
公  演  名： 陸上自衛隊中部方面音楽隊コンサート

公演日時： 令和元年８月２８日（水）　開演１８：３０

入場者数： ９５０人（大ホール）

回  収  数 : ７９８枚 （回収率８４％）

１．性　別 性別 人数

男性 211

女性 587

２．年　齢 年齢 人数

１０代 127

２０代 33

３０代 35

４０代 75

５０代 122

６０代 165

７０代以上 226

３．住まい 住まい 人数

市内 723

新居浜市 32

西条市 3

観音寺市 7

三豊市 0

三好市 1

愛媛県内 8

県外 9
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４．感想 感想 人数

非常に良い 597

良い 59

ふつう 4

良くない 0

非常に良くない 3

５．何で 媒体 人数

　　知ったか ホームページ 47

チラシ・ポスター 181

催物案内 44

広報四国中央 322

テレビ 1

雑誌 1

友の会案内 60

知人・家族 273

その他 23

６．鑑賞 公演 人数

　したい公演 オーケストラ 431

室内楽 156

オペラ 115

バレエ 102

演劇 221

ミュージカル 368

伝統芸能 122

その他 58

７．友の会 友の会 人数

　　　会員 会員 204

一般 539
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陸上自衛隊中部方面音楽隊コンサート アンケート意見・感想 

 

