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◎,加 したい!リズムはが3い 著干強化する事で見通えるよう=なる!と思い彗す ('0代 男性)

o晨 富でした 元気が出ました 古川さんの歌がもつ凛 いてみたい く00代 男性)

0,1常 に良かつたです 皆さん良かoたです (,男 性)
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大変良かoたです (50代 男性)
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した あとサ″ ス最吉 とても楽しかoたです いるいるの楽審が

踏 簡 揺 諄 琴七変寧準墨
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1年 零編 れ,1痣
".口

きに来れ て す 今日膝 当にありがとうございまし

:)

0気 取らF●い所が良かつた (60代 女性)

◎奎管楽●のuな 書色が大壺晨かoた 田口さんとトミ■

“

群 ん量吉に良かつた (フ0代 男性)

olt男 性)

野翠拙輩Ъとし難

`F推

建:諄菫聾、事̈ Fざ
いま

(6o代 男性)

0政 秦時間もよいと思囃 す サポートの田口さんは秦晴らしい (7男 性)

0議 辺締 吉川姉 佐野兄 良かつた 小学生 しかも女の子とよオド●キ 猾楽を見構えてかな !,け 0代 男性)

0ゲ ストのレインポー′‐ズは とても楽しみました ボーカル最事でした 聴← けでなく ―■に声を出すこ康 に良か

った (60代 女性)

踏き

'野

療し娠螂 引恰割ピ覇
網介∞K割●自いての実量のちよつとしたお魔があれば
性)

◎彙人さんがスゴイです 書さん楽しそうでした (60代 男tl)

0大 変楽しめました (60代 女0

◎大壼素嗜らしいま奏でした
'(50代

男性)

階告鍵鋼喘=蕊|夕賜1夕庸鮮ぶ=す・錮
ステキな曲の敷々ありがをうございます

0 (60代 男性)

0エクセレントω一言に尽きます 管積のご努力に感鵬しました (30代 男性)
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◎・

~ホ
ームを書えた方が良い (0●I●針 り

◎プロのコンサートと

“

交わりがない 本当に豪麟らしい ゲストも良い 大変膵鴨でした ありがとうございました
(70代 男性)

◎4 日ヽ発生に今日毛斎を治

…

ました いRま でも構けてください 楽しみにしています (,0代 男性)

0書 きん豪嗜らしかつた 楽しかつた・・す 又来ます (フ0代 贅性)

@ぜ ―んぶ 由名はわからなくでヽま と あああの曲と思います (60代 女性)

◎全体を通し,C00円でお撼口あり 長岡のi書食Jでお口10なりました 農辺口子さんに会いにせました ,(る0代 男性)

◎よくガシ′,夕 (60代 男性)

0特

―

飛の演奏は良がつた (BO掟 男性)

0大 奎良く今餃t頑 騒って下さい 0崚 0ご 活目を期待しております (,0代 男性)

0今 回は最高に良かったです おりがとう_‐Xい ました (,0代 男性)

0ジ ヤズそのものを初めて嗜いたので 又義きたい ジャズは燎居が市いかと思ぅていましたが 聰書やすくて楽しかつ
た 歌|●まかつたです (00代 女性)

0年 に2～0回の定期演晏会を開いて欧しい 鞠咸の年齢層が輌広く正に 街の″ ド・であり盤々発案して軟しい
(,0●.男 性)

0しつ まtt“ 1ナてください (60●.男 性)

0次 のコンサート楽しみです (`0代 男わ

0会 ,も 良く大童楽しめました いつまで栃 気で演奏活勁して下さい チケットありがとうごさいました 00代 男性)

0と oてヽ良がつた 大童すばらしかったです (00代 女優)

0大 交良かったです (00代 男性)

◎おめでとうございます (00代 男性)

0特 つてました 佐轟 の7●のン のお出 oまはたくさんいます もぅと違う曲tetヽ てみたいです グストが良か
つたです S●0饉 Bさ ん託 来てください 娘が大方 ンです 楽い oたです また来年の4回 日も期待してます
小学生ス″(―ガン′,テ ネ !!(00代 女性)

