ウインドオーケストラ『Shi-N』（しん）
日

第 24 回定期演奏会

時：2019 年 4 月 28 日（日）

会

アンケート集計

場：太子町あすかホール

大ホール

７．ご意見・ご感想など、何でもお書き下さい。
小学生以下

小学生以下
中学生
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・また見に来たい。
・きれいな音でがっきとも合っていたのですごいと思いました。
・ティンパニのはく力が強かった。
・とてもステキでした。
・たのしかった。またきたいです。
・きれいだった。
・わたしは、はじめてオーケストラにきたので、とても楽しみでした。えんそうが、すごくきれいな音だったのですごかったです。
・知ってる曲がいくつもあって楽しかった。
・U.S.A.がかっこよかった。
・「君をのせて」の歌声がきれいでひびいていたことがよかった。
・とっても上手で感動した。しらない曲がたくさんあった。楽しかったです。けんばんって、こんなに上手にふけるなんてすごい
と思った。
・ティンパニなどに迫力があり、おもしろかった。また来たいと思った。
・また来たいです。
・小学生くらいの男の子がとても印象に残っています。これからも頑張って下さい。
・新団長さんトークがおもしろい（笑）
・とても感動しました。今回、聴きに来ることができて本当によかったです。
・来年も楽しみにしてます。
・とても楽しかったです。素敵な演奏をありがとうございました。
・心地よく聴かせてもらいました。アンコールが印象的でした。これからも応援してます。
・全体を通して、強弱メリハリが効いて、すごく参考になりました。感動しました。
・初めて来ました。すごく鳥肌が立ちました。来年も来たいです！
・楽器一つ一つのまとまりが良かったです。迫力に吸い込まれて聞き入ってました。
・指揮なしとは思えない程に息の合ったシンフォニック・ソングが素晴らしく、とても印象に残りました！第２部は毎度変わらず
楽しい雰囲気で聴いているこっちもものすごく楽しめました！
・メンバーがとても減ってしまっていても演奏は変わることなく、毎年感動させてもらってます。何より副団長さんの指揮の大フ
ァンです！楽しい！大好きです！（笑）来年も楽しみにしてます！
・楽しい演奏会でした。迫力のある演奏、とてもよかったです。
・いい演奏でした。良かったです。
・どの曲もすばらしい曲で楽しめました。
・とても感動しました･･･ジブリの曲の中で一番好きな曲を演奏してくれてありがとうございました。
・新しい楽器を紹介してもらって子供たちもびっくりしてました。毎年、こうれいで楽しみにしてます。来年は、祖母もさそって
きますネ！
・「南西部の伝説」は、吹奏楽時代を思い出しました。
・とてもステキでした。また演奏会に来ます！
・子供連れでも来やすかったです。こんなすごい演奏会が無料だなんて、ありがたいです。場所も姫路の中心からはずれてて車で
来やすい。
・楽しかったです！２歳はじめての演奏会。
・心地よかった
・来年からは華麗なステップの指揮が見られないのでしょうか？それはちょっと寂しいです。
・王子こと松崎さんとスチールパン？！の楽器、ドラムのアンコール曲は良かったです！またまた拝見したいです！
・君をのせての歌がすごくよかったです。
・楽しい時間をありがとうございました。
・今年も楽しかったです。
・今年も楽しくきかせていただきました。次の機会も楽しみにしています。
・クラリネットの人上手、ユーフォニアムの人たて笛上手、マリンバの人超上手、いつも楽しみにしています。歌う人上手、
「プロ
ポーズ」も歌う人いたらよかったな。丸くてたたく楽器、初めてききました。すてきな音でした。
・毎年、この日を楽しみにしています。今年の連休は仕事に行かねばならず、が、今日の演奏を聴きヤル気が頑張ろうという気が
出てきました。田中団長、お疲れ様でした。新団長、ガンバレ！
・心にグッと届き、泣いてしまいました。
「平成最後の」という言葉が今この瞬間をよりこの演奏会が心に響きました。谷口さんお
疲れさまでしたが、これからもよろしくお願いします。そして、若い団長さんファイト♪また、聴きに来ます！
・これからも頑張って下さい。
・毎年毎年、とても楽しみにしています。また来年も絶対に聴きに来ます。頑張って下さい。
・良かったです。また来ます。
・すごく良かったです！ありがとうございました。・第２部よかったです。ありがとうございました。
・ピアニカがあんなに感情豊かに演奏できるものたなんて驚きました。王子の演奏も良かったです。新団長さんの演奏もつやがあ
