
公  演  名： こけら落とし公演第Ⅲ部（高校3校吹奏楽・一般吹奏）

公演日時： 令和元年９月１日（日）　開演１４：００

入場者数： １０００人（大ホール）

回  収  数 : ４１０枚 （回収率４１％）

１．性　別 性別 人数

男性 114

女性 296

２．年　齢 年齢 人数

１０代 52

２０代 19

３０代 25

４０代 69

５０代 64

６０代 52

７０代以上 115

３．住まい 住まい 人数

市内 371

新居浜市 14

西条市 1

観音寺市 2

三豊市 1

三好市 0

愛媛県内 4

県外 6

28%

72%

性別

男性

女性

13% 5%

6%

18%

16%

13%

29%

年齢

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代以上

93%

4% 0%
0% 0%0%1%

2%

住まい

市内

新居浜市

西条市

観音寺市

三豊市

三好市

愛媛県内

県外



４．感想 感想 人数

非常に良い 254

良い 87

ふつう 5

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 21

チラシ・ポスター 96

催物案内 36

広報四国中央 109

テレビ 2

雑誌 0

友の会案内 44

知人・家族 185

その他 5

６．鑑賞 公演 人数

　したい公演 オーケストラ 204

室内楽 89

オペラ 46

バレエ 55

演劇 89

ミュージカル 166

伝統芸能 44

その他 25

７．友の会 友の会 人数

　　　会員 会員 102

一般 270
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しこちゅ～ホールホールこけら落とし公演第 3部 

（高校 3校吹奏楽部＆一般吹奏楽団・特別ゲストによる合同演奏会） 

 

 