・楽しい時間をありがとうございました。 

・音・声、心に響きました。又、楽しみました。本当にありがとうございます。しこちゅ～ホール落成の

よい記念、思い出となりました。 

・クラリネットから最後まで感動いたしました。来年もお願いします。 

・お茶は持込み OKにして欲しい！（航空機チェック方法を採用してほしい） 

・知っている曲は少なかったけど、みんな上手で楽しかった。 

・しらない曲もたくさんあり、とてもすごいなと思えるものばかりでした。とても上手に曲をかなでてい

たので 聞いているととても素晴らしくかんじました。 

・初めてホールでの自衛隊の演奏を聞きました。迫力があり ひびきも良く上手なのでびっくりしま

した。ソプラノの方もすばらしい声でステキでした。又 お越し下さい。 

・クリスマスコンサートなど 楽しみにしています。 

・大変良かった 

・音響が大変良かったと思います。この暑い時にお茶をもって入れないのは本当に残念です。 

・すごく感動致しました。 

・大変良かったです。 

・とても良かったです。建物もすごくりっぱでした。 

・チケットをユーホールでも全席の予約ができるようにして下さい。 

・講演＆イベントのチケットを土居町ユーホールでも購入出来ないか？非常に不便。遠いですね。

是非 お願いします。 

・きれいなしこちゅ～ホールを見せていただき ありがとうございます。すばらしい演奏に感心いたし

ました。ソプラノ歌手つぐみまいさんとても上手でした。よかったです。 

・迫力のある生演奏ありがとう 

・トイレの設備について 

    ①手を洗った後に乾かす機械 

    ②便座をふく便座クリーナー  の設置を望みます 

・かなり心にひびき 感動いたしました。キレがすばらしい。これからも みなに この感動」を伝えて

いってほしいと思います。 

・歌・演奏とも聴きごたえがありました。2部は楽しめました。 

初めて訪れました。とても素敵なホールでした。色々催しされて利用されると良いと思います。 

・ホールがきれいです。座席は前後もう少しあいている方が良い。通るのがちょっと。ホールの中の

階段の幅が中途半端なので つまずきそうになる。 

・生演奏を聴く機会は少ないので今日はとても嬉しく幸せでした。いい夢を見そうです（音と歌がま

だ耳に残っています）楽器紹介も良かったです お二人の司会も明るく良かったです。感動をあり

がとうございました。 



・建物が新しいので、壁面の材木が少し目に沁みるような感じがする 

・開館記念で すばらしい演奏ありがとうございました。明日から頑張って生きていきます。 

・素晴らしかった楽しかった。楽曲も多彩で 夏の終わりの良い思い出となりました。ありがとうござ

いました。 

・自衛隊の皆さんの演奏 ソプラノのつぐみさんのいい声でとても気持ちが良かったです。ありがと

うございます。しこちゅ～ホール 新しいホールでの演奏 又、次の人達の招待期待しています。 

・新しく、広くて感動しました。イスの座り心地もとても良く 今後の利用が楽しみです。 

・とっても、大変良かったです。すごい音響もよく、しこちゅ～ホール内の室内の良さすごい！演奏

も感激しました。 

・楽しくすばらしいコンサートでした 

・迫力があって大変良かった 

・自衛隊のコンサートははじめてだったので レベルの高さに驚きました。 

ホールは席指定でもいいのではと思います。 

照明がいっぱいあるけど こんなにたくさんいるのでしょうか 

・駐車場の出入り口が一カ所で不便。大変良かった。 

・ソプラノ独唱も音楽隊の演奏もすばらしかったです。 

・ひさしぶりに音楽鑑賞が出来 とても楽しかったです。 

・素晴らしい演奏会でした。また、呼んで下さい。 

・自衛隊の演奏会は今回で 3回目です。毎回 非常に感動しています。音楽の力を感じています。

これからも皆の心をいやして下さい。 

・かっこいい！本当にかっこよかったです。最前列で聴かせていただきました。ブレスの息づかい 

目線まですごく近くで感じられて、ずっとドキドキしました。感動しました。トロンボーン最高です‼ 

ありがとうございました。 

・迫力のある演奏とソプラノ歌手鶫さんの独唱が素晴らしかった。選曲も令和の出典の万葉集という

のも良かった。 

・大変良かった。ホールは少し小さかった。 

・少し蒸し暑かったです。もう少し温度下げて欲しかったです。もう少し馴染みのある曲も聞きたか

ったです。卒業式の歌とか。とてもすばらしかったです。きてよかったです。 

・すばらしかった。感動しました。涙が流れました。 

・名前の通り、折り紙のようなぶたいで 初めて来たとき見とれてしまいました。公演もすばらしかっ

たです。 

・ぜひぜひ ミュージカルもみたい！今日もとてもよかった。 

・素晴らしかった。 

・すごくよかったです。最高でした。すばらしい演奏ありがとうございました。これからも すばらしい

音楽きかせて下さい。がんばって下さい！ 

・たいへんよい 



・初めてしこちゅ～ホールへ来ましたが 新しくて 気持ちよく公演を聞くことができ 大変うれしく思

いました。公演もすばらしかったです。日常を忘れて聞き入ってしまいました。 

・迫力があってよかったです。 

・「演歌々手」のコンサートを招致して欲しいと思います。 

・とても良かったです。ありがとうございました。 

・とても良い音楽を聴けて とても感動しました。陸上自衛隊のコンサート 又聞きたいです。指揮

者の方 素敵でした。 

・音響装置も良好。腹の底迄しみわたり揺さぶられる程の感動でした。とても素晴らしかったです。

元気もらいました。又 お会いしたいです。ありがとうございました 

・しこちゅ～ホールのイスの並びはよいが段の巾がせまくて 何人も転びそうでした。広い所とせま

いところがあってあぶない‼ 

・よかったです。すごいはく力でした。ありがとうございました！ 

・すばらしい！気持ちいい。 

・自衛隊のはく力ある演奏と 心に差し込む しみいる歌声や 音で高く低く 又 ドッキリ、シットリと

語りかけてくれ ぜいたくな時間でした。指揮者の楽しそうでやく動的なみ力 ありがとうございます。

すごいはく力でした。 

・本日の演奏はすばらしかった。 

・79 歳になりますが、はじめて生演奏をききました。とても感動して よい時間を過ごさせていただき

ました。少し早い音楽の秋をしみじみ聴き入りました。司会の方も、聞きやすく上手でした。 

・思っていた以上に生演奏はすばらしかったです。見ごたえ、聴きごたえ、目が話せませんでし

た！感動して 胸が熱くなりました。ソプラノ歌手の方にはビックリです。とにかくすばらしかったで

す。ありがとう素敵な時間を。 

・ありがとうございました。 

・とにかく、すばらしかった。心に響きました。 

・期待通りの演奏会でした。楽器の紹介も有り楽しかったです。 

・いろいろのジャンルで楽しかったです。隊員の皆様の姿勢がとても美しく心洗われました。元気も

もらえました。女性隊員も見えてとっても良かったです。 

・隊員のみなさんがたのしく演奏されていてとても心に残りました。サイン飾ります‼ 

・とても感動しました。隊長かっこよかったです‼ 

・ソプラノのまいさんは You チューブで見たことがあって、やっぱり実物は You チューブよりきれい

で 歌声もはく力があって美しかったです。音楽隊の演奏もすばらしかったです。私も吹奏楽をし

ているのでとても参考になりました。本当にすばらしい演奏が聞けて嬉しかったです。また来てくだ

さい‼ 

・とても聞きやすく見やすいホールです。 

 

 