ってよかったです。小さい男の子もがんばっていてよかったです。みなさんすばらしかったです。感動して涙が出ました。
・毎年、楽しみにしています。これからも頑張って下さい。来年もまた絶対見に聞きに来ます！
・木管の音は、すごくきれいでした。フルートとクラは聴き入ってしまいました。レモンすてきでした。クイーンも！歌も毎年楽
しみにしています。優しい歌声が好きです。長谷川さんの演奏もとても良かったです。
・ものすごく素晴らしい演奏会でした。また次回も参加したいです。
・とってもステキでした。
・定演、人生初めて来ました。良かったです。また来ます。
・身近にオーケストラを聴く機会を頂き、参加させていただいて本当に快い時間を持ちました。とれも無料で！なんてありがたい
ことでしょう。パーカッションのリズム・きざみがとても印象的で迫力満点！素晴らしかったです。
・歌のソロとクラリネット、リコーダーのソロが良かったです。
・お疲れさまでした！ハプニングにも動じないみなさんの心意気にただただ感激です。聞いている私もちょっと緊張してしまいま
したが、本当に楽しませていただきました。ありがとうございました。昔からおられる団員さんの変わらない姿に安心しました。
・また次回聴きに来たいです。
・楽しかったです。ありがとうございました！
・元団長さんの指揮を楽しみに毎回来ているので、指揮は来年からもしてほしい。
・来年も楽しみにしています。
・初めて来させてもらいました。すごくいい時間を過ごさせていただきました。
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・また是非来たいです。
・クイーンの曲よかったです。ありがとうございました。
・指揮者不在の中、協力し合ってリズムを調整し合いつつ向かう楽しげに演奏している皆さんに感動しました。小さなお子さんも
よく頑張ってましたね。周囲のいすに座ってるお姉さん（？）お兄さん（？）方が音楽に合わせて首を振ったり腰を振ったりし
て楽しんでいる様子を見て、団員さんたちのおかげだと元気をもらいます。
・みなさまの息の合った演奏は素晴らしかったです。大きなシャツの小さなパーカッション、頑張って下さい。
・ステンレスパン？がおもしろかった。
・２４回、２５回、２６回･･･ずっとずっと聴きに来ます。
・次回も是非聞きたい。期待しています。GW 連休中の演奏会になることを期待しています。
・とてもよかった。また来たいです。
・毎年書いてますが、スペクトラムの In The Space、Thunderbirds are go、YMO、東風などやってほしい。
・今回久しぶりに来ることができて、とても楽しいひとときを過ごすことができました。
・毎年あすかホールでうれしく思います。来場するにも近いので助かります。ますますの楽団の発展・活躍を祈願しております。
今日は、楽しい午後のひとときありがとうございました。
・平成から令和となり、新しい『Shi-N』を来年楽しみにしています。毎年これから春がはじまる気がいつもしています。頑張って
下さい。私も一年がんばります。
・よかったです。
・せっかくの旬のクイーンなのに･･･We will Rock You で足踏みしたかったですね～。アンコールにやるかと思って期待してまし
た（笑）
・来年も楽しみにしています。
・Fantastic！ 今後も頑張って下さい。
・新しい団長さん頑張って下さい。来年も楽しみにしています。
・松崎さんのさくらを独奏で聞きたい。
・友達に誘ってもらって今回２回目です。日常生活にうるおいリフレッシュ。演奏が聴けて幸せな気持ちを味わえて嬉しい。
・すばらしい演奏でした。小さなボクが上手に演奏されていたのでびっくりしました。
・いつも招待状ありがとうございます。次回も待ってます。
・とても楽しいひとときを孫二人共々過ごせました。ありがとう。
・いつも楽しみにしています。いつまでも続けて下さい。
・楽しい時間をありがとうございました。来年も楽しみにしています。パーカッションの男の子素晴らしかったです。
・パーカッションの男の子頑張っていましたね。素晴らしい！頑張って下さいね！いつものことながら松崎さん！ありがとうござ
います！！
・谷口団長さん、永い間お疲れさまでした。楽しく素晴らしい演奏会をありがとうございました。久我新団長さん来年も楽しみに
しています。
・ピアニカとリコーダーってすごいと思いました。谷口団長さんお疲れさまでした。これからも参加のままと聞いて一安心です。
これからも楽しい演奏楽しみにしています。
・歌を続けて下さい。
・次回の第２５回も是非ききたいです。ありがとうございました。
・素晴らしかった（静かな曲からアップテンポと･･･）
