２０１２．０４．２９（日）一周年記念コンサート アンケート 意見・感想
No.1
◎全部よかったです。頑張ってください。これからも応援します。
◎もう少し、MCの声が聞きとりよいと、もっとよかったです。また聴きたいです。ずっと続けて欲しいです。
◎楽しい時間をありがとうございました。
◎楽しかった。
◎いかったですてば。想像以上！たいへんおめでとうございました。
◎席数と配付済みチケット数の把握についてぜひご一行を。結果的に入場できたのでよしとしますが、できれば把握し
ていただけると…。時間がなくて３部までしか聴けず残念でした。楽しかったです！！
◎なかなか本格的。
◎みどりちゃんがいたので、びっくりしました。素敵なおじさま達とがんばってください。
◎会場探しに苦労しましたが、楽しませてもらいました。前売券が手に入りません。第３部もすばらしかった。
◎１年目の発表会にしては素晴らしい。リーダーのおしゃべりが多すぎる。
◎良かったです。また来年も楽しみにしています。佐藤文孝グループ、うまい。ベースの小黒もドラムも素晴らしかった
です。来年も、さらに素晴らしい演奏を聴かせてください。
◎たのしい時間を持つことができてよかったです。
◎とてもすばらしい演奏でした。吉田睦さん、とてもよかったです。
◎ナイスボーカル。
◎佐野くん、すごいじゃん。
◎観客を乗せる「スイング」等のメニューが欲しい。
◎開場の時、前売の人と当日売の人が、ゴチャゴチャしていて混乱していた。双方関係なく、早く来た人から入場させ
るべきだ。（先に来た人に失礼） TBB１回目の時、一番前のは左側のボックスが、前のバンドのパネルが貼ったま
まであった。美観に残念！ ３部の歌が長すぎる（４部で歌うのであれば、３部はいらない） これからの活躍を楽し
みにしていますよ！市島・小黒コンビ万歳！
◎ボリュームとパワーがあって大変よかった。小黒先生大変よかった。ドラムすばらしい。ボーカル 星に願いを 大変
よかった。
◎ゲストが良い。
◎開演時間は、守っていただきたい。是非CDを出していただきたいです。
◎アットホームで安心感がある。
◎とても素晴らしかったです。もっとマンボを聴きたいです。ゲストの方、歌い手の方たち、たいへんよかったです。
◎ほのぼのとしていて、肩張らず良かったです。この１年間練習は大変だったでしょう。継続は“力”です。
BigBandに歌手が必要ですか？ソロ演奏が聴きたかった。
◎ホールの開場は、もっと早くお願いしたい。
◎すごくよかったので、また聴きたいです。これからもがんばってください。応援しています。