・演奏も歌も力強くてとっても感動しました！また音楽隊のみなさんの演奏を聴きたいです！😊ア

ルトサックスのお姉さんがとってもニコニコしていて最高にかわいかったです^_^♡ 招待して頂き本

当にありがとうございました！ 

・演奏もホールの音響も素晴らしく、楽しめました。 

・色々思考をこらしていてとても楽しかったです。歌もとてもすてきで ききほれてしまいました。あり

がとうございました 

・パワーあり元気がでました。とても上手でした。 

・公演はすばらしい。スゴイ。ホールとしては よく響くと思います。 

・すごくいい演奏でした。鶫真衣さん感動です。聴けて良かった。楽しかった。 

・生の演奏は感動しました。ソプラノの鶫さんの美しい歌声に心が洗われる様でした。ありがとうござ

いました。 

・シロフォン二重奏すばらしかった。楽しかったです。 

・これまでは香川へ第 14 旅団の演奏を聴きに行っていました。いつも素晴らしい内容でしたが 今

回 自分の住む町で楽しむことが出来 とても嬉しく思います。幸せな一時でした。 

・久しぶりに楽器の音色が腹にしみ込みました。明日からの頑張りの元になります。ありがとうござい

ました。皆様 お体 大切になさって下さい！独唱もすばらしい！良かったｱ～ 

〇い心で帰ります。ありがとう！ 

・ホールに時計はありますか？ すばらしい演奏を聞かせていただきました。レベルの高さを感じま

す。 

・建物には木材使用部分が多くて温かさを感じました。会場内に時計があれば良いかと思いました。 

・いつか聴きたいと思っていました。この機会に恵まれたことに感謝しています。心から楽しむことが

できました。 

・お茶の回収はきびしいと思いました。  歌と演奏とても良かったです。元気いっぱいもらいました。 

・本日は本当に感動しました。ソプラノの歌声、演奏 etc. 又何回でも聞きたいです。又、今日の様

な機会を作って下さる事を願っています。 

・スムースに入場出来ましたが 水分をとれないのが残念でした。ソプラノの歌声に感動です。人物

紹介（出身地）も欲しかったです。 ➉のパフォーマンス良かったです。 

・童謡に乗せて楽器の紹介が良かった。 しこちゅ～ホール外装・内装共 最高です。音響も素晴

らしいの一言につきる。 

・抽選は当たらないから有料にして座席指定に（早い時間から並ぶのしんどい） 

飲み物は持ち込めるようにして貰いたい。熱中症になる。水分補給必要。 

・生演奏初めてやで、良かった。また ソプラノ独唱の真衣さん 歌声がすばらしい。 

・温もりを感じる木の内装がとても素敵で 四国中央市らしいホールで 音響も良く 鳥肌が立つほ

どのコンサートが聞けて 最高のひとときです。 

・しこちゅ～ホール すごく落ち着いて過ごせました。すばらしかったです。夢のようでした。 

・木の温かみのあるホールで すてきな時を過ごせてよかったです。また 他の公演をみたいです。 



・とてもきれいな曲でした。ソプラノの人の声もすごかったです。また聞きにきたいです。第一部で特

にいいと思ったのは、5 のソプラノと吹奏楽のためのまんようさんかがです。ほかの曲もすごくよかっ

たです。 

・大変よく音がひびき渡り、いいホールをありがとうございます。 

・きれいなホールでひと時 楽しませて頂きました。 

・ほんとにスバラシー！のひと言です。とっても良かった。最高でした。又聞きたいです。指揮もとっ

てもよかった。最高！ 

・こんな近い距離でオーケストラを聴く機会なんて無かったので、とてもとてもおもしろかったです。

音楽の公演をもっとやってください。ちなみにハイスタッフホールでは劇団四季が来るそうです。四

国中央市は呼ばないんですか？ 

・劇団四季とか呼んでいただきたいです。Ｎ響も。 

・木のいいにおいがしていい。きれいな音だった。 

・初めて来たが席の配列も良く大変良かったです。お茶持って入れなかったのが残念です。3時間

水分一滴も取れないのは 暑いとき熱中症、水分不足で。 

・音大卒業して自衛隊に入隊するという進路があるのを今日初めて知りました。演奏も、指揮も、独

唱も素敵で感動しました。もう少し若ければ入隊したかったです！ 

・楽器の名前も知らぬ音痴だけど楽しかった。楽器の素晴らしさに感動。 

ひばりメドレー最高！ 

・素晴らしい演奏でした。 

・ダイナミックでしなやかな演奏（くわしくは分からなくて残念な自分）。演奏される方々のスマートな

身のこなし、司会の方の細やかな説明など とても素晴らしかったです。充実した時間を過ごさせて

頂きました。皆様の今後のご活躍を祈念いたします。ありがとうございました。何のお返しも出来な

いので 手が痛いくらい拍手しました。 

・つぐみ真衣さん 素敵です。姿良し 声良し そそとして その動き優雅です。ファンになりました。

ご活躍下さい。 

・音楽隊の演奏素晴らしかったです。又 ソプラノ歌手の方とのコラボ素晴らしいものでした。又 聞

きたいです。 

・ステキな演奏をありがとうございました。 

・クーラー冷やしすぎです。トイレが多くて早く済ませる事ができた。 

・演奏は大変良かったです。演奏の人数の割に大きく聴こえる。演奏中クーラーが効きすぎで少し

寒かったです（Ｋ列 中程の席） 

・音響がよく、すばらしいです。2 回のコンサートに来ましたが 2 回とも携帯の着信音がなり残念で

す。 

・非常に楽しいコンサートでした。ありがとうございました。 

・大好きな鶫真衣さんを 四国中央市で見ることが出来るとは幸せな事です。素晴らしい演奏と素

晴らしい歌声をありがとうございました。迫力のある演奏にびっくりしました。 



・トイレの手洗いが別なのが不便だった。通路が狭いので化粧直しするにも気を遣う。演奏はすごく

よかった。美空ひばりメドレー最高でした。 

・迫力のある演奏とっても素晴らしかった。鶫さんの歌のすばらしさ 感動しました。とても気持ち良

かったです。少しだけ大昔に戻った感じがしました。よかったです。 

・階段の幅が違うので転倒された方がいました。高齢の方もたくさん来られていたので ちょっと危

ないかと思いました。 

・良かったです。 

・YouTube より迫力があり、本当に感動させられた公演でした。益々のご活躍を祈念いたしました。

鶫さんのソプラノ ブラボーブラボーです。 

・今日の公演は素晴らしかったで～す。久々の音楽会で楽しみました。ありがとう～！ 

とても良かったです。 

・素晴らしい公演でした。楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。 

・1階の後ろの方の席でしたが、とても見やすく、音も聴きやすかったです。演奏はとても迫力があり

感動しました。あっという間の素敵な時間でした。ありがとうございました。 

・とても素晴らしい演奏でした。休憩のお話もおもしろかったです。来ることが出来てよかったです。

大変なお仕事だけど自衛隊の皆様には、これからもこういう活動もたくさん行って みんなにしたし

まれる自衛隊でいてほしいです。とっても楽しめました。ありがとうございました。 

・生まれて 75 年 オーケストラを目の前で見聞したのは今回が初めて 心に残るひとときでした。又 

きかいがあったら この様な音楽を聞きたいです。その日を楽しみに。 

・シロフォン二重奏がとても良かったです。 

・自衛隊らしい安定した素晴らしい演奏でした。 

・とても良かった 

・初めての公演 楽しかったです。 

・さすが音楽隊 感動しました。決まっている！ 

18：10 よりロビーで演奏するというアナウンスがあったので行って、受付の人にどこでやるのと聞い

たら そんなのは無いので早く席について下さいと言われ、席に戻りました。2 度目のアナウンスが

あったのでロビーに行ったら演奏をしていた。受付の人は受付の仕事だけでなく 全体のスケジュ

ールも徹底してほしい。 

・とてもダイナミックなすごいえんそうでした。オオボエがとくに気に入って やってみたいと思いまし

た。とくに、つぐみまいさんの歌声がきれいでした。音楽では、わたしは、ホールニューワールドが

すきでした。指揮者おもしろかったです。ありがとうございます。 

・久しぶりに本格的な演奏を拝聴させていただきました。感動で涙がでました。音響も素晴らしく 

ありがとうございました。 

・新しいホールで素敵な音楽を鑑賞出来、このような機会を下さった事を感謝いたします。心を癒さ

れました。本日私は サポートする立場でもありましたが 共に応援させてもらったこと嬉しく思いま

す。また 自衛隊の方々に来て頂きたいです。ありがとうございました。 



・大変すばらしかったです。ありがとうございました。 

・ソプラノと吹奏楽 初めてだったので新鮮で良かった。 

・すごくきれいなホールだと思いました。臨場感もあって素晴らしかったです。演奏も最高でした。

感動しました。 

・ＮＨＫののど自慢など皆で楽しめる催し物 お願いできたらと思います。音響がいいので音楽関

係 何度でも聞きたいです。 

・いつでも自由に入っていいのか よくわからないのでＨＰとかポスターで周知してほしい（他の市

の施設に貼ってほしい）  利用方法もわかりません💦 ＳＮＳとかあると良いかもしれません。 

・よかったです。またおねがいします。 

・日ヤ日本のために自衛隊ガンバレ！まいちゃんカワイイ！音楽カッコイイ！ 

・はじめてでしたが 本当にすばらしい！今日はありがとうございました。 

・心に響くコンサート ありがとうございました。 

・鶫真衣さんの歌はすごかったです。感動しました。音楽隊もよかったです。 

・すごくいい音が響いてきて最高でした。ソプラノ歌手鶫さんのすみきった声はよかった。 

アラジンメドレーもよかった。美空ひばりはなつかしくよかった。 

・トイレのそうじがあまり出来ていない。 

・吹奏楽とソプラノが良かった。どちらも、同じ感じで良かった。どちらも丁度良かった。どちらも勝っ

ていなくてうるさすぎず良かった。 

・新築なのに 隅にコードをテープで貼り付けているのは見苦しく思います。ダクトは通っていない

のですか？席の区分も立板等を作ってほしい。 

・市民を楽しませる催し物が数回あることを願います。立派な会場でした。 

・初めて来たが、きれいで良いホールだと思った。今回は楽器の響きが良かった。演劇のセリフの

状態聞いてみたいなと思う。 

・楽しいコンサートでした！ 

・大変感動しました。生の演奏 迫力あります。ぜひこの様な感動する活動を これからもよろしくお

願いします。しこちゅ～ホール最高です。 

・すばらしかったです。木琴楽しかった 

・時計をつけて下さい。 じえいたいかっこよかったです。 

・とても迫力のある演奏で楽しかったです。またプロの演奏がききたいです。 

・大変良かった すばらしい 

・ホールも演奏も素晴らしかったです。 

・さすがプロ 聴きたかった 最高の時間、楽しかったです。ありがとうございました。 

・トイレで手を洗い（手をふく紙が無い）紙の町四国中央市にしては はずかしい。熱中症の予防に 

水のめ水のめと言うのに水取り上げられたり すてられたり水はキケン物ですか？ 

 

 



