４回の演奏会楽しませて頂きました。来年もよろしく！！FFF ｇｏｏｄでした。
Vocal曲の夢の中へと恋人がサンタクロースのとき、演奏が大きすぎVocalの声が聴きづらかったです。
（男性・６０歳代）
◎楽しみにしております。（女性・８０歳代）
◎FFFバンドさんが、今一役不足の様な感じ。夢の中へと恋人がサンタクロースの演奏の音が大きすぎてボーカルの
声がよくきこえなかった。（男性・６０歳代）
◎ありがとうございました。楽しい時間を過ごす事ができました。（男性・６０歳代）
◎すばらしかった。エネルギーをもらいました。はずかしい？
はずかしい？歌を歌う前、舌を出すのはやめた方がいい。（女性・６０歳代）
◎市島さんのベース良かった。毎回演奏を聴くたびに気持ちがスカッとします。（男性・６０歳代）
◎いつも頑張っていますね。素晴らしかったです。（男性・７０歳代）
◎すばらしいです。頭がスッキリします。ありがとう。（女性・７０歳代）
◎毎回ステキな演奏ありがとうございます。これからもがんばって下さい。一足早いクリスマス気分を味わいました。
とてもステキでした。（女性・６０歳代）
◎みなさん、いつもじょうず。いつまでも続けてください。知っている曲が多く大変良かったと思います。（男性・６０歳代）
◎これからもいい曲を皆さんで考えて頑張って下さい。演奏曲がとてもよく聴く人に感動を与えた。（？・６０歳代）
◎体がうきうき。（女性・７０歳代）
◎ボーカルの時、バンドの音が大きい。いつもながら市島さんを中心にまとまっています。
今日は友達２人連れ、３人で来ました。（男性・６０歳代）
◎SGの方へ、ポールリードスミス（アーム付き）も弾いて下さい。キーボードの音量が小さい。（男性・５０歳代）
◎健康第一で回を重ねてくださいますように！
久し振りにFFFの３氏の演奏を満喫させていただきました。Vocalもあると更に楽しさ倍増ですネ！
（熱帯エレキ楽団の）交響曲第５番からの銀河鉄道９９９～もう最高です！！！（女性・５０歳代）
◎毎回元気なスタッフに元気をもらっています。やっぱエレキはいいよネ！（男性・６０歳代）
◎楽しい音楽をありがとうございました。FFFのハーモニー素敵です。初参加です。又聴きにきたいです。
私も自分の音楽を、また頑張ろうと思いました。（女性・５０歳代）
◎前回、音割れと書きましたが、この度はとてもすばらしくエネルギッシュ！でした。（女性・６０歳代）
◎久々でしたが、心がいやされました。（男性・７０歳代）
◎月２回の演奏会をやってください。（男性・６０歳代）

No.２
◎いつも元気をもらっています。（女性・６０歳代）
◎Kazuさんの（安定感のある）ベースが好きです。（同じ名前なので）一緒に歌いたい。（女性・５０歳代）
◎FFFの皆さん、アウェイだけど頑張りました。熱帯エレキ楽団も良かったです。（男性・５０歳代）
◎お疲れ様でした。ボーカルの音が聞こえない。（男性・５０歳代）
◎広川さんの歌、よかったです。又歌って下さい。FFFのハモリきれいでした。ドラムがいい！（女性・６０歳代）
◎毎回楽しみです。良かったです。（女性・５０歳代）
◎FFFのハーモニーがすばらしかった。半日を楽しく過ごす事ができて満足しています。
熱帯エレキ楽団のボーカルの歌声が聴きとりにくかった。（マイクのせいか？）
ベンチャーズ曲は最高でした。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。（男性・？）
◎今年もリーダーの元、演奏全て聴かせてもらい良い年でした。（男性・７０歳代）
◎いつまでも若々しくパワーをありがとうございます。リクエスト曲最高でした。
ゲストのFFFさん達の声がとても優しく心に響きました。（女性・６０歳代）
◎市島さんをはじめ、楽しいメンバーそうで、練習中も伺えそうな良い雰囲気、ムードでした。
色々な場所でご活躍されているんですね。頑張る姿を又次回も観に来たいと思います。
メンバーの他に助っ人メンバーもあり、楽しい演奏会でした。お天気も今日は来れる天気でしたので、聴けて良かった
と思いました。ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎今日もありがとう。ミキサーを考えて欲しい。ボーカルの音量が低すぎる。（男性・６０歳代）
◎広川さんのボーカルが良かったです。今年も楽しませていただきました。ありがとうございました。
女性ボーカルの声が聴きとりにくかったです。（女性・６０歳代）
◎２/１５も行きたいと思った。楽しい時間でした。（男性・７０歳代）
◎伊藤よしおくん、何かVocalで一曲お願いします。
演奏会でいつか楽しみにしています。コーラスがよく聴こえなかった。（女性・６０歳代）
◎ベース・ギターとボーカルが良かった。選曲が良かった。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しくうれしく聴かせていただいてます。次回が楽しみです。この時期しか・・・のクリスマスソングとても楽しみ
ました。（男性・７０歳代）
◎毎回ステキな演奏をありがとうございます。良いお年をお迎え下さい。（女性・７０歳代）
◎いつも聴かせてもらってありがたいです。１曲でも多くのレパートリーを聴かせて下さい。いつもながら、新保さんの
サックス、いい音を出して心に響きます！心の中に入ってくるようで・・・（男性・６０歳代）
◎熱帯エレキ楽団の看板を黄色→
熱帯エレキ楽団の看板を黄色→真っ赤な赤色に変更したら・・・（男性・７０歳代）
◎毎回熱演ご苦労様です。皆さんの紹介も良かったです。クリスマスの曲やベンチャーズの曲は楽しく聴かせていただ
きました。（女性・６０歳代）
◎来年は新潟競馬場で、春・夏競馬時に演奏会を開いてはどうですか～更なる認知度向上になると思いますが。
２回目ですが、相変わらず上手いです。感心させられます。（男性・７０歳代）
◎１人のメンバーも欠く事なく益々の活動期待しています。Vocal等取り入れて良かった。
又ゲスト演奏もGood。（男性・７０歳代）
◎がんばって下さい。元気をいただきました！楽しい時間をありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎久し振りに元気の良い音楽を聴かせてもらいました。（男性・７０歳代）

