
公  演  名：

公演日時： 令和元年８月２５日（日）　開演１５：３０

入場者数： １０００人（大ホール）

回  収  数 : ５０２枚 （回収率５０％）

１．性　別 性別 人数

男性 153

女性 349

２．年　齢 年齢 人数

１０代 55

２０代 14

３０代 63

４０代 145

５０代 39

６０代 77

７０代以上 87

３．住まい 住まい 人数

市内 479

新居浜市 3

西条市 1

観音寺市 2

三豊市 0

三好市 0

愛媛県内 1

県外 4

こけら落とし公演第Ⅱ部第Ⅱ幕　（小学校・中学校）
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４．感想 感想 人数

非常に良い 259

良い 122

ふつう 18

良くない 0

非常に良くない 0

５．何で 媒体 人数

　　知ったか ホームページ 12

チラシ・ポスター 44

催物案内 27

広報四国中央 102

テレビ 1

雑誌 0

友の会案内 34

知人・家族 317

その他 51

６．鑑賞 公演 人数

　したい公演 オーケストラ 183

室内楽 90

オペラ 39

バレエ 63

演劇 116

ミュージカル 181

伝統芸能 58

その他 73

７．友の会 友の会 人数

　　　会員 会員 59

一般 395
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こけら落とし公演第 2部 ・合唱団演奏・中学校吹奏楽演奏 

 