・初めてのコンサート。すばらしかったです。第 2 部の楽器紹介も工夫されていて楽しかったです。

シロフォン二重奏 初めて聴きました。お二人がとても楽しそうに演奏されてましたが、すごく練習さ

れたんだろうなと思いました。クラリネットのリーダーの方？がいつも笑顔で好印象でした。指揮者

の柴田隊長さん後ろ姿ではありましたが すごくカッコよかったです。つぐみさんの歌声、プロの方

の歌声初めてで心にしみました。 

・3000人くらい入場できないと経費のバランスが合いにくい。 

・時計をつけて下さい。 

・大変楽しく聴くことが出来 良かったです。また機会があれば来たいと思います。 

・しこちゅ～ホールとてもきれいでびっくりしました。三高吹奏楽部の定期演奏会、しこちゅ～ホー

ルでできたら どんなに幸せだろうと思います。公演はとても上手くて聴きほれました。知っている曲

もあってとても楽しかったです。すてきな演奏 ありがとうございました！アラジン、私達も吹きました

が圧巻でした！ 

・「エル・キャピタン」の強弱が一つにまとまっていて 迫力がありました。ソプラノ歌手の鶫さんとの

演奏はとてもきれいでいやされました。 トイレがきれいでした。 

・すごく楽しかったです！ 

・最高に良かった。 

・とても良い演奏でした。ソプラノ歌手の人がとてもかわいかったです。クラリネットのアンサンブルと

てもきれいでした。 

・きれいなホールができて、今後の催しが楽しみです。 

・とても良かったです。またもう一度聴きたいです。 

・みなさんのちからづよいえんそうにおどろきました。いままでひいてくださったうたで いちばんよ

かったのは、えらべないほどじょうずにひいてもらって とてもうれしいです。がんばってください。 

・楽器の紹介がよかった。美空ひばりメドレー、君が代行進曲がよかった。 

・最後の花束、順番には何か理由があるのですか？ 小さい子供は、年齢制限する方がいいと思

います。 

・①ステージが少しせまい感あり。②2 階席が高過ぎる感。ステージの人物が頭しか見えない。③2

階はマイクの言葉が分かりにくい。 

⋆オーケストラ演奏のはく力は本当にすごい。感動しました。⋆ソプラノ独唱最高でした。 

⋆楽器演奏は全て最高。⋆指揮者も最高。⋆司会も最高。⋆規律を感じる演奏と歌でした。 

・家族会の皆様 次回は海自お願いいたします。 

・楽しかったです。ありがとうございました。 

・新しいホールでの公演にふさわしく とても迫力があり感動しました。ありがとうございました。サウ

ンドの大きさが半端ない、すごい、の一言です。 

・すごくかっこよかったです。 

・冷房がきいてない！（ホール内） 

 



・ダンスやソプラノの歌手の人の演奏があり とても楽しかったです。また聞きたいです。すばらしか

ったです。 

・すごくすてきでした。音もきれいで特にアラジンメドレーは 

こけら落としでも吹くので 今日聞けてよかったです。 

・聞く機会が無かったので、今回聞くことが出来てよかったです。すばらしい演奏をありがとうござい

ます。またこの会場で演奏が聞けることを期待しています！ 

・いろんな公演をして下さい。 

・生の音楽隊の演奏を聞くのが初めてなので、とても感動しました。いろんな楽器の音色が聞けて

良かったです。特にオーボエの音色はすごかった。楽しい時間をありがとうございました。 

・とても素晴らしかったです。お気に入りは「あんたがたどこさ」と「マック・アンド・マック」です。壮大

なファンタジーと 2 人の非常に巧みな演奏に感動しました。四国中央市に来て下さり ありがとうご

ざいます。推し隊員は柴田隊長です！ 

すばらしいホールですばらし公演感動しました。いい思い出になりました。ありがとうございました。 

・幕は設備としては、ないのでしょうか？オープニングの感動が薄れます。飲食物持ち込み禁止は

葉書に記載していただかないと、入場直前でアナウンスしてもらっても困惑します。ペットボトルは

車に持ち帰りましたが、追加で言われたので事前周知をお願いします。家族会の方々のご尽力に

感謝いたします。⋆所長さんのお話も興味深くお聞きしました。ありがとうございました。 

・会場も綺麗で 2 階からでもステージが見やすくて良かったです。演奏も迫力があってすごかった

し、来てよかったと思いました。 

・迫力があり大変良かったです。 

・とてもすごかったです。 

・迫力があって素晴らしかったです。音響のせい？新しくて気持ちが良いです。 

イベントにもよりますが、もう少し大ホールが大きければ良かったです。 

・感激のあまり涙・涙 とり肌。何と時間のたつのが早いこと。 

・Ｊ－ＰＯＰなどの皆が知っている曲も演奏してほしいです。楽器紹介はとてもよかったです。オーボ

エソロもきれいでした。サックスもきれいでした。アラジンメドレーも楽しくきけてよかったです。 

・市の税金を使って値段を安く、コンサートなど見れたら良いと思う。 

・三島（中之庄町）より足が不自由な私に、友達の介助（車の運転）により老いていく私には最高の

ひととき ありがとう。感謝。 

*身ごころにしみる音楽 老いのわれ 我れまちほこれ 明日への気力 

・今日は、生まれて初めての体験が出来て大変良かったです。「生のオーケストラとソプラノ歌手の

独唱」大変良かったです。 

・大変すばらしい演奏で感動しました。 

・感動しました。本当にすばらしい！この年になって初めての生演奏 すごく感動いたしました。あ

りがとうございました。 

 



・生演奏をきいてすごく感動しました。久しぶりに演奏をきいて良かったです。この様な機会があれ

ば、ぜひ参加したいです。今日はありがとうございました。 

・歌をはじめて聞いて、びっくりした。楽器の演奏はとても上手でした。 

・ダイナミックな演奏に感激しました。一時ではあるが 心がなごみ幸せな気持ちになりました。 

・素晴らしかった。元気をもらえた感じです。よくぞ来てくれました。ありがとうございます。 

・席取りがあり、少しビックリした。案内係の人は、気持が良かった。座席指定が有れば良かったか

な？ 

・初めて利用したが、座席の座り心地は余り良く無い。（背もたれにカーブない） トイレの数は多い

が手洗いが少ない。手指乾燥（ハンドドライ）がない。エレベーターの出入口が狭い（車椅子はギリ

ギリ） 便座のフタがないのは不衛生。音楽隊の演奏は非常に良かった。再演を期待する。 

・高校・中学校とコンクールで成績を残すようになってきています。市民・保護者の意識向上のサポ

ートとして勉強になる楽隊の招待を望みます。 

・新しい会場でとても良かったです。会場に入ってから開演するまで 1時間以上の時間の待ち時間

が大変でした。もう少し短くしてほしいです。今回の場合、6時でもいい感じです。 

・大変 感激しました。すばらしい演奏、歌、パフォーマンスどれも素敵でした。また このような催し

をぜひおねがいします。 

・鶫さんのソプラノの声に感動しました。 

・自衛隊コンサートとても良かったです。ぜひまた来てほしいです。 

・公演感動しました。 

・スマートなホールで 見やすくて聞きやすくて とてもいいコンサートでした。歌姫の声に感動しま

した。 

・パプリカのきょくがたのしかった。みんなきれいにえんそうができていました。 

・とても楽しい時間でした。新しいホールでのコンサートさいこうでした。 

・駐車場に関する情報が少しほしい 来るまで分からなかったので。ホールの中の段差に工夫をこ

らしては。私の横で女の人が転びました。 

・持ち込み禁止物品は、チラシ、広報等に事前に周知してほしい。 

・おもしろかったです。 

・すごくよかったです。 

・大変いい時間を過ごさせて頂き感謝しています。 

・施設はとてもキレイで、音の響きも良かったです。前にも西条市に音楽隊の演奏を聴きに行ったこ

とがあるのですが、私は自衛隊の音楽隊が大好きです。今日はチケットがあたって本当に嬉しかっ

たです。真衣さんの歌声も素敵でキレイでこれからもＹoutubeで見させてもらいます！ 

・生ですばらしい音楽を体感できました😊 自衛官の皆さんが身近に感じました。ぜひまた四国中

央に来てほしいです。 

・冷房がききすぎている 

 



