２０１５．０９．１３ (日） 第１９回 定期無料演奏会

≪ひろ＆とも・ＳＲサービス≫
Ｎｏ．１

◎カーペンターズの曲、懐かしく聴きました。(女性・７０歳代）
◎ブラックマジックウーマン リズムが良く、良かったです。夜霧のしのび逢い 昔を思い出して聴いていました。
パーカッション 一生懸命で感動です。ドラム・エレキ・サックス・キーボード 全て良かったです。いつも思いますが、
練習の成果は出ていてすばらしいと思います。
ＳＲサービスの方々の演奏の中で、トップオブザワールドが良かったです。
二胡の演奏も、独特の音色が良かったです。（女性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。言う事ありません。（男性・７０歳代）
◎頑張ってください。（男性・６０歳代）
◎お疲れっす。（男性・６０歳代）
◎楽しい会でした。是非継続してください。（男性・６０歳代）
◎ＳＲサービスさん、何とも言えない感動でした。※ぜひぜひ又呼んでください。素晴らしかったです。何もかもドキドキし
ました。毎回いろんな方の演奏聴けて、楽しくとっても心が幸せになります。ありがとうございました。
林さん→ドラムに負けず光ってましたよ。皆さん方とてもステキで素晴らしいです。いつも大きなステージで演奏できま
すよう応援致します。（女性・５０歳代）
◎エレキ演奏は元気が出てとてもいいです。笑顔で演奏するといいのでは？（女性・６０歳代）
◎ゲスト共、皆様大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎ブラックマジックウーマン、ノリノリでした。（男性・６０歳代、女性・５０歳代）
◎毎回楽しみにしています。伊藤さんのアコースティックギターがシャキシャキすぎた。二胡の時。
ＳＲサービスがとても良かった。（男性・６０歳代）
◎可能な限り続けて下さい。激しい曲もお願いします！（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎案内ハガキありがとうございます。（男性・？）
◎緑島小夜曲 ステキなセッションでした。林さん遠藤さんやっぱり上手い。いつも元気頂きます。
ＳＲサービス、トーク長すぎ。ステキな歌声でした。ワイン飲みながら聴きたいです。（女性・５０歳代）
◎今後の活躍お祈り申し上げます。（女性・６０歳代）
◎何回か来れませんでしたが、前より大幅に上達していてびっくりしています。練習の成果ですね。
ＳＲサービスがすばらしかった。特にボーカル。エレキとサックスの混成が良かったです。（男性・６０歳代）
◎毎回案内をいただき楽しみにしています。沢山元気をもらっています。ありがとう。（女性・６０歳代）
◎ブラックマジックウーマン ボーカルがほしかったネ。イエ～！ごくろうさまでした。
昔カローラＳＲという車があった。今日の車はクラウンいやそれ以上レクサス級ダ～！ビーナスだ～！（男性・６０歳代）
◎全てプロ級。毎回楽しみにしています。ベース女性カッコいい。今後も毎回楽しみにしています。
市島さんがうまくまとめていると思います。（男性・６０歳代）
◎リクエストしたブラックマジックウーマン、レコード聴いた時からはるか何十年（やられた！）そんな気持ちでした。
曲の中に楽器のアドリブを入れてみては！ず～とハリキッて・・・聴かせて下さい。聴きたい曲が聴けてハッピーです。
ゲストの方たちもとても心に残りました。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．２
◎Ｊポップもいいと思います。いつまでもがんばって下さい。音量が大きすぎると思います。（女性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎皆さんの元気がうれしい。（？・７０歳代）
◎毎回楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎ベンチャーズ大好きです。ありがとうございます。（？・７０歳代）
◎いつも楽しい演奏をありがとうございます。次回も楽しみにしています。ＳＲサービスさん、素晴らしかったです。
透明感のあるボーカルさんの声、また是非お聞きしたいです！（男性・女性・６０歳代）
◎私達にエレキの楽しさを聴かせてくれてうれしいです。（女性・６０歳代）
◎カーペンターズの曲が良かったです。（男性・６０歳代）
◎演奏会続けていくの大変と思いますが、続けてって欲しいと思います。
ゲストＳＲサービス、また呼んでください！！（男性・５０歳代）
◎とても楽しく聴かせてもらいました。広川さんのボーカルステキでした。二胡との共演良かったです。
アーぺンターズメロディーも楽しかったです。（女性・６０歳代）
◎市島さん大変ですよ！！ＳＲサービスの歌声はすばらしい。（男性・６０歳代）
◎ＳＲサービスのボーカルが非常に上手で聴きやすかった。いつかまた聴きたい。（男性・６０歳代）