No.３

印象に残った曲・また聴きたい曲
ガロ ベンチャーズ⑥
ベンチャーズ⑥ 恋人も濡れる街角③
恋人も濡れる街角③ 運命⑤
運命⑤ 熱き心に⑤
熱き心に⑤ 恋人がサンタクロース③
恋人がサンタクロース③ ラナウェイ③
ラナウェイ③
ウィスキーがお好きでしょ⑥
ウィスキーがお好きでしょ⑥ 夜霧のしのび逢い⑫
夜霧のしのび逢い⑫ 君といつまでも④
君といつまでも④ 冬の散歩道 カサブランカ⑫
カサブランカ⑫ 全曲④
全曲④
センチメンタル・フォトグラフ さすらいのギター⑧
さすらいのギター⑧ ダイヤモンドライン⑧
ダイヤモンドライン⑧ みずいろの雨②
みずいろの雨② 時の魔法
スパニッシュ・ギター④
スパニッシュ・ギター④ TAKE IT EASY②
EASY② サックスの曲 クルエルシー⑥
クルエルシー⑥ 思い出は美しすぎて
愛と風のように②
夢の中へ②
愛と風のように② ジングルベル ウォーク・ドント・ラン②
ウォーク・ドント・ラン②
夢の中へ② あのすばらしい愛をもう一度②
あのすばらしい愛をもう一度②
たんぽぽ 銀河鉄道９９９ あの時君は若かった②
あの時君は若かった②

NEGの演奏で聴いてみたい曲
シャドウズの代表曲 霧のカレリア 涙のギター 故郷は今もかわらず？（新沼謙二） ジャ二－ギター
ブルーシャトー 愛のメモリー 夕陽が泣いている 君に会いたい 長い髪の少女 イエスタデー ビートルズ
寺内タケシの民謡・クラシック Let it be さらばシベリア鉄道②
さらばシベリア鉄道② どんな曲でも楽団一任②
どんな曲でも楽団一任② キャラバン②
キャラバン②
パリの散歩道 THE LONER ブラックマジックウーマン 「さくら」にちなんだ曲 ああ無情 ブラッククリスマス
太陽にほえろ 夢を信じて 東京ブギウギ 映画音楽 徳永英明 福山の曲 朝ドラの曲 チャンピオン
ブランデーグラス 天国への階段（ツェッペリン） 花嫁（クライマックス）③
花嫁（クライマックス）③ 津軽じょんがら節 グレンミラーの曲
ベンチャーズ ゆずの曲 太陽の彼方 黒い瞳 愛のハーモニー 星空のディスタント チャコの海岸物語
蒼い星くず 青い影 朝日のあたる家 ルパン三世 京都慕情 京都の恋 民謡アレンジした曲
グループサウンズ・メロディー シャンソン

楽器経験

あり 18名

管弦楽 吹奏楽③
吹奏楽③
アコギ②
アコギ②
ピアノ

ジャズ

エレキギター④
エレキギター④
リコーダー

ドラム

なし 36名
バンド③
バンド③

その他③
その他③

ハーモニカ

フォークギター

ギター⑥
ギター⑥

ビオラ

サックス

パーカッション

トランペット

来場回数・地区
初めて 8名

２回目 12名

３回目 5名

４回目 6名

５回目以上 19名

毎回 20名

北区 21名

東区 19名

江南区 1名

中央区 2名

秋葉区 4名

西区 1名

五泉市 2名

加茂 1名

長岡市 2名

見附市 1名

弥彦村 1名

その他 1名

南区 1名

村上市 4名

？ 7名

何で知ったか？
知人・友人 10名

出演者 7名

ポスター・チラシ 8名

ホームページ 1名

区役所だより 7名

文化会館のHP 1名

その他 1名

案内ハガキ 36名

前回来て 2名

性別・年代
男性 43名
40歳代 1名 50歳代 5名
女性 25名
50歳代 4名 60歳代 11名
？ 2名
60歳代 1名 70歳代 1名

◎アンケート枚数

60歳代 21名
70歳代 7名

70歳代 15名
80歳代 1名

？ 1名
？ 2名

７０枚

※コピー不備のため、今回アンケート用紙を、全員の方に配れませんでした。

新聞 4名

