２０１６．０３．１３（日） 第２１回 定期無料演奏会

《クリスタルハーツ》
No.1

◎今後も頑張って下さい。（男性・６０歳代）
◎熱き心にのベースギターのパンチが、最高に良かった。PC音の大きさが良かった。後半暑かったので、ご苦労様でし
た。ゲストが良かった。（男性・６０歳代）
◎頑張ってください。（男性・６０歳代）
◎今回のゲストバンドはいかがなものか？歌謡ショーでは？せめてボーカルはいらないかも？
いつも幸せな気分にさせてくれる。ありがとうございます。ますますのご活躍を祈る！（女性・７０歳代）
◎いつも熱演ありがとうございます。次回も楽しみにしています。（女性・６０歳代）
◎いつもありがとうございます。サックス最高。（女性・７０歳代）
◎クリスタルハーツ・・・衣装をもっと工夫するともっと良くなると思う。（シックな品の良いもの）
選曲が良かったと思う。（女性・６０歳代）
◎ご多忙の中、貴重な時間を練習に頑張っておられます。メンバーの方達お身体に留意して下さい。（女性・？）
◎お疲れ様でした。汗でギターが弾きにくかったと思います。楽しく聴かせてもらい有難うございました。
ウィスキーがお好きでしょが、かっこよかったです。全体的にキーボードが生かされていません。３人もいるのですから
もったいないです。バリーホワイトの愛のテーマなど、かっこいいですよ。サイドギターの音が聞こえません。
（男性・６０歳代）
◎熱き心にのベースが大好き。オープニング曲にして欲しい。いつも楽しませていただきありがとうございます。
いつもメジャーな曲でなつかしく楽しませていただいています。さすらいのギターがダブっていたので、１曲損をした様
な気がした（笑）グループサウンズメドレーが聴きたい。（男性・６０歳代）
◎春の一時演奏を聴かせて頂き有難うございました。新保さんお疲れ様。スタッフの方々ご苦労様でした。
（男性・６０歳代）
◎久し振りに聴きに来ましたが、よかったです。ありがとうございました。（男性・７０歳代）
◎新潟出身の歌手やご当地ソングではないが、そんな感じも良いのではないでしょうか。太陽にほえろ、新保さんの
サックスがステキでした。前から、ブルーシャトーをと思っていましたので、良かったです。（女性・６０歳代）
◎皆さんお元気で、ずーっと続けていってください。なつかしい曲ばかりで、若い頃を思い出しました。演奏会とても
良かったです。楽しい時間を有難うございました。次回も楽しみにしています！！（男性・５０歳代）
◎頑張って下さい。（男性・６０歳代）
◎毎回素敵な曲を楽しみにしています。（男性・６０歳代）
◎前半は知っているなじみの曲、後半はエレキの曲と皆良かったです。楽しく聴かせてもらいました。（人数も多く、楽器
も多様で本当に良かったです。まさに楽団ですね）ますますのご活躍を！（女性・６０歳代）
◎超熱演で感動しました。高齢の私でもなつかしい曲が多く青春に戻ります。（女性・６０歳代）
◎ありがとうございました。（女性・６０歳代）
◎毎回ご苦労様です。（男性・６０歳代）
◎大変良かったです。毎回楽しみです。（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・？）