・年代の違う演奏が聞けてよかった。 

・すばらしい演奏でした。四国中央市民として嬉しい限りです。 

・駐車場の入口で警備員から満車と言われ 歩いて入るといくつも空きがあったので、何とか考え

て欲しい。 

・三高の先生サイコー♡ 

・きれいで立派なホール 思ったより少しせまかった。 

・音響はすごくよかった。出入口にも屋根があるといいと思った。 

・楽しかったです！ 

・きれいですばらしいホールでした。音響も良くとてもいいです。 

・高校生他演奏がすばらしかった。 

・せかい一かんどうしました。トランペットとかとくにわたしはすきです。パプリカのうたが気に入りまし

た。すいそうがくぶにわたしもなりたいです。パプリカでみんなでおどるのがいいなと思いました。 

・中学校の吹奏楽部も頑張っているので、今日の 3 校 それぞれ特色のある高校の演奏を聞くと 

高校へ行く楽しみが出来ると思った。三島高校の金賞を取ったという演奏は本当にすばらしかった。

感動しました。 

・三島高校すごくよかったです！ 

・高校生とは思えないくらいすばらしい演奏でした。感動しました。 

・外観もキレイで好感が持てた。また来たい。 

・高・中学の演奏会がこのような音響効果の良いホールで行われたのは、生徒の励みになるし、ス

キル up・意義・取組みの向上に役立つと思う。文化薫まちになってほしい。 

・高校生 3 校は、それぞれに味があり良かった。音楽はとても好きなので数多くのアーティストを呼

んでもらいコンサートをして欲しい。 

・中学校や高校のアンサンブルコンテストの予選もここでしてほしい。最後よかったです。 

・楽しかったです。 

・すばらしいホールなので、今後もたくさんのアーティストの方々のステージが楽しみです。これを

機会に市民の吹奏楽団が一つにまとまって演奏してほしいです。 

・ありがとうございました。本当に楽しい時間をすごさせていただきました。 

・3校合同の演奏、楽しませて頂きました。子供達の演奏を、また聴かせてほしいです。 

・たいへん楽しめて良かった。 

・迫力のある演奏や、プロの方々を近くで感じられてよかったです。せっかくのホールなので、どん

どん活用してほしいです。 

・すばらしい演奏でした。ありがとうございました。 



・とてもきれいな音色で、圧巻でした。瀬戸内ブラスクインテットと KIDSブラスの方の演奏もすごく良

かったです。先週のこけら落とし公演に続き、きれいな音色を聴かせて頂き、子供たちもいい夏休

みのしめくくりになりました。 

・駐車場が少ない。 

・ホール内に時計がほしいです。 

・音響がよくて、ここちよく楽しむことができました。又、来たいと思いました。 

・本市の将来が楽しみです。ありがとうございました。育っていく吹奏楽、感動しました。 

・1．こけら落としにふさわしいよい演奏会であった。 

 2. 次回も楽しみにしている。 

・高校生達頑張っているので、感動しました。良かったです。 

・皆さんの迫力ある演奏に感動しました。 ＊伝統芸能とかも是非やってほしいです。 

・母校が演奏しているのを始めてみたけどとてもよかった。これからもいろんなところで活躍してほし

いです！ 

・とてもすばらしい生の演奏演奏を聴き感動感動、身近にて嬉しい限りです。やっぱり音楽は元気

の源・癒しになりました。 

・大ホールの中に時計がほしい。演奏中の子供の泣き声が気になる。カメラのシャッター音は消し

てほしい。ずっとピッピッ…と音がうるさい。 

演奏はすばらしかったです。来て良かったです。 

・ロビー（玄関すぐ右）の女子トイレの位置が分からなかった。長時間座っていると椅子の座り心地

が悪い。合同演奏（第一幕・第二幕）ともすばらしかった。やはり人数が多いと迫力がすごかった。

又、こういう機会をもうけてほしい。 

・ホールに時計がほしい。ホール代高すぎますー さむかったー クーラーききすぎ ひびきがとて

もわるい。 

・時計がほしい（ホール）。ライト丸出しはださい！木管が響きにくい（オシャレにこだわりすぎ、もっ

と音楽のことを考えてください！）音楽関係の人をもっとホールをつくるときに入れたほうがよかった。

楽屋が小ホール使うとき遠い。曲の途中で出入りしないでほしい。 

・時計がほしい（ホール）。 ホールのひびきが悪い。クラリネットの位置が聞こえづらい（前の右端） 

・アンサンブルとてもすばらしかったです！ 

・ホールの響きが悪い。金管楽器が遅れてきこえる。ホールがせまい。木管楽器が聞こえない。 

・とても上手でした。金管アンサンブルが聞けてよかったです！ 

・ホール内に時計及び温度計があったら良いと思う。 

・どの吹奏楽団も練習をたくさんして演奏して下さり、心が豊かになりました。（その中でも三高は素

晴らしかったです）来年も楽しみにしています。最後も良かった！ 