0ど れも良くて選ぶのが大壼ですが コ′幼 ′‐ ナはと も楽しませて頂鬱 した 私級 いた事のある曲ばかりで本当
に楽しくて良かつたです また自分撻 た0,ま した,書 ,ランペットやつてました 結嬌で量知県から新澤県に来ま
したが 初め,,03を 知りました 県風性?な のか まわかりませんが 0^ でこんなに′リノJなωに 斬日の方々は
とrt静 かに聴く方が多いですね 私は体も手拍

“

動いて鶴れて,人で目立つてしまったから¨ (集)これからも庫
後にかけつ1‐ | でヽす。また来ます ! ,曲名をよく知らないのtt● ltt●ん でも何でも聰きます 議きたいです ! !
女性司会猶0お 二方ともに もつ塾 々と築II嘔 せたらステキだと思います0で 緊張に贄けずに,司 会をがんばぅ
て下さい 1!せ oか α 奏で′り′りでお客様や会場が■まつても同会が  では残念ですよ0応援していまll )
IPめ 麟 んの歌声″ ツロとても良かoたです 初めて来たのに 生3■ にいろいう●t てヽしまいすみません 私も
過去に姜書側だつたので 豪者 聰棄口との両方の気持ちがわかoて本当に楽しめました ありがとうございました
IBBの ●舌鳳を今糧お 期待しtt まヽす lt(30代 女性)

0楽 Lt コ`ンサートでした トロンポーンおい 社の中で自山力 やん 菫々としていて可愛いかつた (00代 男性)

0コ ′幼 ′く―ナ 欧 ダンス ,レ

"ス

最高でした とても素晴らしいコンサートでした 佐藤隆雄さん0"ク スはさすが
でした (`0代 女性)



No 0

0ジ ャズは初めててしたが 取もあリステキてした ,0地 よい演姜でした またなきに来たいです お疲aIIで した
(4●代 女性)

0ジ ャズなど 生議晏で瑯 たヽのはとても感腱しました ジャズの他に率州夜曲などましい曲などもあり良かったです
ll成3周年の記念コンサートおめてとう_‐rtヽます これからも健康でご霜目なさいますようお‐ いヽたします
ありがとうございました (80代 女性,

◎
`四

■も大贅良かつた 最年少1畠山ラナれ,魔 々顧張oて下さい (,0代 男性)

◎やはり生ω瀾楽です 今後の●舌議に期待します 吉,ナ オミれtの大熱演に櫓手です 又聴きに縫 ます
(70代 男性)

◎ポ‐カルlltの ビ,り,くンド いいかも また口lる 日を楽勝
`●
しています (40代 男l●)

0ア ットホームな′ORあ つたかいコンサートでした なるべくわかりやすい曲を1(,0代 女性,

0衣 姜が今―バoとしない すばらしかつたです (30代 女性)

0と ても楽しいoシサートでした それぞれの3●bや Sdが とでユ テキでした (20代 女性)

0大 資良かつた ありが0ご ざいまt● (,Ott ttlt)

9肇語誘瞥響桑

…

え庫夕与シ,窒
にんな繊らしい′く

"あ
わ詢めて知りまL●

リンスしてきたの
'未

的でしたよ く00や ●)

19話 諮
わ ンサート 不安で晩 が充分リズムに彙れましたい 楽しい 時でけ 発凛を折ります

0さすが佐野さん :1良 か0たです (40代 舅lt)

0い い苦聰かせてもらいました (50代 男性)

◎楽しませていただ鬱 した 本当に■臀を昴●で来られた0た 糠 じました 本当にすばらしかo● rす (oo代 女性|

0グ ストの書姜 贅晴らしい演晏でした 日口さんの,ン ペット本当にいいです 久々に饉姜 んのサックスがおけて良
かoたです 今回 t知って

“

饉がК さんあってよかつたので 腱もが口づさめるような画をお願いします 毎口智II
とても楽しんで督楽をやっていられていいですね !3周 年おめてとうございます (∞ 代 tt