・舞台が少し狭いと思います。もう少し大きくした方が打楽器を置くスペースが取れると思います。

今のでは移動する時に狭いと思う。 

・駐車場がいっぱいになった時、車がまわせない。バックで出なければならない。危ない。 

・良いホールが出来たので、このホールの響きを生かすためも、市民オーケストラができたらいいと

思います。（今は吹奏楽団しかないので） 駐車場の動線がもう少しわかりやすいといいのですが。

観音寺のハイスタッフホールに比べ予定されている公演が見劣りするのが残念です。 演奏中に

客の誘導をするのはやめてほしい。せめて曲の合間まで待ってほしい。 

・子供達の元気な演奏が聴けて良かったです。 

・駐車場が狭い。巡回出来ないので危ない。 

・きれいなホールで娘の演奏が見れ良かったです。駐車場がもう少し広ければ良いのにと思いまし

た。 

・2F席の前の部分が危険と感じた（転落） 何らかの対策が必要では？ 

・チラシに『立ち見不可』と書いたことで 不安をあおることとなり早くから並んで行列を作る事態に

なったと思う。もっと他の記載の仕方をすれば良かったのでは。 

・トイレの数をもう少し増やしてほしい。 

・オープニングにふさわしい市内の小中学生の演奏素晴らしかったです。小学生とは思えないクオ

リティの高さに驚きました。駐車場がもう少し広ければ良いなと思いました。きれいなホールが出来

たので これから色々なコンサート等 イベントも楽しみにしています。 

・寒かったです 1F後方。 

・時計が欲しいです。 

・客席が少ない（2000席くらいあれば） 

・椅子の移動 床引きずってましたけど床痛みませんか？ 気になりました。 小学生 頑張ってい

ました。松柏小学生迫力があり良かった。中学生合同もすばらしかったです。 

・舞台が狭く感じられる。プログラムをもう少し工夫して詳しく説明書きが欲しかった。 

・指揮者の方の名前 アナウンスしてもいいと思います。プログラムももう少し工夫して下さい。チラ

シみたいです。市内の小中高一般合同で取り組める音楽祭を作って下さい。 

・小学生席のことを入場者にアナウンスしきれてないので 近くに座っていた南中の校長先生が座

ろうとする人に その都度説明していました。誰かスタッフが必要だったと思います。1B の近くのス

タッフの人が小学生席に一般の人を誘導していたのも改善点だと思います。 

・大ホールちょっと小さかったかなあ 

・大ホール思ったより小さくて席が少ないのが残念です。 

・会場入りまでの行列、戸惑いながらも一生懸命対応している姿が見え、すごく感じ良かった。チラ

シ配りの方で愛想悪い対応の方がいて 少し不愉快でした。 

・足元が冷える。温度を少し上げてほしい。寒い。 



・ホールの行列はどうかと思う！ 

・駐車場が狭い。（駐車するのに困った） 

・夏休み返上しての練習が実を結び 良い出来だったと思います。会場内に時計があればいいで

すね 

・空調がききすぎて寒かったです。スタッフの対応は良かったです。 

・トイレの男女がわかりにくい。トイレに消毒（便座用）ないのが悲しい。 

・来場者の整列の仕方を 上手にホールを使用して感がえて下さい。 

・ホールのクーラー もう少し弱でもいいような気がしました。子供達の一生懸命がよく伝わりました。 

・座席下からの冷房が強すぎて公演に集中出来ない。位置も風景も温度も考慮がなさすぎる。全

身が冷え切り 腰痛が再発した。二度と来ることはない。 

・孫が出ているのに、いっぱいで座れない。 

・大ホールのステージが思っていたより狭かった。 

・演奏中の出入りが気になった。 

・演奏中に人を入れるの やめて下さい。 

・寒かった。どの学校も良かった。 

・寒かった。思ったより 狭いと感じた。 

・駐車場がいっぱい。バックスクリーンがさみしい。 

・駐車場の車の止める台数が少ない。駐車場から入口までの距離が遠い。 

・会場に時計が無かったので 時間がわからない。 

・どん帳は絶対に必要。 

・駐車場が狭いです。 

・駐車場が少ない！ 

・駐車場の誘導係がいなかったので、かなり混雑していました。 

・駐車場の車の流れが分かりにくかったです。その他はきれいな施設ですごいと思います。 

・座ると人の移動時にきをつかう。せまい。 

・駐車場が無くて困りました。和太鼓の演奏はぜひ聞きたいです。 

・昨日の仲道さんの演奏会では 携帯電話の着信音が多くとても気になったが 今日はそのような

ことがなく良かった。ただ、演奏の途中で入場するのは いくら相手（演奏者）が子供でも失礼極ま

りない。演奏途中の入退場はさせないようスタッフが誘導する必要がある。途中の席の移動も注意

すべきだ。客の迷惑になる。舞台転換の先生方（？）がカバンを下げたままステージに上がってい

た。連れて来られました感があるからやめたほうがいい。スマホで身を乗り出して録画している人が

大勢いた。（2 階席）スマホの電源を切る＋録音・録画を禁止する。ぐらいしないと目障りで仕方な

い。 

・空調がききすぎて寒かったです。こけら落とし公演 感激し勇気をもらいました。 

 

 