◎とても楽しかったです。今後の演奏も楽しみにしています。
◎ジャズは初めて聴きました。すごいですね。
◎まさにビッグバンドという感じでした。（音に力がありました。）
◎大変良かったです。
◎素晴らしい演奏会でした。また楽しみに来ます。３回目の演奏会にやってきました。１年前からみたら、格段の上達
振り、ますますの躍進を祈ります。
◎力強い演奏で、リズムにのって聴くことができ、とても満足でした！
吉田さんと佐野さんのツインボーカルが見たかったです。
◎素敵な時間をもらいました。
◎ビッグバンドの演奏だけでなく、（ゲストの方もいたり）さまざまな曲があってとても楽しかった。
演奏しているみなさんが、楽しんで参加している様子が伝わり、見ている方も楽しかったです。
◎とても楽しかったです。また演奏しに来てください。
◎開演前の並び方、一考を！！結果、演奏時間の遅れになったのでは？
◎聴いてい楽しかった。
◎ジャズ好きになりました。自宅でも流そうかと！定期演奏会を開いてください。
◎１周年おめでとうございます。発足して早一年、早いですね。今まで地道に活動して来られ、今日はその集大成！
皆さまのびのび演奏されていてよかったです。佐野さん、歌うまいです！気持ちよさそうに歌っていましたね。
◎吉田睦さんステキです。また聴きたいです。
◎アンコール曲の「酒と薔薇の日々」昔はいいですね。生でジャズを聴くチャンスがあった事がうれしい。
◎３部のドラムが苦しかった。がんばってください。
◎吉田さんと一緒のSaxどちらもよかった。佐野さんのボーカル、もっと聴きたかった。とても良かった。
YA GOTTA TRY→感動しました。バスドラムの音が小さく残念だった。マイクでひろったら良かったか？
佐野さん、次は歌専門で、たっぷり聴かせてください。（アラジンのテーマ）ホールニューワールド？
◎思いの他レベルが高く驚きました。大変良かったです。楽しそうに演奏しておられるのが一番いいです。
肩肘をはらない音楽が、とても共感できます。素晴らしいと思います。
◎第２部はあまり知らない曲が多くて、途中眠くなったが、第４部は知ってる曲が多かったので楽しかった。
田村さんへ なんとなくさまになっていました。次回はソロをよろしく！！
◎知っている曲を多くして欲しいです。知っている曲をTBBが演奏するとこうなるんだと感じたいので。
キャッツさんと比べる事になっちゃいますが、音量と安定した音が素晴らしく、ゴージャスでした。
後ろの照明の色がさえていました。立ち上がるとかの、パホーマンスがもっと欲しかったです。おしゃべりをもっと
もっと聞きたかったです。第３部で、ドラムの音量がありすぎました。
佐野さんは、何者ですか？秘密兵器、ステキすぎです。
◎I'm Getting Sentimental Over You Tb の方に弟子入りしたい！
星に願いを DESAFINADO うた！！ウマい！！
◎時間長すぎ。ゲストの１ステ、３ステ、もっと短くてよいです。ゲストはなくても十分かな。やはり、長くて２時間位で
おさめてください。 佐野さんよかったです。
◎満員おめでとうございます。もうちょっとコンパクトでいいなあ…。内輪の話が長くて疲れました。

No.2

No.3
◎Li'L DARLIN'のTuttiになったあたり→あのままのテンポで通してたら凄く良かった！
DESAFINADO：完成度が高かったですね。 Vo.マイクの信号が、フロントに行ってなかったかも。あっ、ちょっと
出てきた？ 全体で２時間位にまとめて頂くともっと良かったです。 阿部さん吹きすぎ。
◎コンサートなのでスムーズな進行に努めてもらいたい。チラシにジャンル（ジャズバンド）を明示してくれ！→ジャズ
は好きでない！ トランペット田口さん最高でした。ジャズ曲でなく、色々なジャンルを入れて演奏して欲しい！
◎とっても良かったです。ウキウキしました。サックスの佐藤さん、めっちゃカッコよかったです。
◎今回初めて聴きにきましたが、毎日ゆとりのない生活をしているので、久しぶりにすばらしい音楽を聴いて心が癒さ
れました。
◎バンドマスターの人間味はすばらしい。 すばらしい演奏をありがとうございました。きっとメンバーも増加し立派な
バンドとなります。期待しています。必ず良い楽団に成長します。
飲み物のプレゼントは必要なし。料金は安くすること。開演時間は厳守すること。
◎すばらしいです。ジャズに感心がもてました。 ボーカルがとてもよかったですね。
◎バンド中、キッズがウルサイ。
◎場所が広いせいか、あまり引き付けなかった。迫力に欠ける。つなぎよかった。４部は良かった、これを聴きにきた。
ドリンクはいらない。
◎知らない曲ばかりでした。
◎きれいな演奏でした。 体に気をつけてがんばってください。
◎すばらしい お疲れ様でした。
◎演奏開始時間を守れないコンサートに驚き、こんな田舎ではないはず。ペット茶は不要。
◎大変良かったです。 大変お疲れ様でした。益々のご発展とご活躍をお祈りいたします。
◎１年ですばらしい！！将来がたのしみです。Sax、トロンボーン、トランペット 皆さん音が出ていて素晴らしい。
近くの会場でとても素敵な時間を過ごすことができ、ありがとう。バンドもよく第３部もよく、声がステキ。
◎I'm Getting Sentimental Over You トロンボーン最高！ ジャズはいいねぇ。聴きに来て良かったぁ。
◎盛りだくさんで、期待以上でした。
みどりちゃんへ 仕事も忙しいなか、両立しててすごい！！こんどまたご飯でも行こうね。
◎なかなか１回目に比べたら、かなり上達していてプロなみかな？
皆さん時間のない中練習しててすごいと思います。あとで「からし菜」を酒の肴にどうぞ。甲司もよろしく（姉より）
◎良かった。これからも続けてください。
◎一年間でこれだけまとまるとは…。
◎楽しいひと時をありがとう。
◎大変良かったです。
◎とても楽しい時間をすごさせていていただきました。ありがとうございます。是非今後も、つづけていってほしいで
す。またの機会を楽しみにしています！！
◎ジャズは初めて聴きましたが、ほかのジャンルにはない良さがありました。来て良かったとおもいます。
◎時間が長い。