◎ムード系の曲、懐メロ等を数曲入れて！来る（聴く）たびに素晴らしさを感じる。
ゲスト（２組とも）がナイス選定、最高でした。（男性・６０歳代）
◎大変ごくろうさまでした。良かったです。（男性・６０歳代）
◎全員の皆様、ありがとうございます。どれもとっても良かったです。ＳＲさんの歌も良かったです。（女性・６０歳代）
◎ベース・ＰＣ（熱き心に）パンチがきいてて良かった。又宜しくお願いします。
ＳＲサービスのボーカルが良かった。次回宜しくお願いします。（男性・６０歳代）
◎若い頃を思い出して、元気が出ました。（男性・６０歳代）
◎「朝日のあたる家」迫力有り「スーパースター」ボーカルｂｅｓｔ！
林さん「ブラックマジックウーマン」「スカボロフェア」very goodでした。
幅広いジャンルの音楽の、豪華な流れに身をまかせた昼下がりの午後は最高でした。
熱帯エレキ楽団cheer up！これからも埋もれた名曲を披露して下さい。（男性・６０歳代）
◎すべて感動、カンドウ、かんどう感無量。すばらしいメンバーでうらやましく思います。リーダーの御力、人間性でしょう
か。「熱き心に」のベース最高。毛の無い人も白い人も、エレキは不良と呼ばれた頃にもどれて血がさわぎ非常に良か
った。選曲もポピュラーでわかりやすい。お金を取ってもよいのでは？１コインチャリティーコンサート（男性・６０歳代）
◎なかなかバンド聴く事がない。ありがとう。演奏を聴かせてもらい、心も体もきれいになった。（女性・６０歳代）
◎いつも楽しみにしています。大変良かったです。（男性・？）
◎いつもありがとうございます。いつも素晴らしい。（男性・７０歳代）
◎ゲストＳＲサービスありがとうございました。音を大切に歌い上げて最高です。
今回もありがとうございました。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．３
◎ひろ＆ともさんの、小花鼓・緑島小夜曲も素敵でした。にまざっての広川さんもすてき！
ＳＲサービスさんの“スーパースター”超最高でした。和製！？カレンの如く！家に眠っているカレンのＣＤ聴きたくなり
ました。なつかしさも手伝って本当にすばらしい！！！かったです。ありがとうございます。そして、スーさん、中村さん
お若い！！演奏者“生”で見れて特に得した気分で、元気百倍いただきました。ＮＥＧの皆さま、バンマスさま、ありが
とうございます。又、ゲストでＳＲサービスさんに来て頂いてほしいです。（女性・５０歳代）
◎ＳＲサービス カーペンターズなつかしい。（男性・７０歳代）
◎今回のゲストは最高でした。素晴らしいボーカル。相変わらず新保さんも素晴らしい。皆さんの演奏を毎回楽しみにし
ています。（男性・女性・６０歳代）
◎２０回にむけて体を大切にがんばって下さい。ボーカルを入れてもらいたい。（？・６０歳代）
◎最高でした。（女性・６０歳代）
◎後半加山雄三シリーズが聴きたい。二胡やＳＲサービスさんもとても良かった。カーペンターズ次回も聴きたい。
いつも楽しませて頂きありがとうございます。これからも頑張って下さい。盛り沢山の内容で良かったです。
（女性・６０歳代）
◎全ての演奏者からパワーをもらいました。ありがとう♡また来たいと思います。素晴らしい演奏期待しています。
ゲストもね！（男性・６０歳代）
◎楽しい時間でした。皆さんの頑張りはとっても良かったです。サックスはとっても良かったです。（女性・６０歳代）
◎今回カーペンターズが聴きたくて来ました。とても良かったです。（女性・４０歳代）
◎いつもありがとう。部屋の大きさから必要以上のアンプはむしろ圧迫感さけが強く、音楽を楽しんでいる気が失せる。
生の音が聴きたい。（特にＳＲサービスさん）（女性・６０歳代）
◎いつも楽しみにしています。ありがとうございます。とっても良かったです。（女性・６０歳代）
◎二胡、生演奏初めてでした。良かったです。いつもステキな演奏ありがとうございます。二胡もカーペンターズサウンド
も素敵でした。（女性・６０歳代）
◎良かった。（男性・６０歳代）
◎ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎今後もがんばって下さい。広川さんのボーカルも良かったです。初めてだったけど、感動しました。
女性もかっこ良かったです。（女性・７０歳代）
◎皆さん楽しそうに演奏されていて、ひきこまれました。（女性・６０歳代）
◎とても良かったです！ＳＲサービスさんの演奏（カーペンターズの曲）がとても良かったです。（男性・７０歳代）
◎ＳＲサービス女性シンガー最高。（男性・６０歳代）
◎ＳＲサービスの曲が良かったです。（男性・４０歳代）
◎広川さんの歌、とても素晴らしかったです。ＳＲサービスさんのボーカルさん、上手いうえ美人でステキでした。
（女性・６０歳代）
◎ＳＲサービスのボーカル無しで、今回以外の曲を聴きたい。楽しかった。今回はＰＣ目立たない？音響の調整か？
（女性・６０歳代）