・こじんまりしたきれいなホールです。春秋 年 2回ほどは、クラシック名曲に出会いたいものです。 

・演奏は大変すばらしかった。緞帳が無いのが残念です。 

・ホールの女性職員さんの対応がすばらしい。ありがとうございました。ホールに時計があればよい。 



・無料公演だから良いが、演奏中に通路の出入りが多く、集中出来ない。 

・演奏と演奏の間の時に通路の出入りが多くて、近くに座っている人は演奏とかに集中出来ないと

思います。 

・どこからでも観やすく、音響もバツグン。初めてスケールの大きなステージを見ることが出来て、感

激しています。また続けてほしいです。 

・大変すばらしかったです。 

・最後の演奏に、心うたれました。涙が出そうでした。 

・大ホールに時計があってもいいと思います。ウルトラマンシリーズはなつかしくて良かったです。こ

のような演奏会を又開いて下さい。故郷を演奏するのも良いと思います。 

・本当にすばらしい演奏です。高校生の皆さんが 日頃どれだけ練習しているのかわかります。ず

っと音楽と関わってくれたらいいなと思いました。ウルトラマンメドレー良かったです。杉山こういち

作品、ジプリ作品があればうれしいです。とても楽しい時間でした。ありがとうございました。 

・吹奏楽 大変良かったです。 

・空調のききが悪い。椅子の座り心地がよくない。駐車場指示、案内が不足している。 

・良好で心にうるおいをいただきました。 

・音響も良いのか迫力がありました。きれいなホールで気持ちよく聞かせてもらえました。駐車場が

満車で止めれませんでした。 

・ういういしい学生達＋一般の方々の演奏すばらしかったです。 

・どの高校もそれぞれの特ちょうがあってすばらしかった。川高は全身で音楽を楽しめた。三高はさ

すが金賞をとるな！と感じた。三高の合同も大変良かった。感激した。プロの演奏もなかなか聞け

ないので大変良かったです。 

・トイレにハンドドライヤー、便座クリーナーを設置して下さい。 

・明るくて良かったです。トイレの乾燥するのが無いのが残念！進行係、及び司会者があったらと

思いました。 

・三高共すばらしかった。日頃の練習が如何に大変だったかうかがえます。市民として誇らしく思い

ます。指導者の方も大変だったと思います。感動しました。楽しい時間をありがとうございます。良

かったです。 

・和太鼓の演奏とかマーチ関係も良いと思う。 

・合同演奏がとても良かった。めったに見られないものが見えてうれしかった。三島高校金賞おめ

でとう。 

・（照明係）ソロ演奏時、吹奏者への照明のクローズアップ（すぽっと）が…舞台を少し暗くしてスポ

ットをすれば good。会場 1階下段の戸（非常口）での案内者、東側 2名、西側 0名…理由は？ 

・家が近いので何度でも来ると思います。3 校とも大変すばらしい演奏でよかったです。感動しまし

た。 

・バラエティーに富んだ曲目、5 人～50 人とスケールの違ったメンバーの演奏。全員参加と工夫さ

れてとっても感動しました。 



・高校生のすばらしい演奏に感動しました。特に三島高校の指揮者と、生徒たちの見事な力強い

演奏が心に残りました。来年も又来たいと思います。仙波さんのトランペットとのコラボもすばらしか

った。 

・雨も降る日曜日の午後 生演奏聞き大満足です。豊かな一時を過ごせました。ありがとうございま

した。 

・知り合いはいないけど、ブラスが好きなのできました。予想以上に感動しました。高校生のパフォ

ーマンスもすばらしかったです。 

・音響も良く 心地よい音楽が楽しめました。とてもいい時間でした。 

・3校合同またやってほしいです。 

・大変良かった。ホール全体見やすくてよい。 

・新しいのはいいですが、和式トイレも欲しい。 

・すばらしい公演でした。とても楽しめました。たくさんの元気をもらいました。ありがとうございました。 

・瀬戸内ブラスクインテット聞けてうれしかったです。全部の第一幕、第二幕 ほんとに良かったで

す。高校 3校よかった。初めて聞きました。 

・高校 3校の演奏が聞けてよかった。それぞれに特色があり楽しかった。合同演奏もよかった。 

・非常にきれいなホール たのしかった。 

・中高生の勉強のためにも、①②のような「本物」の音楽を聴ける機会が増えていくと嬉しいです。 

・第九やメサイア客演等よんで、市民でできる催事があればいい。年末等 毎年行うようにして、し

こちゅ～ホールは「毎年これ」を市民と外部が協力しやっている ものを作ってほしい。市民のオケ

や合唱団が無理なら、ガラコンサートやクリスマス定番のくるみ割り人形（バレエ）なども。 

・ホールは広く、とてもいいです。 

・また公演会などがあったら見に来たいと思いました。 

・ホールは大変大きくて、すばらしいです。 