O盛 りだくさんでユかった すばらしかつたです (40代 男性)

%妻 語 キ

…

掌策ケ?崚
うでよ 憐 せな気分でいや静 ま曖

みんなから愛師 てる佐野用〈んもかoこょかつた～ ,1(40代 女性)

彎 帥 裏電す
。回目∝ 生日おめてとう_‐3し=す 2回 日より,回 目 更に次の露J

◎楽しきが伝わoで楽し0れ ました それぞれのソリストさん素敵でした 本当に楽しかoたです (30代 女性)

0整 々の_‐■晨すばらしいことです 餘々に団員数も増加ビ ッグ′シ ドにな,つつあります ―層願わ て下さい
一生懸命粛晏をありがとうごさいました 一段のll書を願いよリー餞と向上して嵌LIヽ(,0代 男性)

◎大童良がoたです 東小学餃のま辺菫子先生に会えてよかoた (70代 女性)

◎ア ン スタンダード全部良かつたです 0周年なのにすごいと思いました つよし君よかoたです !ユニフォームもっと
上等にしましめ

0聰 いた事のおう由が多くて蜀 楽しい時間趨 ごせました すばらしい凛豪ありが0ご さいました 次回も楽しみに
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しています0(00代 tL

Oあ ,がとうございました お螢れ練てした (70代 女性)

0楽 しそうに着腱 れtt てヽ 雷さん素晟でした (50代 女性)

0楽 し 時ヽをありがとうございます 又来年楽い にしてます (00代 地

0外 ま寒か ●が 中の澳姜は■商でしたね 各ヨ曲とtt農 かつたです!"ン ナンバー農かつたです 書llの熱演 :
とてヽ グーで晩 市島さんサレ■ュー,ラテンサン (― グー 佐野さんボーカル グー(クリス ポ

"―

みたい)
(00代 男tt)

0,テ ンの楽しいフリが良かつた 今日のステータはll な々フリの曲が■けて良わ たです グストのレインポツ ーツの
書あ のステージttrtで した また見たいです これからもパフォーマンスをみがかれて 楽しいステージを見せて下
さい (40代 男性)

0楽 しめました 次もまた楽しませて下さしヽ (00t男 性)

◎3年間で0び やかに育oた,,,Iのお麗生日のようでここち良かつたです RJ, ●ヽw,●●ごンクのサ″ スの書が
すま 甘くて

“
れてした 日口さん0ラ ンペットも書に囃が昴 というがすごい ッロの,ン ペツト開さんのソロ 議辺

菫子さん 音楽がわからない私でも
'す

ごいJと感じました (40代 女性)

OΠ 00NT M口 WA,団 Gの曲と取がスイングしていてとても農かつたです 頑張oて下さい 凛歩しrt まヽす
(60代 女性)

0粕 威g間年本当におめてとうこざいます (2●代 女性)

◎カン●よかつたです (30代 男性)

0全 部よかった:1(6o代 男性)

◎llII一生懸命でした11(30代 男性)

0大 雙良かつた (前口より (70代 男性)

◎大棄すばらしい演秦でした 椰ひろみみたいにカッコよかつたです (40掟 女性)

0楽 しかつたです お疲れ様でした (2o代 女性)

0■ 栄ま文{し面でやoているなあ―(60代 男性)

03才 おめてとうござ||●す もっる oと大きぐ●oて下さい (40代 女性)

0す べてサイコー♪
"書

き0とても楽しく演晏されていて 聴いてて楽しくなりました (∞ 代 史ヒ)

0国 嵯 使つておりよかった ●●rも一生懸命で楽しかつたです 来年もぜ0聰 かせて下さい (30代 ●)

0段 々とすてきに音が大きくわ て聴筋 えありでしたI:レ インボ‐ ん また聴いてみたいです (60代 女性)