・自衛隊の音楽隊を聞かせていただいたのは 多分 初めてだと思います。とても迫力があって感

動いたしました。元気をいただきありがとうございました。そして一つ注文なのですが トイレの手拭

きが無いのが少し気になります。備え付けていただければ うれしいです。 

・紙の町なのにトイレの手洗所に紙が無い？ 暑い中 水分補給が必要と思います。熱中症予防

の水を用意して来たが、入り口でガバガバとすてられた。時計がない。 

・大変 楽しかったです。ありがとうございました。 

・四国中央市民として立派な文化ホールが出来て大変嬉しく思います。 

・大変楽しく過ごさせて頂きました。 

・ありがとうございました。 

・できれば NHKの 日本の歌 BS放送でしているような番組をつれてきてほしいと思ってます。 

・しこちゅ～ホールでの自衛隊の音楽隊の演奏を聞くことが出来て大変良かったです。初めてです

が非常にレベルが高く感動致しました。 

・どうしても自衛隊の音楽隊の皆様の演奏がききたくて来させていただきました。かなりレベルが高

くて感動しました。ありがとうございました。天気の悪い中 来てくださって感謝の一言です！お帰り

の際、気をつけてください。*シロフォン二重奏、すごいです！ 

しこちゅ～ホールには初めて来させていただきました。美しい建物ですね。残念なのは、駐車場の

誘導の方が、とまどう来場者に「バーカ!」と言っていたことです。今後 いろいろな催しをすると思い

ますし、教育をきちんとすべきです。 

・真衣ちゃん最高^_^ 

・ヤバイ 最高❀ 

・お疲れ様でした。本当に感動いたしました。ありがとうございます。 

・ステキな時間をありがとうございました。 

・真衣さんの歌声には感動しました。知らない楽器や初めて見る楽器もあり 皆様の姿勢の良さに

はビックリしました。指揮者の柴田さんはかっこよかったです。2 時間のコンサートもあっという間で 

もっと聞いていたい気持ちです。心洗われる時間をありがとうございました。 

・感動しました！また来ます！ 

・演奏に大変感動しました。来年も是非来てほしいです。 

・素晴らしかった。ありがとうございました。 

・ホール内きれいでした。カッコ良かったです。 

・公演とっても良かった。初めての体験でした。ありがとうございました。 

・大変ステキなコンサートでした❤ありがとうございました。 

・すばらしい演奏を聞く機会を得て 最高に幸せでした。すみきったソプラノ最高でした。 

・四国の文化度を上げるため いろいろな団体を誘致して下さい。必ずみにきます。 

・とても迫力があり、吹奏楽のおもしろさがよく分かった。 

・車イス席はあるのか？分からない。収容人数に対象ロビーがせまいと感じる。 

 



・トイレの手洗ったあと、手の乾かす所がありませんでした。あるとよい。ドンチョウのないのがすこし

さびしい気がします。 

・とてもすばらしい公演でした。また鑑賞したいです。ソプラノ独唱もすばらしくいやされました。 

・演奏、歌が迫力があって感動しました！ホントニビックリシマシタ。 

・感動の一言を超えています。迫力、抑揚、キレ…全て スバラシカッタデス 。身震いしました。 

・音楽隊の演奏 よかったです。すべてよかったです。来てよかったです。 

・いい音と音響効果の良いホール 楽しかった。来られて良かった。 

・この楽団の音がスンでいて、スキとうったことが初めて知りました。はまりそうです。目が覚めました。

真衣さんもすばらしい声でカンゲキです。2 部の個別の音は知っていましたが、演奏になるとすご

いです。。この世とは思えない！ 

・アラジンやパプリカなど知っている曲が出ていて うれしかった。知らない曲もわくわくした気持ち

になりました。また音楽をもっと好きになりました。 

・めったに聞けないので、とてもいい経験ができました。 

・素晴らしかったです。いい機会を下さり ありがとうございました。ホールの中が暑かったので、最

初はもう少し冷やしておいてほしかったです。 

・本日の公演とても楽しくて感動でき本当に来て良かったと思いました。自衛隊らしいキビキビした

かかっこいい公演やしなやかなゆったりした演奏 どれも魅力がありすごかったです。歌や楽器紹

介もすごかったです。またききたいです。すばらしい演奏ありがとうございました。 

・大変楽しかったです。また聞きたいです。 

・迫力があり、すばらしい演奏で、とても良かったです。 

・のどがかわいた 

・飲料をもちこめず、のどがかわいてたまらなかった。案内係の人がきつい言い方だった。 

・のみものをとられて とてものどがかわいた。 

・とても楽しい演奏会でした。 

・大変りっぱなホールですばらしい公演 楽しい時間ありがとうございました。又公演ある時は必ず

参加いたします。 

・県外から来て 内容も良く楽しかった。また来たいです。 

・とても楽しく、県外から来たかいがあった。 

・とてもステキな音楽隊コンサートでした。 

・本番ではのまないけれど 入り口であずかられてしまうと休けい時間に下までとりにいかないとい

けないので、こまりました。 

・すばらしい。感動した。 

・とても非常に良い演奏でした。またいきたいです。鶫真衣さんの歌声も心にすごく響きました。演

奏も迫力があり、力強い演奏に圧倒されました。優しい音色やあたたかい音などすごく素敵でした。

皆さん楽しそうに演奏していて見ている側も楽しくなりました。カッコ良かったです！本当にありがと

うございました！^_^ 。 



・すばらしいホールができましたので 様々なオーケストラを呼んでほしいです。 

・いろんな年代の人が楽しめる催しをしてほしいです。。県外からも四国中央市へたくさんの人が集

まれるホールになるように期待しています。今夜はすばらしい演奏でした！ 

・ホールはきれいで音もよかったです。座席の間隔が少し狭いので、中の方の席になると通りにくい

気がしました。 

・きれいだった。 

・大変良かった。 

・大変音響が良かった。 

・以前にテレビか何かオーケストラを耳しそれから 股関節 障害者  ホールすわりやすく つえを

ついての上り下り しやすかった。 

・母さんについてきて、最初は少ししか興味がなかったけど 9 と 11は知っている曲だったのでテン

ションが上がりました。10 はとてもむずかしそうなことを楽しみながらしているのに とてもおどろきま

した。 

・とても楽しく過ごさせて頂きました。サイコーでした。 

・あんたがたどこさがすごく迫力があり、ついつい前のめりになって見いってしまいました。👀  ア

ラジンもパプリカも吹いている側が楽しそうで見ていても笑顔になりました。 

・私は、特に、美空ひばりさんのメドレーが素晴らしかったと思います。 

・なかなか聴くことのできない 生のオーケストラ♡とても楽しかったです。また聞きたいです！ 

・見た感じ 舞台がせまい感じ。 

・舞台が少しせまいと思いました。とても楽しかったです。 

・いろいろな楽器の紹介など楽しかった。ソプラノとってもきれいな方で良かった。とっても楽しいひ

とときでした。又機会があれば聴かせてもらいたいです。堅い自衛隊のイメージが柔らかいなりまし

た。 

・舞台がせまい気がする。 

・他の四国の芸能（人形浄瑠璃）など 色々あるかと思います。年間を通して色々なジャンルの芸

術を見聞きしたいです！ 

・とても感動しました。また来年も来て下さい。楽しい時間を過ごさせていただき感激しました。指揮

者の方のユーモアある演奏 とても良かったです。ありがとうございました。 

・すばらしい演奏、歌声に感動しました。 

・よかったです。とてもすごいと思いました。大大大すごいと思いました。 

・今日の公演はとても良かったです！いい機会を与えて下さりありがとうございました。ステージが

少し狭いかなと思いました。 

・市民が楽しめて、幸せな気持ちになれる公演をお願いします。子供から、高齢者の為の企画も希

望します。鶫真衣さん ステキでした！音楽隊の皆様 ありがとうございました。感動しました。 

 