・子供たちにとって、こういった発表の場がある事は、とてもいいと思う。ぜひ、ふやしていって欲し

い。演奏中の席の移動が見られたので残念だった。聴く方のマナーを守る事もできると よりよい市

民ホールになっていくと思う。 

・1F客席の後ろのはしまで席があるので 次のような点が不便 

 ①反対側に行くのに直接行けない 

 ②ビデオなどを撮るのに場所が無い 

・時計が無いので大変不便。客席が横にあまりにも長すぎる。真ん中に通路を作るべきだ。席を多

く作りすぎ！ 

・緞帳は必要だと思います。良い時間が過ごせました。（どの学校もすばらしかった） 

・ホール時計が無い！エアコンの温度が低い為 寒いです。プログラム 5・6が一番良かった。 

・ホームページへの詳細（プログラム等）欲しいです（詳しいもの）  綺麗なホールでたくさんイベン

トお願いします。 

・駐車場入れにくい。 

・良かったと思います。 駐車場入れにくかった。 

・公衆電話がどこにあるかわからず とても不便でしたので分かりやすい場所に設置してほしいで

す。 

・電話がないので便利が悪いです。会場の中に時計が無い。 

・演奏中の出入りは、出演者にも観賞している側からも気になってしまうので、中に入るとしてもせ

めてドア前で演奏の合間まで待っていただくのが良いと思います。足元も暗いので、危険でもある

ので。練習、自分も頑張ろうと思いました。 

・今回のように、ステージの入れ替えがある時は、空席の案内をしていただけると立ち見が減るので

は？ 演奏中 客席の照明おとさないんですか？ 演奏中 客を入れるのはよろしくない‼  準備

お疲れ様でした。来週のⅢ部も来ます。 

・舞台裏がまる見えでガッカリ。ステージを広くできなかったのか？！ トトロ最高でした。ぜひ、また、

合同のオーケストラを楽しみにしています。こんなに素晴らしい学生さん達が居て 楽しく聞かせて

もらいました。 

・どこにも時計が無い大ホール ロビー各控室には必要と思う。 

・会場中央席の椅子の並びが多いので 出入りがやりにくい。 

・公演はとてもとてもすばらしかったです。エアコンがききすぎて寒かったです。 

・車がいっぱいでした。 

・演奏中の席の移動はやめてほしい。 

・スタッフさんは、もっと声を張るか、マイクなどを用意して、列の整理をしてくださるとありがたいで

す。9/1 は列のしきり（テープ？）を先に並べておくとよいと思います。子供が出る催しは特にたくさ

ん人が来るので…無料だと余計に。可能なら整理券を配る方がいいと思います。イベント続きでお

忙しい中、暑い中大変だと思います。少しでも運営の方も楽になってほしいなと思って書きました。

失礼しました。演奏会はとてもすばらしかったです。 



・ステージ上は危ないので、走ってはいけないと思います。反響板にぶつかって大けがをした人も

他のホールでいたので。 

・親子室（？）も使わせていただけると、小さい子を連れて来やすいです。（数に限りはあると思うの

で、使えないときは仕方ないと思うのですが） 

・ホールの響きについて、高音域（ピアノ、トランペット等）や打楽器はよく聞こえているが、中低音

域（トロンボーン、チューバ）が比較的聞こえづらい。ホール全体の響きは弱い（反響板が原因？！） 

・会場に入った時の階段が 不規則なところが危ないと思いました。デジタル時計があると嬉しいで

す。 

・少し暑かった。空調を調整してほしいです。 

・ソロが良かった。 足に当たる風が寒い。 

・駐車場の 違法におくのを禁止するようにしてほしい。 

・市内の中学生・高校生がそれぞれ合同で演奏するのを見るチャンスはなかなかないことだと思う

のでとても良いイベントだと思います。席の前後が狭すぎて辛かったです。 

・中学生の合同演奏がとても良かったです。また是非聴きたいです！すごかった‼ 

・客のマナーが悪い。コーラス中、演奏中に話す人が多い。演奏中は出入口に係を設置して人の

出入りをなくすべき。（他会場では当たり前）参加する小学生の人数を把握していないので 小学

生が座れずかわいそうでした。他の会場では 各小学校の席を最前列から確保しています。 

・演奏中の出入りが気になる。客のマナーが悪い。子供の席が足りていなかった。 

・駐車場が少し少ないように思えます。今後、コンサート等あるとしたら、飲食できる場所があれば

…いいかと思います。ホールとしてはいいように思います。 

・2階席が高くて少し怖かったと子供が言っていました。 

・演奏とても楽しかったです。座席の後ろからの風などがとても強く、寒かったのが残念です。 

・駐車場が狭いかな？ 

・小学生とは思えないほど上手な演奏で感動しました。中学生はさすが経験を積んでいるだけにす

ばらしい演奏でした。今日は心地よく楽しい時間を過ごせました。（音響も良かったです） 駐車場

に苦労しました。 

・窓が多く明るい。駐車場は、これでは足りないのでは？カフェコーナーがあってもいいかも。 

・ロビーのソファーが少ない。高齢者が多いので、座るところ設置して欲しい！ 

・演奏中に出入りを認めるのはやめさせてほしい。ざわついて鑑賞を落ち着いて出来ない。 

・駐車場が少ない！ 

・とても良かった。トイレに並んだので改善してほしい。 

・演奏中 扉の開閉音がきになりました。（後方席） バタバタとひっきりなしに出入りされます。スタ