0久 々にすばらしいrA■uNを 腱きました 今回はゼア′がすばらしかった
II間ωロスが多い ん″く―編介まステージの上で願います (30代 女性)

0ジ ャズはIIめてはきましたが とてヽ 楽しいコンサートでした 知人の紹介て椰めて聰きましたが ジャズもステキです
ネ0■栄ltん でて良かったです0

0鬱 動です 又 再奎を豪しみにしております (50代 男性,

0ゆ つた,楽しい時目が過ごせて良かった.3周年おめてとうございます これからも頑わ て下さい く00代 男性)
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0大 贅良かoたです

"WO瑯 ^BI口
●Mの

'ン

ペット良かつたです 初めてジャズ聰

一

大凛良かつたです
(301● 男性)

0麟 してきわなあと思いました これからももoと威おしていくのでしようね すてⅢ すO HOつ |●―●●●―o出 ヽ ヽ■●
の′←ウッションすてきでした さすがですね― 離 次回もいらして下さいね (50代 女性)

◎えかoた おつかれきまでした.(00代 男性)

0田 口さんのソロが

“

よかつたです 今回の3日年は年配の方が多いようでした 昨年は子供連れが多かoたように
思いました ―llおや●と思つた0で ,'余 興たoたようですね !びo〈りしました く00代 封 D

O良 がつた 小出くんお麟力練 又 聴かせて下さい (00代 男性)

Oa周 年おめてとうございます 生バンドは●t てヽたのしいです (60代 男性)

0お りが

…

まヽした (40代 男性)

0す |おしかったです 楽しかoたでt.とても良かoたです。(601t女 性)

0ム ーンライトセレナーデ 大好きな由です (00代 男性)

0あ り

“

とうございました (60代 男性)

0が んはったんだ!レベルUpしたね !:バ カ くチ… 明るいし楽しいし エカッダネー(ブ0代 女D

Oコバカ′‐ ナ 吉川ナオミさん 歌がすてきでした 皆さんの豪し
'で

いる感い よかったです (40代 女性)

◎■Bを 楽め たII毎 回グスレくンドはすばらしい 回を重ねめ毎に■くなつている (70代 男性)

0コン,― 卜は久しぶりで とてもすて載 時口を遇ごせました。これからも疇1にくな い 佐蜀そんカッコ良かoた 1
(る0代 女性)

0初 めてでしたが ちtt楽 しかつたです 欄警

“

今度はツロを見せて下さい1(eo橙 男性)

◎で動 ぼ ボロシャ茨 はなくもう少しち鳩 限で すばらしか0た (00代 女性,

0古 川ナオミさん最声 :I来 て良かoたです (60● 女性)

0鰤 さんステキでした (●0代 7)

03年 前とは■つて のりまくりました まん

“

しました (00代 女性)

0ポ ーカル(=辺菫つ の歓声が
・

によつて鴻されて独念です 饉す

"“

れすきる(田き取りこくい )
各バートごとの腱凛 凛晏を聴性 tヽ(60代 女性)

0競 ん 夫アッパし秦嗜らしい (00鷲 ?,

0ア ットホームであたたがい雰囲気で崇喘らしかoたです いつもた0しみにしています (40代
')

◎どでも良かつた 来年も楽しみにしています (00R男 性)

0ワ クワクしました。毎回楽い にしています と も楽しかつたです (50代 女性)

◎吉川濠 とレインボー′―ッが良かつた 濃ユさんは声が出てなかつたと思う く00代 女性)

0楽 嗜らしい大責楽しい時間でした (70代 ,)

◎私の好

―

リズムでとても楽しく4_‐せました 0日 の練lメタンダードな曲でよかったです
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佐野用さん いつも楽しく聴かせてもらってます 量好 !,ま た来ま,ネ 1(601● 封 り

0ど れも元気が●らえました パう ッションrす ばらしいです 身も0も軽くなりました ありがとう _‐■晨をFrります
ま辺さん 地元でル ●はって下さい 吉)終ん これから期llして まヽす 0● t女 性)