 



・とっても良かった。またやってほしいです！すごく迫力があって、それだけでなく、すごく美しい音

色でした。次は、Ｎ響や、久石譲さんなど呼んでほしいです。もちろん、自衛隊の方も是非また演

奏しにきてほしいです。 

・ありがとうございました。 

・駐車場が広く安心。新しいホールで気持ちよく聴くことができました。 

・すばらしい演奏に感動いたしました。選曲の中に聴きたい曲があり嬉しかったです。今日は幸せ

な気持ちで眠れそうです。 

・私もトランペットやっています。ほんとに音楽の世界が違って聞こえました。みなさんかっこよかっ

たです。アラジンふきました。アリ王子のファンファーレさいこうです！！！！ 

・すごく良かった。大迫力な演奏で感動しました。 

・とても良かったです。感動しました。Solo すごかったです。すごく心のこもった、思いの入った演奏

をきくことができて本当によかったです。吹奏楽っていいな！と思いました。練習もっと頑張ろうと思

いました。 

・時間のたつのも忘れて楽器の音色を楽しませて頂きました 

・しこちゅ～ホールは新しくて気持ちよかったです。又色々もよおしものをお願いします。ありがとう

ございました。 

・演奏に迫力があって良かったです 。 

・とても響いていて 吹いていたらとても楽しいと思った。次の演奏会に期待したいです。また楽し

みにしています。 

・本年度の課題曲をきけてうれしかったです。ソプラノ独唱の歌声がすごくきれいでとても良かった

です。私も鶫さんのような歌声を出してみたいです。(笑) とても勉強になりました。ありがとうござい

ました。 

・吹奏楽だけだと思っていたけど、ソプラノ歌手の独唱もあって、すごく感動しました。 

・感動しました！鳥肌が立ちました！ホルン格好良かったです。アラジン楽しかったです。 

・とてもよかったです。 

・みんなかっこよくて、笑顔ですてきだなと思いました。表現するのが上手ですごいなと思いました。

私もそんな演奏ができるように、がんばります。 

・「エル・キャピタン」は自衛隊のかっこよさが出ていて聴くのが楽しかったです。自衛隊に対する興

味も湧きました。しこちゅ～ホールに来るのは初めてですが、とてもきれいで利用する機会が増え

たらいいなと思いました。ありがとうございました。 

・中部コンサート、感動しました。又来て下さいませ。お体、気をつけて。ありがとうございました。

（80才）指揮者の柴田様すごかった（笑顔がいいです） 

・トイレに手拭きペーパーほしい（紙の町なのに）  今回の自衛隊コンサート 大変良かったです。

来年もよろしくお願いします。 

・すばらしい。これからも楽しみにしています。 

・すばらしい演奏でした。音楽隊は心を守ってくれていると思いました。またぜひきてほしいです。 



・真衣さんかわいい！！きれいな歌声しみました…！風笛、大好きな曲です！いつか私もオーボ

エで吹きたいです。貴重な経験でした！また四国中央市に来てください！！ 

・真衣さんかわいかったです！一番前のクラリネットの人も笑顔でかわいかったです😊 

指揮棒拾えて嬉しかった！演奏も選曲もとても素敵で、ぜひまた聴きたいと思いました。とっても楽

しかったです！ 

・鶫真衣さんとても美人で歌声素敵でした！クラリネットの方はずっと笑顔で吹いており、自然と笑

顔になることができました。感動しました！とっても楽しい演奏会、素晴らしい演奏ありがとうござい

ました。 

・初めて自衛隊の方々の演奏を聴かせていただきました。聴いたことのある曲や、自分も吹いたこと

がある曲なども多く、とても楽しみながら聴くことができました。迫力のある演奏、美しい歌声、本当

に感動しました。ありがとうございました。 

・休憩の間の話がおもしろかったです。盛り上げ上手でした。迫力のある演奏で、終始 圧倒されま

した。アラジンメドレーは一度吹いたことのある曲だったのでさらに楽しむことができました。ありがと

うございました。 

・すばらし音楽ありがとうございました。ますますのご発展を祈っております。 

・ホールに時計が欲しいです。 

・とてもよかったです。 

・楽しみにしていました。高 3 の長男が受験生なので、小学生の下の二人は特にどこにも連れて行

ってもらえない夏休みでした。今日は二人にとって貴重な体験になったと思います。抽選ハガキを

当ててくださった方 ありがとうございました。 

・ぼくもようち園で大だいこをやったことがあります。でも今日の大だいこはかく別でした。パプリカの

ダンス歌がすごかった。 

・打楽器の迫力がすごくて、フルートなどの楽器はとてもきれいでした。私もピアノをしているのです

いそう楽部に入りたいです。おもしろい所もあって、歌やダンスもすごかったです。 

・音楽隊のすばらしいサウンドにまけず、歌姫のソプラノによいしれました。 

・とても聞きごたえのある演奏だった。ソプラノもすばらしかった。曲の順番も良かった。女性トイレの

手洗所が別になっているのが不便です。狭いし数も少ないですね。 

・とても素晴らしかったです。生の演奏はとても迫力があり、引き込まれました。鶫真衣さんの歌は

心に響きました。以前 Youチューブで「time to say good bye」を聞いてからファンになりました。今

回は、この歌が聞けなかったのは残念でしたが、他のすばらしい演奏、歌が聞くことができ感謝で

いっぱいです。自衛官の皆様ありがとうございました。 

・新しいしこちゅ～ホールにて自衛隊中部方面音楽隊さんの大変力強くハイレベルな色々な音楽

を拝聴させて頂き、感動いたしました。生演奏は本当に素晴らしいですね。 

しこちゅ～ホール…大変立派な施設を作って頂き市民としてありがたく思っております。ただ、通路

の階段の下の段の巾が狭くあぶないですね。家内が足を取られてこけてしまいました。 

 



