２０１５．１２．１３（日） 第２０回 定期無料演奏会

《Ｆｕｎｋｙ・Ｆａｔｈｅｒｓ・Ｆａｒｍ》
Ｎｏ．１

◎前半が良かったです。いつもステキな演奏ありがとう！できれば、ゲストはフォーク以外を聴きたいです。
ジャズとか。（女性・６０歳代）
◎ゲストの親松さんの優しい歌声、斉藤さんのハーモニカ・歌声が印象に残りました。エレキ全盛期に育った者として、
皆様の演奏を聴ける事が幸せです。次回も頑張って下さい。（女性・６０歳代）
◎今回も全員大変良かったです。次回もまた聴きたいと思います。（男性・７０歳代）
◎すばらしい演奏ありがとうございました。是非、継続して下さい。（男性・７０歳代）
◎是非、伊藤さんの唄を！メンバーも増えて益々の発展を願います。「市島軍団」頑張れ！
ゲストの「きよしこの夜」がとても良かった。椅子の数が足りなかったようです。（男性・７０歳代）
◎次回を楽しみにしています。席取りをしている方がいる。考えてほしい。毎回ゲストが素晴らしく楽しみです。
メンバー紹介があって良かった。（男性・６０歳代）
◎眼を開けたり、閉じたり。眼を開けると、市島さんのリードギターに眼が向く。眼を閉じると遠藤さんのベースギターの
音がよく聴こえてくる。再び眼を開けると、ヤッパリ、リードギターに眼が行ってしまう。あわてて眼を閉じると、ベース
ギター音が耳に心地よく響く。眼を開けたり閉じたり。毎回楽しく参加させて頂き、演奏を聴ける事が、こんなにも嬉しく
てたまりません。未だ貰っていない皆勤賞を獲得する迄、参加し続ける事を誓います。市島さんへ、遠藤さんへ、皆様
へ。感謝！（男性・６０歳代）
◎ベースの遠藤ＫＡＺUさんの両膝のリズム表現が、聴く人を楽しくしてくれる。いつ聴いてもわくわくリズムです。
（男性・７０歳代）
◎楽しませて頂いています。これからも頑張って下さい。（女性・６０歳代）
◎毎回楽しみに来ています。（男性・６０歳代）
◎今回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・６０歳代）
◎いつも元気でうれしい。（女性・７０歳代）
◎ゲストとてもすてきな声、うっとりしました。よかった。（女性・６０歳代）
◎すばらしいです。青春よみがえりです。（女性・６０歳代）
◎毎回楽しみにしています。頑張って下さい！（男性・６０歳代）
◎いつもすばらしい演奏をありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎新保さんのサックス目立って良い。林さんのパーカッションいつも光っている。（男性・６０歳代）
◎音楽に縁遠い私ですが、誘って頂きありがとうございました。皆さんの生き生きとした演奏に感動し、楽しませて頂き
ました。（女性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。大変良かったです。（男性・７０歳代）
◎健康に留意して益々の活動期待します。人数が増えたようで、迫力があってよかった。（？・７０歳代）
◎楽しい演奏会ありがとう。第３日曜日はさけてほしい。（男性・７０歳代）
◎林さんいつもステキです。ゲストさん久々にフォーク聴けて良かった。（イムジン河よかった。）曲紹介あったのがうれし
かった。（女性・５０歳代）
◎久し振りに元気になりました。（男性・６０歳代）

Ｎｏ．２
◎スパニッシュギター→ダンスが踊りたくなりました。そんな曲でした。とてもすばらしい演奏でした。ますます頑張って下
さい。フォークもとてもステキでした。（女性・６０歳代）
◎ＦＦＦ メインボーカル 高音 素晴らしい 遠くからの参加ありがとうございました。ＧＳの名曲も取り上げてほしい。
（男性・６０歳代）
◎頑張って続けて下さい。若い頃を思い出させてもらい、ありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎いつも楽しい演奏をありがとうございます。（女性・６０歳代）
◎いつも素晴らしいですね。（男性・６０歳代）
◎大変良かったです。たまには女性ボーカルも。（男性・６０歳代）
◎市島リーダー、メンバーの皆さん、すばらしい。いつもいいね！（男性・６０歳代）
◎ありがとうございました。これからもがんばって下さい。市島さんの司会とても良い。（女性・６０歳代）
◎ゲストの方々大変良かった。歌はいらない！（男性・６０歳代）
◎ゲストのお３人さんの声がとても心地よく懐かしくステキでした。選曲も皆良かったです。特にビートルズ・イーグルス
Ｇｏｏｄでした。イムジンも！心温まる演奏と楽しいトークで、心がほっこりしました。また、おじゃましたいと思います。
※林さんはもしかして、山下久樹さんからパーカッション習われたのでしょうか？（どんさん）
ジャズストリートに出て下さい！！（女性・５０歳代）
◎新保さんのサックス良かったです。太陽にほえろ、なつかしかったです。キャスター５久しぶりに聞きました。
（女性・６０歳代）
◎楽しく聴かせていただきました。ありがとう。良かった。（男性・６０歳代）
◎伊藤くん～色々と一年間楽しみました。来年もガンバッテネ。元気になる力をもらいました。（女性・６０歳代）
◎楽しい時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございました。（女性・７０歳代）
◎ビートがきいて楽しい。（男性・６０歳代）
◎いつも名演奏をありがとうございます。（男性・７０歳代）
◎広川さんのギターの音色がとても心にひびきます！（男性・６０歳代）
◎いつも楽しい演奏ありがとうございます。ガンバッて下さい。楽しみました。満足です。（女性・６０歳代）
◎ながーくがんばって下さい。（？・？）
◎ドラムがじょうず！！（男性・６０歳代）
◎お身体に気を付けて、また聴かせて下さい。（男性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。大変良かったです。（男性・？）
◎お仕事しながら本当にすごいですね。（女性・５０歳代）
◎「太陽にほえろ」最高！！です。広川さまの「メリージェーン」やっぱ超最高！です！（女性・６０歳代）
◎これからも応援していきます。とても良かったです。立ち見が出ているようなので、大きい場所での開催はいかがでし
ょうか。（女性・４０歳代）