ッフの皆さんが案内するなら、出来れば曲間での出入りを徹底できないでしょうか。 

・椅子のサイズが幅が狭い様に思う。二輪駐車場スペースが狭い。 

・明るくて見やすかった。皆 素晴らしかった。 

・ホールスタッフにレベルアップを求めます。 



・松柏めちゃうまかったです。中学生の演奏よかったです。 

・子供の演奏とは思えないような 素晴らしい演奏でした。特に松柏小学校の演奏は素晴らしかっ

たです。 さすが中学生！すばらしかった。感動しました。 

・大変すばらしく 楽しませていただきました。またもっと聞きたいです。 

・すばらしいいい演奏を聞かせていただきました。皆さん 暑い中の練習のたまものだと思います。

みなさんお疲れ様でした。 中学生は あっかんでした。すばらしい。たのしんで曲を弾いていたの

がよかった。余裕があったかんじです。 

・音響が素晴らしかった。大変満足しました。 

・大変良かったです。 

・良かったです。 

・席もゆったりして、広々と会場もあったかい雰囲気で リラックスして聴けました。またこのような 四

国中央市の人の発表を 定期的に開いてほしいです‼ 

・新しいホール 楽しみにしていました。2 階席で見ましたが 全体がよく見えました。地域のイベン

トも数が増えるといいですね。 

・とても良かった。すべてにおいて。 

・年末に Xサイや、第九などしてほしいです。 

・すばらしかったです。鳥肌が立ちました。 

・みんな上手でした。8 月 25 日午前の部、午後の部に分かれていました。学生を集めてするなら 

午前の部の①少年少女合唱団と 午後の部の①アイアイコーラスが入れ替わっていた方が良かっ

たです。 

・各学校、違った迫力があり感動しました。しこちゅ～ホールも とても素敵です。 

・大人顔負けの演奏に感動しました。 

・子供達の演奏、とても良かったです。 

・今からいろんな公演を楽しみにしています。 

・みんなうまかったです。 

・駐車場が広かった。木のぬくもりを感じるような素敵なホールでした。心に響く演奏でした。 

・松柏小学校・妻鳥小学校の演奏が特にすばらしかった。先生の指導力のおかげ。子供達もよく頑

張っている様子がうかがえる。感動ありがとう。 

・子供達の成長と頑張りをまさに実感出来ました。指導の先生方ありがとうございました。 

・ちょうど良い大きさ（ホール）で見やすかった。 

・トトロ、楽しかったです。ホールもとてもきれいで、この建物がたったことが嬉しいです😊 

・子どもや孫の力は大きい こんなに入るとは思わなかった。 

・楽器の種類も増え中学合同の演奏はとてもよかったです。小学生もだんだんうまくなったら、こん

な（中学生）演奏ができるようになるのですね。9/1の高校生の部が楽しみになりました。 

・忙しい中で、中学生の演奏はさすが素晴らしいですね。又、指揮をされた先生の解説もとてもよ

かったです。機会を見つけて、参加させてもらいます。 



・一生懸命さがとても伝わってきてよかった。 

・美しいホールで天井の「おりがみ」もようも美しく楽しみました。音が少し響き過ぎる感じでした。残

響のことは、むつかしい問題だと思います。ピアノが 4台もあるのは嬉しい限りです。 

・たいへん心に残りました 

・思ったよりせまい 

・小・中学生が、このようなホールでの演奏を体験して これからの人生の素晴らしい糧となったこと

でしょう。また聴かせてもらいたいです。開館おめでとうございます。ありがとうございます。 

・他の学校の演奏が聞けて良かった。定期的に市内の学校の公演があったらいいです。 

・きれい 

・小学生の吹奏楽の演奏を初めて聞きました。すごく上手くてびっくりしました。今後もまた聞きたい

です。 

・Great！ 

・中学生の合同演奏とてもよかったです。恒例にしてはどうでしょうか。 

・小・中学生みんなとても上手でした。来年もしてほしいです。 

・どの学校も良かったけど 小学生はそろっていないところがあったりなどがあったけど、中学生は 3

回だけの練習でそろってほとんど音もきれいだったので、また演奏会をしてほしい。 

・よかったです。中学生の演奏は迫力があってよかったです！ 

・すごくきれいなホールですね。もう少しハイレベルな演奏も聞いてみたいです。 

・子供達が活躍できる場にしてほしい。中学生 迫力がありすごかった。 

・とても良かったです。小学生や中学生の人達の演奏がすごく上手だったです。 

・子供も大人になって こんな音楽を聞くきかいが無かったので良かったです。 

・みんな大変練習していたようで、すごくよかったです。 

・きれいだった 

・ホールの音響がとても良く、演奏がより豊かに聞こえます。こけら落としにふさわしく、合同合唱、

中学生の合同吹奏楽等 華々しい演奏でした。 

・音響効果がすばらしいと思いました。 

・大変すばらしい公演でした。ありがとうございました 

・子供達の演奏とても良かったです。中学生、少ない練習なのにとても迫力あって良かった。 

・中学生の演奏がとくによかった。 

・大感動！！！ 

・中学生だけでなく 小学生も演奏しているのにおどろいた。小学生は小学生でないような演奏を

していたのですごかった。 

・どの演奏もすごく上手で感動しました。小学生のは元気で楽しかったです。中学生のはすっごか

った！！ 

・中学合同、カンドーしました。みなさん これからも頑張ってください。 

 