No.2
◎遠藤さん、さすがです。林さん、毎回楽しみにしています。ゲストさん、歌が聞きづらいのが残念。
（女性・５０歳代）
◎いつも楽しませてもらっています。ありがとうございます。（女性・？）
◎また来ます。楽しかった。（男性・６０歳代）
◎いつも楽しみにしています。すばらしい演奏ありがとうございます。（男性・６０歳代）
◎クリスタルハーツ、全部良かった。（男性・７０歳代）
◎クリスタルは美女と何とかですね。（ベースが良い。かっこも）きもの風が最高。
市島さん、ムードメーカー。楽しいひととき。（男性・６０歳代）
◎皆さん大変良かったです。次回も楽しみにしております。（男性・７０歳代）
◎毎回楽しませてもらっています。※メンバーも一部変わり練習も大変でしょうが、頑張って下さい。
“新保さんのSAX何時もいいですネ”（男性・７０歳代）
◎いつも楽しみにしています。ガンバッテ下さい。いつもハガキありがとうございます。これからもお願い致します。
（女性・６０歳代）
◎毎回の演奏ご苦労様です。案内状ありがとう。（男性・７０歳代）
◎今日も楽しい時間有難うございます。ゲストの演奏が良かった。（男性・６０歳代）
◎今月で６５歳。今回又元気と勇気を頂きました。ありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎これからも頑張って下さい！！（？・？）
◎いつものことですが、サックスの新保さんカッコいい。クリスタルハーツさん、色っぽくて良かったです。（女性・６０歳代）
◎４月、７月の「天寿園コンサート」も期待しております。ゲスト演奏でのボーカルは２～３曲で十分。楽器だけの演奏も
聴きたかった。（男性・７０歳代）
◎これからもいい演奏を・・・（女性・６０歳代）
◎いつもすばらしい演奏有難うございます。（男性・７０歳代）
◎がんばって続けて下さい。ゲストの演奏が楽しみです。クリスタルハーツのギターの人上手いですネ！（男性・６０歳代）
◎今回も元気な演奏良かったです。記念コンサートに向けて頑張って下さいね。是非出かけたいと思います。
クリスタルハーツさんも良かったです。（女性・６０歳代）
◎ゲストの方々最高らったよ～また出てね。選曲いかったいかった。（男性・？）
◎いつも感動しています。新保さんはどんな楽器もお上手ですね。いつもありがとうございます。（女性・７０歳代）
◎B、KAZUさんいいネ。１９回かな、カーペンターズのバンドをまたゲストに！！（男性・６０歳代）
◎年間を通じて定期的にがんばって下さい。ベースが良かったです。ベースはバンドの要ですね。とにかくベースが
しっかりしているから聴き易い。（男性・６０歳代）
◎皆様一生懸命です。（男性・６０歳代）
◎いつも楽しい演奏あろがとうございます。スピーチ共々心が暖かくなります。ゲストの演奏もすてきでした。
（男性・６０歳代）

No.3
◎今回も楽しく聴かせて頂きました。ありがとうございます。太陽にほえろのリードサックスgoodです！！
クリスタルハーツ良かったです。ヴォーカルが入ると、とても盛り上がります。又聴かせて下さい。（男性・６０歳代）
◎毎回楽しませていただいています。エレキの爆音はここち良いです。天寿園は駐車場に難ありです。（男性・６０歳代）
◎老体にムチ打ってがんばって下さい。銀河鉄道９９９のフルートの音が聴こえない。市島さんのトークがすばらしい。
（男性・６０歳代）
◎さすらいのギターは、ゲストの歌ありですが同一の曲で、聴き比べてしまいます。好きな曲の一曲です。
皆さん練習もし、大変息の合った演奏を聴かせて頂き、非常に楽しかったです。ウイスキー・・・のサックス、とても良か
ったです。テレビCMを思い出しました。もっとベンチャーズのレパートリーを聴きたかったな～。初めて聴かせて頂いた
ので、どれくらいのレパートリーをお持ちなんだろうかと思っています。（男性・６０歳代）
◎ドラムの遠藤さんは、特にリズム感が良かった。今後ともよろしくお願い致します。（男性・７０歳代）
◎活動がんばって下さい！！次回も楽しみにしています。盛りだくさんでした。(^O^)（女性・５０歳代）
◎新保さんのサックス大好き。（？・？）
◎毎回楽しい曲ありがとうございます。毎回大勢来られますので、大ホールでの演奏会も考慮されては？
有料OKです。（説明あり了解しました）（男性・６０歳代）
◎練習のたまもの！ありがとうです。いつも！（男性・６０歳代）
◎楽しかった。（女性・６０歳代）
◎感謝しています。（男性・７０歳代）
◎頑張れ（男性・６０歳代）
◎リーダー中心にメンバーの気が一致すばらしい。（男性・７０歳代）
◎今回もありがとうございました。（男性・６０歳代）
◎いずれも良かった。前半・後半と素晴らしい曲が選定されている。私と年齢差の無いメンバー構成ですが、人生の価値
感もほぼ同じく、今後も体調管理に努めて頑張って欲しい。力一杯に生きて来た。昭和は遠くなって行きますが、演奏
を聴いて、色々の青春時代を思い出します。ありがとうございました。（男性・７０歳代）
◎御苦労様です。今回はお客様が多かったですね。リズムギターがもう少し音が大きければ・・・。
ボーカルの音がうもれている。（男性・６０歳代）
◎ギターの広川さんぬけて残念です！新保さんで名曲になった「ウイスキーがお好きでしょ」サックスとギターの掛合い
とてもいい感じ！（男性・６０歳代）
◎ファンも増え毎回楽しませてもらっています。記念コンサートには又聴かせて下さい。（女性・７０歳代）