Ｎｏ．３
◎いつも楽しく聴かせてもらってます。もうちょっと広い場所が良かったと思います。（女性・６０歳代）
◎うまい。（男性・６０歳代）
◎うまい。（女性・６０歳代）
◎バンマスターのセンスの良さがうかがえる。ドラムソロを入れて欲しい。（男性・７０歳代）
◎どれもみんな良かったです。（女性・７０歳代）
◎初めて連れてきた友人、大感激。新保さんかっこいいです。いろいろの楽器ができるのですね。
大盛況おめでとうございます。司会も楽しいです。（女性・７０歳代）
◎すばらしかったです。もっと聴いていたかった。（女性・６０歳代）
◎体に気を付け、永く続けて下さい。もう少し大きな会場で料金を取っても良いのでは？！
〈後半〉は、スローな曲が多く、ダレてしまった。ロックをやって下さい。（？・６０歳代）

印象に残った曲・また聴きたい曲
さすらいのギター⑥ いい日旅立ち⑤ ウナセラディ東京③ 秘密諜報員① いとしのエリーナ⑨ イムジン河③
ウォークドントラン④ 十番街の殺人④ 蒼い星くず⑥ あの時君は若かった② マスカレード③ 全部③
メリージェーン④ ラナウェイ① スパニッシュギター⑤ 恋人がサンタクロース① 太陽にほえろ⑧
カサブランカ④ たそがれマイラブ② 恋人も濡れる街角②

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
涙の太陽 愛の奇跡（ヒデとロザンナ） キサナドーの伝説（ジャガーズ） 星への旅路 ハワイファイブオー
イエスタデー 花の首飾り すばる 黒く塗れ 京都の恋 民謡 サンタナ テルスター 恋のフーガ
オールディズ 恋人よ クラシック 津軽じょんがら節③ 夢みるギター さらばシベリア鉄道② キャラバン③
最新の映画音楽（例えばスターウォーズ） コーヒールンバ アパッチ スカイラブ 二つのギター スプートニクス
ビートルズナンバー③ ベンチャーズナンバー② 加山雄三の曲 鈴木雅之 新潟ブルース ジャズ ボレロ
カーペンターズ 雪の散歩道（サイモンとガーファンクル） ミッションインポッシブル 石狩挽歌 哀愁のヨーロッパ
モルダウ どんな曲でも ＧＳ キーハンターのテーマ ありがとうのテーマ ルパン三世 愛のメモリー
サーフライダー② イパネマの娘

楽器経験有り ２２名

楽器経験 なし ４３名

和楽器① 吹奏楽③ バンド③ ジャズ①
琴① ギター⑥ ＴＰ① ドラム④ ピアノ④
ウクレレ①

フォークギター②

クラシックギター①

エレキギター①

来場回数・地区
初めて 10名
加茂市 1名
胎内市 1名

２回目 10名

３回目 6名

４回目 6名

５回以上 28名

毎回 16名

？ 12名 江南区 7名 北区 24名 新発田市 1名 五泉市 2名
秋葉区 8名 西蒲区 1名 阿賀野市 1名 西区 2名

？ 2名

中央区 5名

東区 13名

Ｎｏ．４

何で知ったか？
知人・友人 16名 出演者 9名
たまたま散歩に来て 1名

ＨＰ 1名

ハガキ 42名

ポスター・チラシ 5名

性別・年代
男性 46名 40歳代 1名 50歳代 1名 60歳代 27名
女性 30名 40歳代 1名 50歳代 4名 60歳代 20名
？ 3名 60歳代 1名 70歳代 1名 ？ 1名

70歳代 12名 ？ 5名
70歳代 4名 ？ 1名

アンケート枚数 78枚
来場者数は146名でした。

ＮＥＧレパートリー・リクエスト結果
１位（16票）
２位（11票）
３位（９票）
４位（８票）
５位（７票）
６位（６票）

７位（５票）

８位（４票）
９位（３票）

10位（２票）

パイプライン
ブラックマジックウーマン
ダイヤモンドヘッド
夜霧のしのび逢い
熱き心に
ブルドッグ
レッツゴー運命
青春時代
ブルーシャトー
さすらいのギター
プリーズミスターポストマン
ウィスキーがお好きでしょ
いい日旅立ち
クルエルシー
十番街の殺人
銀河鉄道９９９
ウナセラディ東京
霧のカレリア
夜空の星
太陽にほえろ
君の瞳に恋してる
雨の御堂筋
夢の中へ
いとしのエリーナ
カサブランカ
ブラックサンドビーチ
北国の春
サーフィンＵＳＡ
チャコの海岸物語
真夏の夜の夢
ウォークドントラン
蒼い星くず
たそがれマイラブ
ラナウェイ
ひょっこりひょうたん島
長い髪の少女
二人の銀座
トップオブザワールド
涙のギター

区役所だより 4名

新聞 9名