・小学校は 2 曲ずつでも良かったね。学校差がつらい！中学校、市あげての合同演奏、指導の先

生に敬意を表します。いい企画で感動！未来に続く気がします。 

・日頃の練習のたまものですね。すごい。感動しました。また、機会を作ってほしいものですね。あり

がとうございました。 

・音楽を聴くにはよいホールです。 

・新しくて気持ちが良い。名前はともかく たいせつに使っていきたいものです。 

・最高！！感動！！特に小学生（妻鳥・松柏）の演奏には驚きました。すごいの一言。先生のご指

導に敬服します（中学合同はさすが）いい一日でした。 

・1F だったけど見やすかった。小学生も とてもどの学校も素晴らしかった。三高がとても上手なの

で、来年のコンサートはこのホールしてほしい。 

・コーラスはすっごく上手でした。もうちょっと声量あげたらもっときれいになると思いました。小学生

の子たちもすごく上手で 元気いっぱいでした。中学生はすごくカッコよく上手でした。 

・とても良かったです。またこの機会があれば、行きたいです。 

・近くに大きなホールが出来て 素晴らしい施設なので 色々な催し物を開催を楽しみに たくさん

利用したいと期待しています。 

・小学生とかも難し曲を立派にこなして大変だったことでしょう。中学合同、さすがに音がそろって力

を感じました。今日は小・中学生のがんばりや 音を大事に演奏してくれてありがとうございました。

指導の先生方、お疲れ様。本当にありがとうございました。また 

聞かせてください。 

・外に噴水などがあってきれいでした。 

・座席もせまくなくゆったりと座ることができました。音もすごく良く聞こえました 

・手拍子を一緒にしたのが楽しかった。 

・中学校の合同演奏 よかったです。 

・駐車場が広くてよかった。 

・とてもすばらしかった。 

・とても聴きごたいがあってよかった。 

・すごくうまかった。 

・素晴らしいコーラスや演奏を聴き 若返り感動しました。ありがとうございました。 

・小・中学生とは思えない 迫力ある演奏で感激しました。 

・感動！感動でした。大変良かったです。 

・小・中学生 大変良かったです！ 

・中学生の合同 すごくよかったです😊 迫力もあり、聞きごたえがありました！！ 

・中学校合同の吹奏楽部 とても素晴らしかったです。 

・感動しました。小学校も頑張っていた― 中学校の合同が心あたたまりました。コーラスも良かっ

たです。 

・一生懸命演奏して下さる小・中学生に心からのエールを送りたい！ 



・とても素敵なホールができて、嬉しく思います。いろいろなイベントで来れると良いです。イベント

楽しみにしおります。 

・とてもきれいなホールでした。これからもたくさんイベントしてほしいです。有名人をたくさんよんで

ほしいです。 

・素晴らしい演奏がきけて嬉しかったです。皆さんの練習量を思うと ほんとうにすばらしく感動しま

した。ありがとうございます。 

・たのしかったです！ 

・すごく楽しめました。 

・市内だけでなく、県外の方も来たくなるような催しをして下さい。コンサート等。四国中央市に人が

集まって欲しいな。 

・ホールの外にテレビがあって、中に入れなくても、見れて良かったです。 

・子供たちメインで良かったです。 

・明るくていいと思う。 

・本日の公演はとてもよかったです。美しい、せんりつが、ホール内にひびきわたりとてもよかったで

す。しこちゅ～ホールにかんしては、とてもきれいで、とてもよかったです。ダンスの発表会でおどる

の楽しみにしてます。 

・全部、完璧です。 

・今日は待ちに待った、こけら落とし公演第Ⅱ部第Ⅱ幕というのがあって、私の友達に誘われて、

来れることができました。2階から舞台を見た景色は、すばらしいなと思いました。 

・立派な建物で感動しました。 

・妻鳥小学校と松柏小学校が、ボリュウームがけっこうあったと思います。全部の学校がよかったと

思います。 

・きれいでよかったです。 

・どこの学校もとても上手でした。新しいホールで美しい音色でとても心地よかったです。 

・とてもよかったです。 

・広くてとてもよかったです。 

・小学生の演奏に元気をもらいました。 

・楽しみに催し物を待っています。 

・キレイでした。 

・しっているきょくばかりで しらないきょくもあります。きてよかったです。らい年もあったらきたいで

す。 

・ありがとうございました 

・とてもよかったです。 

・ぶたいのおくの方までみやすかった。トイレなどでもえんそうがきけた。 

・素晴らしい施設が出来、おめでとうございます。これからたくさんのコンサートが催さ鑑賞出来るこ

と ワクワクしています。可能な限り足を運ぼうと思います。 



・素晴らしい空間 

・2 階の席で公演を見たが 出演者との距離が近く感じ、とてもよく見えた。出演者へのライトアップ

もきれいでよかった。 

・こけら落としは、有名演奏家や芸能人などをよんで、子供たちに本物に触れさせるようなものが良

かったと思う。 

・川之江小学校のハルノヒがすごかった。 
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