印象に残った曲・また聴いてみたい曲
十番街の殺人⑥
銀河鉄道９９９③ 熱き心に⑯ 霧のカレリア⑦ ブルーシャトー⑧ 夜霧のしのび逢い⑮
ダイヤモンドライン⑯ レッツゴー運命⑤ クルエルシー⑦ ウイスキーがお好きでしょ⑥ 太陽にほえろ⑧
夢の中へ⑧ 帰って来いよ① 京都の恋④ どうにもとまらない① 恋人も濡れる街角② 二人の銀座⑤
蒼い星くず⑦ さすらいのギター⑦ 長い髪の少女⑤ 氷雨① 雨の御堂筋③ メモリーグラス①
チャコの海岸物語②

Ｎｏ．４

ＮＥＧの演奏で聴いてみたい曲
アパッチ② 君といつまでも② 青いスイセイ 虹色の湖 津軽じょんがら節② 雨の思い出 あ々無情
真夏の夜の夢 銀色の道 思い出はアカシア 春がいっぱい 桃色吐息 真珠取りのタンゴ ラブミートゥナイト
００７のテーマ ミッションインポッシブル 夢のカリフォルニア② 夜霧よ今夜もありがとう 新潟ブルース
長崎は今日も雨だった 男の子女の子 涙のリクエスト 年下の男の子 私の彼は左きき あまちゃんテーマ
キイハンター 哀愁のカサブランカ 加山の曲② イエスノー 時代 スカイラブ 夜空の星 青春時代②
嵐の曲 ＡＫＢ４８の曲 真っ赤な太陽② 夢まくら ラテンロック（サンタナ） Ｂ’Zの曲 ＧＳの曲 ジャズ
ビートルズ② オールディズ ベンチャーズなら何でも② 川の流れのように 寺内の曲② サマータイム
夕日に赤い帆 ある日渚に ブラックサンドビーチ② 夜空の終列車 闘牛士のマンボ 長い夜 君に会いたい
シーサイドヴァウント 夕陽が泣いている 哀愁のヨーロッパ ビギンの曲 恋しくて ペガサスの朝 軽音楽
ラバースコンチェルト 民謡メドレー アンドアイラブユー オールマイラビング 映画主題曲 氷雨 黒く塗れ
朝日のあたる家 サーフィンＵＳＡ 地獄のカクテル ００７ゴールドフィンガー ロシアより愛をこめて 恋人よ
ウォークドントラン イエロージャケット いとしのエリーナ サンタナ ブルース 民謡アレンジ

楽器経験 有り ３０名

なし ４５名

バンド⑩ 吹奏楽⑤ 管弦楽① その他⑦ フォーク① ジャズ①
ギター⑬ エレキギター④ オカリナ① ハーモニカ① ピアノ② クラシックギター①
フォークギター② ベースギター② ドラム③ ウクレレ①

トランペット③

来場回数・地区
初めて 10名

２回目 7名

３回目 9名

４回目 2名

５回以上 45名

毎回 17名

？ 6名

北区 23名 東区 20名 江南区 9名 中央区 6名 秋葉区 9名 西区 5名 西蒲区 1名 長岡市 1名
新発田市 1名 燕市 1名 阿賀野市 4名 五泉市 2名 小千谷 1名 阿賀町 1名 村上市 1名
胎内市 1名 その他 1名 ？ 7名

何で知ったか？
知人・友人 12名 出演者 8名 ホームページ 2名
その他 1名 新聞 8名 ？ 6名

案内ハガキ 54名

ポスター・チラシ 8名

性別・年代
男性 67名
４０歳代 1名
女性 26名
５０歳代 2名
？ 2名
？ 2名
アンケート枚数
来場人数

５０歳代 1名

６０歳代 45名

６０歳代 17名

７０歳代 5名

９５枚

約１４０名でした。

７０歳代 17名
？ 2名

？ 4名

区役所だより 4名