◎グストの演秦やボ勧 ,,の吉川体 さんが奥がった 生演奏のすばらしさを楓 ました (00代 女性)

0み んな良かoた 彙い が伝わりました (60代 男性)

OCOttCAMMな つかしい曲でした とttユ かな勢囲鮭 ただよわせつつ 発Ⅲよ凛姜が楽で|・れていて議嗜らし
かつたです みケさんとても素敵でした (50代 詢

◎吉1嚇 が良がoた t(00代 ,)

◎生は良い !I上 手でした 農がうたです (50代 男性)

◎思oていたより楽しかつた
"■

よかったです すoと輌けて下さい。(6o代 ,)

0歌 うたつた目さん■轟 歌うまいで―～す (60r・女tt)

◎良かつたです ラナさんがん|まれ (Ю tt tt

Oグ ストの方のカーペンターズ
'大

人のカーペンターズJでしoとり感が■かつた,これからも頑張つて下さい!:

締 まと組 機1じ動 驚騎認.1:缶艦駐ζ見滉鷺努良鷲=笛♂
待

0つ よしさん 又歌って下さい (60代 女性)

0皆 さん楽しそうで,らやましかoたです :お崚れ樽でした !楽しか,で す 1(2o代 女性)

0ベ リーグッド 全部良かったで,あ りがとう これからも良い薔楽を聰かせて下さい 楽しみに納うています
(00代 男性)

0フ ルート」をれいな青色でした 遭力があり大贅感動しました 小颯さんの日も大薫よかったです そうですね もう
0年ですね (60代 女I●)

◎毎回楽しみに聰いています (,0代 男t●t,

0ジ ャズはすてきでした 又唸をたいです とでも晨かつたです 奮凛饉襲 んを聴いてみた1 でヽす (00代 女性)

0良 かつた に0代 女性)

0大 棄良かつた すばらしい :(00代 ,,

0"ン ペットのラッパの熊 をそろえては,(る0代 男性)

0い ろんな曲が気軽に秘けよかった.ジャズ好き

`人

凛の思いが伝わつてllました ありがとうございました これからも
頑膨 て下さい (60代 女性)

0い るわ0棗薔のソロバートが聴瓢 ヽ難 来ます (601● 男性)

0仕 事の合閾1議 味で良く線詈し充分聴かせます (僣々の力■‐D蜀 奎―oま 辱 リー0槽 揮-0)
個性ある各姜書を市島マスターが良〈まとめています 「市島BI●

`」
ヽ 可,(60代 男性)

04才 のЫ満 |●.にも来たいです ステキな讚晏 豪し 時ヽ関をありがとうごビいました 感動数しました (3●t女 性)

0模 文字で区 邦題でもっ″ ログラムが日入しておれば良いと思う 素菫でした (60代 女性)
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◎小泉さんのテナーサゥクスとなりきり君 ,“ ●・●11(60代 女性)

0全 部長かつた 大童良かつた 楽しみました 来年もん0ばつて下さい (60●.● )

0佐 野あ おつかれさまでした.■躙嗜んのデ‐‐ットがれ てヽみたいです 00代 女性)

◎今日●●0ロロますます良い 薇足 ゲストボーカル吉川体 のステージが良かつた く,0代 男性)

0佐 野あ のボ勁 ル

`聴

きやすいです 女性のポーカルは■きにくいです 次回も楽レ 10しています (00代 男性)

◎小暴先生 おつかれきまでした (60代 男性)

0ど 録 しかつた 長悠 事を0か らお析りしております (30代 男t●l)