・本来の楽器の音が生で聞け、大変素晴らしい演奏会でした。演奏の構成も楽しかったです。今後

も、色んな催しを楽しみにしております。近くでは体験できないさまざまな文化に触れられる様なホ

ールにしてほしい。 

・トイレに手をかわかす物かペーパータオル等がほしい。 

・初めて聞きました。とても迫力があり素晴らしかった。また聞いてみたいです。たいことシンバル同

時演奏が素晴らしく初めてでした。 

・すばらしいコンサートでした。 

・初めての経験をしました。改めて音楽のすばらしさを感じました。ありがとうございました。 

・抽選に当たって幸せです。すごくて迫力のある演奏、そしてまた優しい音色 はぎれのよい終わり

方 さすがの音楽隊です。つぐみ真衣さんの歌は心が洗われるような何とも言えない すばらしいも

のです。きけて良かった。楽しいのが後半全部楽器紹介からでした。 

風笛大好きでした。才能豊かなメンバーがいっぱいですね。最後は川の流れのようにが期待通り

でした。 

・座席が少し狭いかな？と思いました。でも良かったです。 

・体中に力がわきました。万葉は日本の夜明けや発展 広がる日本を感じました。良かったです。と

ても感動し 楽しめました。ありがとうございました。自衛隊の方々を身近に感じました。 

・楽しかったです。すばらしい施設でした。 

・すばらしい演奏でした。 

・大変力強く感動しました。 

・迫力があり鳥肌物でした。聞き覚えのある曲も多くて大変良かったです。 

・待ちに待っていたホールでの演奏会に来れ大変嬉しく思います。とっても天井が高く素敵なホー

ルです。これから様々なイベントが楽しみです^_^ 体中にしみる演奏でした。 

・素晴らしいコンサートを聞かせていただいて 感動しました。 

・大変すばらしかったです。又 四国中央市に来ていただきたいと思います。 

・天使のような歌声に感動しました。バックに負けない声量にびっくりです。すばらしかったです。 

・ソロパートがどれも上手で、きいていて幸せだった。木琴の連だんは初めて見たけど、みごたえが

あった。 

・活気のあるしこちゅーになるためには、若い人達が集まれる場になればいいと思います。芸能人

のトークショーやコンサートがあればしこちゅーも盛り上がりますね。今日は素敵な演奏とパフォー

マンス 老若男女楽しめました。ありがとうございました。最後に アンコールのつぐみ 3 曹の歌声、

歌詞に感動しました。今の私の背中を押してもらえました。 

・とても迫力があってすごかった。子供の知っている歌もあってよかったです。2 部がとくに良かった。 

・心の底まで響き渡る演奏の数々。この感動をこれからもずっと忘れないことでしょう。このコンサー

トをお招きしていただいた方々に感謝です。 

 

 