・小規模ながら印象的な演奏会だったと思います。特に他の団とはパーカッションがダントツ違いますね。良かったです。若い芽
も育っているようで･･･サキソホンのソロ素敵でした。ジブリのたて笛良かったです。歌が入るんですね。型にはまらなくていい
と思いました。楽しかったです。来年も来たいです。
・何かメンバーさん、少なくなられましたか？ずーっと前から聴きに来てましたので、そんな気がします。演奏は楽しめました。
ありがとうございました。
・歌がとてもステキでした。
・いろんな曲が楽しめて良かったです。デスペラードのソロ良かったです。ラストのクラリネットも最高に楽しめました。小さな
新人さんがんばってた。良かったです。
・次回も期待します。
・南西部の伝説の指揮、はじめはビックリしましたが、曲が進むにつれ、指揮者に見入ってしまいました。ありがとうございまし
た。
・すばらしかったです。ジャズ曲「A 列車で行こう」よかもどうでしょうか。You Tube にのせてください。
・ソロの楽器演奏、君をのせての歌唱は楽しかったです。
・とっても嬉しかったよ。これからも楽しみにしてますよ。頑張ってね。
・久しぶりに楽しく気持ちよく聞かせていただきました。ありがとうございました。
・迫力があって感動しました。とても楽しかった（２部）
・新しい団長頑張って下さいね！
・毎年楽しみにしています。頑張って下さい。
・リコーダー、鍵盤ハーモニカ、とても素敵でした。若―い団員、男の子頑張ってましたね。司会の方の素敵な声、話し方、よく
分かりました。印象に残りました。来年も来ます！！
・団員の方が増えますように。数年来られなかったのですが、久しぶりに楽しかったです。あの男の子一生懸命がとてもいいです。
ずっと続けて欲しいです。
・継続するのはすごいです。趣味の合った人たちと常に新に向かって頑張って下さい。みんなが楽しむ曲も入っていてよかった。
メンバーの紹介があってよくわかりよかった。
・かわいい新メンバー次回も出られますか？
・とてもよかったです。また聞きたいです。
・新しい楽器の紹介よかったです。たぶん最年少の少年が大きなシンバルを控えめに打ってる時、前髪がフワッと上がるのがとて
も新鮮でかわいかったです。少ないメンバーでスケールの大きい演奏、とても心に響きました。毎年、誕生日に近いこのコンサ
ートが何よりバースデイプレゼントになります。
・生演奏は、迫力があり、大変楽しくきかせて頂きました。ありがとうございました。
・今日も楽団のリズムとボリュームを堪能させていただきました。ありがとうございました。
・楽しく聞かせてもらいました。
・とてもすばらしかった。心がやすらぎました。また次回もききに来たいです。
・とても素晴らしかったです。今回は、たまたま相生ペーロン海館へのポスター掲示依頼があり来させていただきました。また来
年も来させて頂きたいと思います。ありがとうございました。
・皆様のオーケストラに感動しました。
・今回もすごく楽しませて頂きました。ありがとうございます。
・今日は楽しい音楽をきき、ありがとうございます。小学生の方がいろいろの楽器をしてこれからが楽しみです。
・大変よかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
・楽しかった。
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・楽団員の人数が最初気になりましたが、頑張って下さい。
・楽しいひとときを過ごせたことありがとうございました。
・初めてでしたが、生演奏を聴いて大変感動しました。
・いつも楽しくてよい演奏です。
・日本の曲、童謡もよろしくアレンジしてお願いします。メンバーには、いつもお世話になっています。ありがとう。
・ポピュラーな曲でよい。
・これで３年目ですが、ますます好きになりました。
・孫の吹奏楽を聴き、すっかりとりこになりましｔ。私は楽器がひけないので皆様の演奏がうらやましいです。きれいな音で楽し
く聞かせていただきました。ありがとうございました。
・映画音楽、ジャズ等演奏していただけると幸いです。
・いつも楽しみに聞かせてもらっています。ありがとうございます。
・お昼のひととき、素晴らしい演奏を聞かせていただき、とても楽しかったです。小さい子供さんの演奏に大変感心いたしました。
これからも頑張って演奏に励んで下さい。
・今まで２３回もあったのに今回初めて来させて頂きました。次回が楽しみです。元気で過ごし、再会を楽しみにしています。あ
りがとうございました。
・とても素晴らしい演奏ありがとうございました。今後の活躍期待しています。小学生？来年も期待しています。