印■に残った由 また瑯いてみたい曲

日t OAR血 ② S円 ■Y師 。CЮ GヽS ②  TA E珈 =・A・■測 ヽ ONに 肛 AI10ヽ ぼ ② 摯 州夜 曲 ④
洒と●●0日 々 ① ムーカ イトセレナーデ ⑩ インサメロート ン OWハ ″ ⑤ 側セ 。R●● 〇
ある蔭0極 籠 ⑩ Rσ ℃ Rだ 01鷲 RA Oす べ て ⑪ CO● A●A膀0晨 ⑩  Π 00NT■ =mA¬ ‖No o
SO腋 ●||=Ю  WAT酬 0た Rtt O CtOTЮ  YOt O SttW。 。LL ① 住腱 んの欧 ④
吉‖ナオミバンドの 吉川さんの歌 ② 壼辺さん0腋 ①

TOYOSAKA BigB● ●dの 籠姜で聰いてみたい山

カーペレターズめ曲 黒い天使 ッラル テウナベス 日本の曲 テ レ 民機のジヤズ化 ベイシーやエリントン
贅ll口後日本に入つて来たジャズ■人米欧 スタンダード イエス,テレ ナイトインチユ‐ジア ダ=― ポーイ
II界は3の 出を待oている 思い出のサシフランシスコ スピークロウ 意人よ■に帰れ 星に願いを
カナダの夕日 マシ、ケナダ ビートルズ ジヤズ ラテン タンゴ ボップス 複空のラ ンペット マル,島0砂
シパの女玉 ~~ロ ッソ おいしい水 ′ルウエイの議 アイカ ツトザ シェリフ リベル

"ゴ
 スィング

幅

“

臓●ヽ●● 1●ヽoM●o` ベンチヤーズサウンド 劇日書楽 町 ●・
““

・Ⅲ●o● マンドヽ ●6

夕び遅世?こあ鼎,魔ltぃこ
邁
卑裂守ヂ

の押嗜せ0の腱体で感じられ紬 幅広0でも
|スキサス ペレスパラードのマンポ  栄色の小瓶

'マ
ータイム イバネマの娘 ギターの書色ポよく聴けも曲 テキーラ ボサノ′( ウォーターメロンマン

テイリファイブ A,お お●
"●

●I` ハロードーリー アクエリアス E牛 士のマンポ Fvt● 衝●̈ o●
ポ ップ 小B“  h●

"●
“

嗣
"H` 

は 慟●lv●
`―

 今ありて(●の高校野鎗遭歓大会は)
アメリカシバトロール アランフエス協奏曲 キヤラ′くン =Ю IEω曲 ママラブスマレポ ′0(ラブスマンド T●t●
ビンクパシサー フライング ミー+ウ ザ ムーン 枯栞 ジャズ以外も テイクファ″

TBBの コンサートは何回日?

初めて 81人  2日 目
``人

  0回目 20人  4回目 0人  6回目 20人  毎回 19人

何で知つたか?

知人 よ人 53人 出演寺 08人  ホー
^ペ

ージ 4人 新聞 6人 日l18人  籠発 2人 8111込 1人
ポスター チラシ 20人 北区文lt会館2人 図書館,人 晏澪コミセン1人 ■■■4●校1人 長岡市立自■1人
ホリデー赤道1人 区役所1人 佐 木々コミセン1人 案Aは がき 35人 ,お●k! 1人  Ko¨ oヽ 1人

ご来場者 年齢

OE"0代 6人 40代 ,人 50代 ,,人 60代 0'人
'Olt 22人

00代 0人 ,2人
{女働

"以
下 1人 20代 4人 30代 ,人 40代 0人 60代 23人 00tt 24人

'0代
3人 30代 2人



,1人                                  N● =
(2)40代 2人 60代 12人 ,0代 1人 00代 1人 ,1人

ご来場者 住まい

t区 66人 薔瀑市内 4人 薔菌区 8人 東区125人 中央区 12人 工冑区 0人 西区 13人 秋葉区 5人
南区 1人 その他 3人 炒百市 1人 二岡市 4人 三彙市 4人 嬌,田 市 8人 阿賀llT,人 加茂市 8人
薇市 2人 目彙町 1人 五彙市 2人 胎内市 4人 弥菫村 1人 奎沢市 1人 ,3人

アンクート枚敗 131枚