・今日のコンサートのことを知り、絶対聞きに来たいと思っていて、完成した立派なホールで歌声、

演奏に心震え、お腹の底に響き、大変すばらしかったです。全員のピタッと感もすごかっーたです。

又演奏聞きたいです。ありがとうございました。 

・コンサート等を色々招致してほしい。 

・今回で 2 回目。いつも最高。心のいやしがで出来ました。孫も吹奏楽で頑張っています。今日も

来ています。夢はこの場所（ホール）で。 ありがとうございました。 

・もう少し座席が欲しいです。時計がない。 テレビよりやっぱり生演奏が良い。 

・とても楽しかったです！私達のために席の用意もして下さり、本当にありがとうございました！皆さ

ん大変喜ばれていました！普段寝たきりの方も、今日は一緒に笑顔で歌って下さっていました。 

・大ホールの中央階段の段差が危険。自衛隊の音楽隊だけあって、キビキビした演奏がすばらし

かった。大ホールがすばらしい。今後も来たい。 

・とても素晴らしかったです。 

・大変すばらしかったです。 

・ブラボー！感動しました。 

・自衛隊の演奏は行進曲が一番良いと感じたので、様々な行進曲を聞かせてほしい。 

例）君が代行進曲・軍艦行進曲・愛国行進曲・祝典行進曲・太平洋行進曲・敷島艦行進曲・旧友・

パンツァーソート・ルフトバッフェマーチ等、その他、陸自なら、歩兵の本領・日本陸軍雪の進軍、

海自なら軍艦行進曲・月月火水木金金・ラバウル海軍航空隊・若鷹の歌など、自衛隊ならではの

軍歌を是非演奏して欲しい。 

・迫力があり、すごく感動しました。本当にありがとうございました。 

・すばらしい演奏で感動しました。 

・コンパクトで良い。舞台が近くに感じられて良い。 

・これから町の文化度をどんどん上げてほしい。 

・とてもとても楽しかったです。迫力いっぱいでした。 

・待ちに待っていたコンサート とても感動しました。又開いて欲しいです。 

・音楽がとてもきれいで感動しました。1 部は迫力のあるサウンド、2 部はオーボエ独奏がすごく心

に残りました。自衛隊の音楽科にすごく興味を持つことができました。また機会があれば聴きたいで

す。すてきなひとときをありがとうございました。 

・奏でる音楽の中に心のこもった演者 1 人 1 人の音がとても伝わって来ました。アンサンブルがす

ごかった。感動した。 

・音圧があり、私たちが作っている音楽とはまるでレベルが違う、すばらしい演奏でした。 

鶫真衣さんの歌声はとてもキレイで、すごく聞いていて気持が良かったです。ステキな演奏ありがと

うございました。 

・立ち姿の美しいこと。奏でる音色のすばらしこと。もう感動です。あたたかく・力強く・でも優しく！

ずーっと観ていたい。聴いていたい思いでした。真衣さんの清楚で美しい声 素敵です。お茶は持

って入りたいです。 



・とてもすばらしかったです。鶫さんの歌声 感動しました。すてきでした。お腹がすいていたけど、

胸いっぱい、お腹いっぱいになりました😊また来てくださいね！♡ 

・まずは、きれいでした。課題曲Ⅰでうれしかったです。大好きです。入り口で話した隊の人、すごく

いい雰囲気で好きです。 隊長がカッコ良かったです。 

・私は課題曲Ⅰが大好きだったのでめっちゃうれしかったです。私は吹奏楽がしたいと思って、三

島高校に入りました！本当に音のサウンドがきれいで幸せでした❤本当に幸せな時間でした。本

気でしている感じが伝わってきたので 私も本気で毎日吹奏楽をしたいと思いました！今日は本当

にありがとうございました❣ 

・自衛隊の演奏が聞くことができ良かった。今回は抽選だったが、思ったより空席が多かったのが

残念。本当に聞きたい人が聞けなかったのでは？子供が多かったがマナーを教えることも必要。

大人も含め、マナーは良くない。曲中の私語、ケータイ等、飲食よりもそちらのマナーを徹底しない

と、千人収容のホールを作った意味もないし純粋に楽しめない。 

・ロビーで飲み物を飲めるようにしてほしい。すばらしい演奏でした。 

・迫力がすごかったです！どの曲も、マーチみたいにバシバシした音楽から、しなやかな音楽まで

楽しむことができました。ソプラノ独唱の歌声もとてもすんでいて、きれいでした。どの曲もよかった

のですが、一番僕がすごかったなぁと思ったのは、行進曲エル・キャピタンです。興奮できたし、感

動もできました。ありがとうございました。 

・2Ｆで聞いていましたがマイクの声がひびきすぎてはっきりしなかった。それ以外は全てよかった。

元気をもらえました。 

・とても幸せな時を過ごせました。すばらしかったです。ぜひ、又ここに帰ってきて下さい。 

・楽しい演奏でした。楽しい時間をありがとうございました。 

・どの楽器も音がきれいで圧倒された。音の重なりがとても心地よかった。来てよかった。また来た

いと思う。シロフォンの演奏とてもおもしろかった。しこちゅ～ホールのおりがみを思わせる壁と天井

がきれいでいいと思う。 

・すばらしいコンサートでした。美しい演奏 感動しました。 

・とてもすばらしい演奏が、この市で聞くことができうれしく思います。また聞くことができることを願っ

ています。 

・新しいホールで気持ち良い。イスの前後がせまい。音響がもうひとつ。 

・今回、ボランティアとして参加させていただきました。さすが自衛隊！きびきびとした動作、メリハリ

のある演奏に感心しました。つぐみさんは自衛隊とは思えない、かわいい顔なのに あんなにすご

い歌唱力でびっくりしました。壮大な自然、情景が思い浮かぶような心地よい演奏でした。また次回

を期待しています。楽器紹介はよくわかってよかったです。シロフォンとても楽しかったです。ナイス

コンビネーション‼ 

・柴田隊長さん 皆様 大変楽しい時間をありがとうございました。真衣さん美声ただ々感動しまし

た。 

・座席の前が少し広ければ・中央に通り道があれば・時計もあれば・ 



・大ホールおりがみに時計（デジタル）をつけて下さい。木のかおりがして 自衛隊音楽隊の演奏す

ばらしかったです。ソプラノ歌手のつぐみまいさん、びっくりしました。すばらしい歌声、みんなにと

どけて下さい。スタンドアローンすばらしかったです。 

・ホールに時計があったらいいと思います。 

・思っていた以上にホールおりがみ（ステージ）が狭かった。どの楽器の演奏もすばらしかったです

が、特に各自で演奏された音色には、圧倒されました。またパーカッションの方の多彩な演奏に楽

しめてよかったです。とても有意義な時間を過ごせました。 

・大きいしこちゅ～ホールに来れてうれしかったです。えんそうがそろって、とてもきれいで、とっても

かっこよかったです。 

・おりがみ(大ホール)に歌声、がっきの音がひびいてきれいでした。1 曲に強いところと、なめらかな

ところがあってきれいでした。どれもはくりょくがあって、ぴしっとしていました。ずっと聞いてもあきま

せんでした。 

・初めてのしこちゅ～ホールでこの公演をきくことができてとてもうれしかったです。これからのイベ

ントに期待しています。 

・オーボエ荻野さん。ステキでした♡ ドラムはかっこいいですネ 

・ぜひもう一度お願いします。 

・どの楽曲も素晴らしかったです。音楽隊の皆様の演奏技術の高さにさすが！と拍手を送ります。 

・狭めのホールでしたが、臨場感があって良かったです。鶫さんのソプラノすばらしい！オーボエの

高音すばらしいです。シロフォンふざけてても演奏すばらしい。 

・音楽を通して心から通じ合える 言葉にない感動を感じました。人のあり方や、やさしさを思いうか

べながら、これからの出会いを大切にしたいと思います。人の優しさや人にたいして心の良き思い

を人にいかして、これからもがんばって下さい。皆さんへ 体を大切に。 

・とてもすばらしい演奏でした。かんどうしました。歌声もとてもきれいで、もっと聞いていたいなと思

いました。今回演奏をきけてよかったです。 

・とても感動した。私も中に入って吹いてみたいと思いました。このような公演がまたあればまた来た

いです。 

・ホールの内装もすごくよく、演奏も感動しました。ソプラノの女性がすごく美しかったです。 

・自衛隊の演奏を生で聞くのは はじめてで、圧巻されました。また機会があれば  

自衛隊の演奏を聴きたいと思います。 

・一つ一つの楽器の音がすごくよく聞こえてきて、すごくはくりょくがありました。 

・初めて生で拝見させていただきました。凄く感動しました。すてきな音と歌をありがとうございました。 

・ソプラノの人がうまくて、かわいかったです´з`♡♡ クラリネット 9 重奏の左から 2 番目の人の

音が、とてもきれいでした。前の方の席できけてよかったです。しこちゅ～ホールがとてもきれいで

おどろきました。トイレに感動しました。隊長かわいかったです(笑) 

 

 



・私は今年の課題曲の中で「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲が一番好きだったので、うまい

演奏で聴けてよかったです。ソプラノの人がとてもうまくて、かわいかったです。特等席できけてよか

ったです。ありがとうございました！ 

・政治・経済評論家等の公演をお願いします。 

・たいへん感動致しました。いやされました。げんきいただきました。有難うございました。 

・泣きました。 

・公演、大満足です。 

・最高によかったです ありがとうございました。 

・すばらしいホール、すてきな音楽、大満足です。たくさんのボランティアスタッフの方の対応もよか

ったです。ただ 車いすのお年寄りが 2 階席で車いすからおりて階段をおり 椅子に座っている様

子を見て、とてもしんどそうで…車いすのままではいけないのかな、なんとかならないのかなと思い

ました。 

・迫力があってすごくよかったと思います。私も吹奏楽をしています。これからいろんな大会がある

ので、今日演奏をきいて、もっと頑張ろうと思いました。 

・迫力のある演奏でした。とても感動しました！ブラボー！！！ 

・圧倒的な迫力、臨場感、力強い演奏に感動しました。本格的なホールならではと思います。 

・中部方面音楽隊の完成された公演ありがとうございました。熱演 心に響き残りました。その中で

指揮者の右足、クラリネットトリオの全身のパフォーマンス、それから「あんたがたどこさ」の熱演中、

涙が止まらない感動がありました。こんな事、はじめてでした。これからも日本の元気に頑張って下

さい。 

・初めてのコンサートでした。大変感動しました。楽しい時間をありがとうございました。又、機会があ

ればききたいです。お疲れ様でした。 

・今後、このホールを大いに使って市民を楽しませて下さい。 

・ソプラノの歌がすごく良かったです。水分が欲しくなりました（水筒のお茶を持って来ていたので

すが…）オーボエ独奏よかった。シロフォンすばらしい。 

・演奏 素晴らしかったです。中々今迄聞ける機会がなかったけど 今回抽選に当たって運が良か

った。つぐみ真衣さんの歌声にとり肌がたったです。今日 有難うございました。会場に響き渡る演

奏、元気が出ました。 

・すばらしいホールです。公演をきかせていただいて感げき致しました。有難うございました。 

・すごく良かったです ありがとうございました。うっとり、聞きほれていました。 

明日も頑張れるよ。 

・すばらしい演奏でした。心にしみました。 

・シンバルをバチで直接叩くのがかっこよかったです。迫力がすごくて ずっと楽しめました。ソプラ

ノ歌手の生歌は初めてでしたが、ホールに響いてとてもきれいでした。とても楽しかったです。あり

がとうございました。今度は二階席でききたいです。 

・アラジン最高でした。ボーカロイド（何でもいいから）やってほしいです。 



・きょうアラジンのきょくをきいて おもったよりもはくりょくがあったので きょうはたのしいいちにちに

なった。とおもいました。 

・迫力がすごかった。うた声も心があらわれたし 構成もとてもすばらしく楽しい時間を過ごせました。

又 聞きたいです。 

・素晴らしい音楽会でした。感動！！感動  新居浜にもぜひ来てほしいです。 

・幕がないのが残念ですが、すばらしいホールです。演奏は大変良かったです。 

・1 部では 感動 2 部では楽しい演奏で 笑顔になれる楽しいコンサートでした。ありがとうございま

した。 

・マック＆マックが楽しかったです。全体的に上級でした。 

・本当にすばらしかった。子供に生の演奏を聴かせることができてよかった。 

・第一部 はくりょくあってよかったです。自分がしているすいそうがくよりすごかったです。第二部 

しっているきょくがいっぱいあったのでおもしろかったです。またしこちゅ～ホールにききに行きたい

です。 
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