No.4
◎進行がまったく素人。アナウンス、誘導がまったくなし。開演が遅れているのに、聴衆の前でバンマスが知り合い
と、あいさつするのも不快だった。お茶はいらない。マイクを使う人は、ゆっくりはっきり声を出して。町内会の集まり
ではない。有料なりの進行を。自分たちだけが楽しんでいる。
◎小さい音、大きい音、どちらも綺麗な音で、すごいと思った。 ２曲目のTbのソロ感動しました。
ホルンがジャズで聴けて良かったです。初めてききました！！！
◎曲の流れがとてもよくて、すっごい眠くなりました。皆さんとてもキラキラしていました。
◎初めてなのに、なぜか懐かしく感じました。また、来たいです。
◎久しぶりのジャズで楽しかった。
◎ジャズもムードがあり、癒された思い。
◎楽しかったです。頑張って続けてください。２周年コンサートも期待しています。
◎I'm Getting Sentimental Over You のTb のソロが素敵でした！！音色が特に！！
３部カルテットとても良かったです。！！Ｔb の音程がもう少し合うともっときれいに響くと思います！！
◎もっとポピュラーな曲も少し入れてください。
◎何十年振りに生バンド、これからの演奏会が楽しみです。聴く人のマナーがいまいち。再入場等子供のぐずる音が
すごく気になりました。これからの会には、マナーの向上を望みます。ペットボトルで飲み物等。
◎良いのは１部のドラムｓリズム司会が良い。１部のトランぺッター。
進行がダメ ・行列があるのにチェックインをこない→結果、開演遅れ
もう少し若い方も出て欲しい。有名なミュージシャンのライブ。