・孫もコントラバスを弾いていました。よく聞きに行きました。力を合わせ曲を作り上げる努力をたたえたいです。楽しかったで
す。ありがとう！
・素晴らしい曲を聴かせて頂きまして、明日から元気を出して生きていきます。７８歳です。
・音楽のこと全然わかりませんが、今までと違ったやり方、演奏の仕方でよかった。楽しい時間を過ごさせて頂きありがとうござ
いました。
・もっともっと聞いていたい。感動でした。
・令和になってもしっかり頑張って下さい。
・指揮者なしでは、少し物足りない？今日は初めてきくいい音色の打楽器がとっても美しかった。
・毎回団長さんのユニークな指揮に親しみを感じながら楽しい時間を過ごさせて頂きました。団長を退かれるのは残念で、寂しく
感じますが、今後も団を支えられるとのことまた別の楽しみが出来ました。また楽しみに足を運ばせていただきます。可愛い男
の子団員さんも成長が楽しみですね。
・身近な曲でよかったと思います。
・毎回楽しみに参加しております。団長交代のようですが、今後共益々ご活躍のほど楽しみにいたしております。
・幼児の声が少々･･･
・団員さんが増えるといいですね。
・毎年楽しみにしています。病気で苦しんでいるときも来て元気いっぱい帰りました。これからも続けて頂けたらうれしいです。
世界的に有名な曲を演奏して下さればうれしいです。
・毎年楽しみにしています。
・楽しかったです。ありがとうございました。
・いつも感動をありがとうございます。これからも楽しみにしています。
・毎回楽しく聞かせてもらっています。ありがとう！
・少ない人数でそれぞれ頑張っておられるのに感心します。素晴らしかったです。
・知っている曲が多かったので、とても楽しかったです。楽しい時間を作って下さりありがとうございました。
・ボヘミアン・ラプソディ映画でも見ましたが思い出しました。
・いつも素晴らしい演奏会ありがとう。
・今年の曲はどんなジャンルの曲かなと楽しみに聞かせていただいています。
・いつも楽しませていただいています。次回も楽しみにしてます。生の演奏を聞けてとてもよい。
・アンコールの曲の前に話された団員内の考えの違いがあったとか、そのせいか分かりませんが、演奏技術が上がっているように
感じました。いい音が出ていました。これからも楽しみにしています。頑張って下さい。今日は楽しい時間を過ごせました。サ
ンキューベリーマッチ！
・とても素敵でした！
・久我勇太さん頑張って下さい。谷口様ご苦労様でした。ありがとうございました。
・何の楽器でもいいから１回吹いてみたいと思いました。
・いつも招待状を送っていただきありがとうございます。感謝しております。本当に楽しい時間をありがとうございます。
・感謝しています。
・すばらしい演奏ありがとう。来年も楽しく待ってます。
・初めてですが大感激でした。来年も楽しみにしてます。
・すべてよかったです。次回楽しみにしています。
・毎回ですが、いつも感動をありがとう！今回は可愛い小学生の漠が参加で将来が楽しみです。来年も楽しみにしています。あり
がとうございました。
・楽しかったです。
・1970 年代のポップスききたいです。
・日頃の練習の成果が見られて楽しかった。
・高校野球の入場行進曲のようにヒットした曲を行進曲風にアレンジした曲が聴きたいです。
・本日はお疲れさまでした。今後の活躍をお祈り致します。
・若い団長に期待したい。
・たくさんのすばらしい曲を聴かせてもらって本当にありがとうございました。今後さらに頑張って下さい。
・もう少し楽器の数を増やした方がいい！フルート等！
・松崎君のマリンバまた聞きたいです。
・また来年！
・よかったです。また来年も来ます。楽しみにしています。
・楽しいひとときをありがとう。
・楽しかった！また来たいです。
・若い団員さんが増えてよかったですね。リズムにのってよく頑張っていました。また来年も楽しみにしています。
・1 つの楽器（音）をメインにして他が追従する型式おもしろいです。今後も楽団のスタイルとして続けていただきたい。
・今年もすばらしい演奏をありがとうございました。楽しいひとときでした。若い少年の初々しさに感動しました。
・
『Shi-N』の演奏は、いつも素晴らしい。日常を忘れて音にひたれることができる。長くやっていてほしい。入場料を少し取って
もいいと思う。
・年寄りですが、毎回楽しんでいます。
・毎回楽しみにしています。
・パーカッションの少年ガンバッテました。新団長ガンバレー！（ありがとうございました）
・歌とのコラボがよかった。小さな男の子も一生懸命でよかった。
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７０代以上
不明