Ｎｏ．４

印象に残った曲・また聴きたい曲
ブラックマジックウーマン⑫ 夜霧のしのび逢い⑧ プリーズミスターポストマン④ 夢の中へ③ 熱き心に⑧
カーペンターズの曲④ 全部⑤ ダイヤモンドライン⑦ 二人の銀座③ 朝日のあたる家⑦ 緑島小夜曲③
ウォークドントラン② トップオブザワールド① ラナウェイ② 夜空の星④ 蒼い星くず⑤ 雨の日と月曜日は①
青春の輝き① サーフィンＵＳＡ① たそがれマイラブ② スカボロフェア① 涙のギター① スーパースター①

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
霧の中の二人 シュガーベイビーラヴ カントリーロード 寺内タケシのクラシック曲 星降る街角 さそり座の女
別れても好きな人 小雨降る径（シャンソン） コーヒールンバ ムーンフラワー（サンタナ） スペイン（チックコリア）
十番街の殺人② さらばシベリア鉄道 ナオミの夢 京都の恋② 映画音楽 津軽じょんがら節 異邦人
さすらいのギター 雪の華（二胡で） キャラバン③ ブルーシャトー クルエルシー 寺内タケシ・佐渡おけさ
クロストゥーユー ホテルカリフォルニア（イーブルス） ００７のテーマ曲 ミッションインポッシブル ターミネーター
懐メロ 津軽民謡 夏の日の恋 プレスリー・チャックベリーのロックンロール ＧＳ② レッツゴー運命 アパッチ
ベンチャーズ全て ビートルズ 二人の天使（色々な楽器のリードが中に入った奴を是非！） 津軽海峡冬景色
セクシーツイスト 雨の御堂筋

楽器経験有り ２８名
管弦楽①
ギター⑩

楽器経験なし ４７名

吹奏楽④ ジャズ① バンド⑥ その他③
トランペット④ 二胡① Ｋｂ① ウクレレ①

ドラム①

ピアノ②

来場回数・地区
初めて 13名

２回目 13名

３回目 5名

４回目 8名

北区 26名 東区 15名 江南区 4名 中央区 9名
阿賀町 1名 加茂市 1名 五泉市 1名 燕市 2名

５回以上 33名

毎回 16名

？ 2名

秋葉区 10名 西区 10名 西蒲区 2名 阿賀野市 2名
村上市 2名 長岡 2名 弥彦 1名 ？ 6名

何で知ったか？
知人・友人 16名
その他 2名

出演者 9名

ＨＰ 1名

ハガキ 52名

ポスター・チラシ 4名

性別・年代
男性 52名
40歳代 1名

50歳代 2名

60歳代 36名

70歳代 10名

女性 37名
40歳代 1名

50歳代 5名

60歳代 28名

70歳代 3名

70歳代 2名

？ 2名

？ 6名
60歳代 2名
アンケート枚数

91枚

来場者数は135名位でした。

？ 3名
？ 1名

区役所だより 5名

新聞 7名