・アナウンスがへた 場内外に伝わらない

◎大変良かった。
◎継続してください。ホールの案内はとても親切、ていねいでした。
◎すっごく楽しかった。 また演奏会をしてください。
◎弦バスの小黒さん、足でリズムをとりながら楽しく演奏してて、見ているこっちも楽しくなりました。
◎すごくかっこよかったです。
◎ペットの高い音に感動しました！！
◎MCで、地元ネタが多いですね。 末永く続けて頂きたいです。
◎吉田睦さんとサックスの人の曲がすばらしくって、もっと色々聴きたいと思いました。ルパンがすごく良かったです。
もっとメジャーな知ってる曲がたくさんあったら良かったなぁ～と思いました。
どれも聴きごたえのあるものばかりで、素晴らしかったです。
◎どの曲も良かったです。特に吉田睦さんの歌声が気にいりました。
◎開演時間は守って欲しい。ボリュームをおさえてほしい。小さい子供は、やかましいので入れないでほしい。
話が長い。
◎皆さん演奏を楽しんでいることがよくわかりました。こんなにも身近に音楽を楽しくひいてる方たちが、多くいらっしゃ
る事を知り、自分もやってみたいなあと思ってしまいました。昨日の古町での演奏会とも併せて、どんなジャンルであ
れ、音楽はいいものだと改めて思いました。 第３部、良かった！歌・演奏とも素晴らしかった。７００円で得した気分
になりました。これからも皆さんで音楽を楽しみ、時々コンサートなど開いて、私たちにその楽しさを分けてください。
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◎２時間でやめてほしい＝疲れる。靴の汚い人がいる→革靴を履くべき。第１部の指揮者の事で…人前に立つのので
目立つ＝もっとやせてほしい→見苦しい メンバーの紹介が長すぎる。パンフレットに所要時間を入れるべき。
０歳児は入れるべきではない→うるさい、気がちる。
◎豊栄でこのようなバンドが出来、素晴らしいことです。近くでゆっくり音楽を楽しめて幸せでした。
皆さん良く練習された事でしょう。とても良かったです。
◎田口さんのトランペット最高！長岡？のサックスの人も堪能させてくれました。
◎大勢の人とセッション いいですねえ～。睦さんの声、歯切れよくパンチ力あってサイコー。
◎素晴らしい演奏でした。
◎佐藤文孝さんのバンドは、プロっぽくてよかった。吉田睦さんのボーカルも素敵でした。
２周年コンサートも楽しみにしています。
◎私はピアノの音にひかれました。追記、おしゃべりはヘタ！！もっとクリアに。
◎新潟に素晴らしいバンドの方がいて感動しました。
◎市島さんステキでした。若い！集中できる事があるって素晴らしい。
◎王道のジャズも良かったですが、アップテンポな曲をもう少し入れてほしい。
◎頑張ってください。次のオーディションいつ？
◎私の隣のご婦人、演奏中私語が耳障り。
◎吉田睦さん、ファンになりました。
◎ドラムさん、２部ソロのサックスさんステキでした。３部のＳａｘさん、ボーカルさん、カッコよかったです。
これからもがんばってください。
◎生演奏はいいですねえ。
◎とてもよかったです。良い会場ですね！
◎良かった。
◎公演前に４部構成の説明がほしい。次の公演を期待しています。
◎すごい良かったと思う。音が大きくてすごかった！
◎時間厳守でやって頂きたい。これからもますますのご活躍を願います。
◎素晴らしかったです。予想以上でした！本当に楽しかったです！栃尾から来られたＳＡＸの方、すべての音色すばら
しかったです！ 吉田睦さん、佐野剛さん、ボーカルとてもステキでした。
頑張ってください。次の演奏会楽しみにしています。お疲れ様でした！私も久しぶりにＳＡＸ吹いてみたくなりました。
◎ピアノ、ほれぼれするうまさですねえ～。お上手ですね…びっくりでした。
◎歌声キレイでした。
◎楽しかったです。可愛らしくくふうがしてあり、好感がもてました。皆さん楽しく演奏していてよかっです。
◎佐野さんの歌とダンス ステキでした。皆さん楽しんでいらっしゃって、イキイキしてました。
皆さまお疲れ様でした。
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印象に残った曲、また聴いてみたい曲
ＴＡＫＥ ＴＨＥ “Ａ” ＴＲＡＩＮ
Ya Gotta Try
MAMBO No.5
「ルパン三世」のテーマ
AS I Look At You

佐野さんの曲
Ｋｉｌｌｅｒ ｊoe
A NIGHT IN TUNISIA
酒と薔薇の日々
吉田さんのオリジナル曲２曲
Take Your Time
I'm Getting Sentimental Over You
SATIN DOLL
星に願いを
全部
When I fell in love
おいしい水

次の演奏会で聴きたい曲
ビートルズの曲
コパカバーナ
バラード
チャック・マンジョーネ「サンチェスの子供たち」
茶色の小ビン
朝日のようにさわやかに
スタンダードナンバーならすべてよし
ブラジル
ラテンナンバー（サルサなど）
シング・シング・シング
夜空のトランペット
ベサメムーチョ
闘牛士のマンボ
グレンミラーメドレー
クラシカル 特定の作曲家特集
演歌
軽音楽
学園天国 ロック系
ダイヤモンド・ヘッド
ヒ－ツオン ♩＝３２０くらいで
ＳＯＵＬ ＢＯＳＳＡ ＮＯＶＡ
Ｇｅｔ Ｉｔ Ｏｎ
キャラバン
インザムード
世界にひとつだけの花みたいな、心の中に口ずさめる曲
on goen dolphin street