・子供が一生懸命頑張っている姿が嬉しいです。
・子供さんも頑張って演奏されてすごいなと思いました。
・ちびっ子パーカッション！落ち着いて頑張っていた。
・楽しかった。
・少人数でしたが、皆様の息使いが聞こえる用でとても楽しく聞きました。子供さんがとても良かったです。かわいかった。
・いつも楽しみにしています。これからも続けて下さい。
・毎回楽しみにしています。口ずさみながら第 2 部はいいですよ。ありがとう。
・毎回案内状ありがとうございます。主人なき後友達を誘って聞かせていただいています。
・久しぶりに聞かせていただきました。とても良かったです。
・マンバーに子供さんがおられ、しっかり演奏されていて感心しました。
・パーカッションの少年よく頑張ってよかったです。
・いつもすてきな演奏をありがとうございます。これからも益々の発展をお祈り致しております。
・それぞれの曲の聞き所、どんな思いで作られたか等、少しお話しいただけるとうれしいです。とてもお若い方が演奏されていた
ので、どんなきっかけでメンバーになられたのかお聴きしたいのですが、曲とは関係ないので無理でしょうね。
・いつも素晴らしい演奏をありがとうございます。今回は若いかわいい男の子、一生懸命されています。すばらしい団体ですね。
・毎回楽しみです。音楽は世界共通の言葉です。最高に楽しみました。希望、リクエスト曲、チキチキバンバン、チムチムチェリ
ー。
・私等の知っている曲も 1 曲くらいあっても良かったのかなぁー。
・曲紹介のアナウンスが長いです。せっかくの演奏がアナウンスが長いことで退屈してしまいます。
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