・しこちゅ～ホールとてもきれいでした♪ 

・きれいなホールで、迫力ある演奏に感動しました。また、こういった機会があればぜひ参加したい

と思います。 

・2Ｆの音が良かったです。Mr.children、公演楽しみにしています。（この頃の活動みてると、ホール

LIVE もやってるので脈あるかもしれません！ぜひ！） 

・様々な芸能 芸術文化の発展をすることを望みます。 

・施設がキレイで、見やすかったです。これから行われるイベントなど楽しみにしています。 

・高校生の練習、ご苦労様です。良かったです。皆の笑顔 特に良かったです。体に気をつけて続

けて下さいませ。 

・立派なホールでの演奏はとてもよかったです。又、機会があれば参加させて頂きたく思っていま

す。 

・客席より音響感良好。明るさも良し。市内、駅からは遠い（シャトルバス） 

・各学校の特徴が生かされていて良かったです。 



・子供が吹奏楽部だったので なつかしく参加させていただきました。心に響く強い感動をおぼえ

ました。素晴らしかったです。 

・大勢の高校生の演奏を生で拝見して感動しました。時間のたつのも忘れて楽しませて頂きました。

時々この様なもよおしをお願いします。 

・とてももりだくさんの演奏会で、ここにいて聴いて観ることができてよかったです。また、いろいろと

しこちゅ～ホールに来て 体験したいです。ありがとうございました。 

・どの高校の演奏もたのしい！（ホール内に時計を設置して下さい。ケータイ使ってはいけないとの

ことだったので、時間がわかる方がいい） 

・ホール内に時計を設置して下さい。 どこの高校の演奏も楽しい。最後の合同演奏もすごく楽しか

ったです。 

・どの高校も 1つ 1つの音がすばらしく、とてもよかった。三高は圧のようなすばらしい演奏だった。 

・ホール内に時計を設置してほしい。合同演奏かっこよかったです。 

・とてもよかった。これがなければ合同は見れなかった。 

・小学生、中学生のも見たけど、やっぱり高校生の方が、人数が少なくても多くてもそろっているし

一人一人が大きな音で上手でだった。 

・11号バイパス、道 信号を希望。 

・すばらしいホールで本当にうれしく思います。これからも楽しみにしています。Thank you! 

・2Ｆの席から見ていましたが、今までの市民会館などよりも傾斜がきつかったので、ちょっと慣れな

い感じでした。 

・すばらしい演奏、ありがとうございました。椅子の座り心地がとても良かったです。 

・プロの演奏が良かった。高校の演奏会も、次回はこのホールでしてほしい。自衛隊のコンサートに

外れたのでまたやってほしい。 

・とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。さすが、岡崎先生のパフォーマンス！盛り上がりまし

たね！ 

・市内の小・中学校や高校の合同演奏会が聞けてよかった。合同で演奏する機会がまたあれば良

いと思った。 

・どの高校もすごく練習されたのを感じます。すばらしかったです。土居高の 1 曲目がとても魅力的

に感じたました。とってもとっても良かったです。 

・11号線バイパス道路に出る信号機が必要。 

・川高生は少人数だが、オリジナリティがあってよかった。トランペットの仙波さんの音色もすばらし

い。 

・駐車場で、U ターンするスペースがない、一度入ると、帰るのに困る。入口付近が雨ざらし、入口

の位置が遠く感じる。トイレにエアータオルを設置して欲しかった。一列が長いため、真ん中の席に

座りにくい。 

・時計があると良いと思います。とても楽しいときを ありがとうございました。 

 



・多くの団体の演奏を一度に聴けてよかった。日曜日の公演を多くしてほしい。平日（土曜日も含

む）の公演は、仕事の後でも間に合うように夜間（できれば 19時以降）にしてほしい。 

・演奏中にお客様をホール内に入れるのはやめてほしです。人の出入りはものすごく気になります。

マナーの向上にもなりません。演奏中は出入りしないのがマナーです。よろしくお願いします。 

・幕がほしい。裏の見えははずかしいです。 

・ホールはきれいだったけど、やはり 1000人収容では小さすぎる。 

・ホールに時計がない。携帯を使用禁止にするのであればいるのでは？ 

・すばらしかったです。スタッフの皆さんも誘導して下さり助かりました。音がすこしわれていたのが

気になりました。 

・今回の公演を見て、元気をもらいました。第 3 回こけら落とし公演 最高に良かったです。又、再

会を期待します。 

・良かったです。気軽に楽しめることが最高です。 

・久しぶりの生の演奏を聞き楽しかったです。若い人の力を感じる良い時間を過ごせて楽しかった

です。 

・とても清潔感のあるいいホールでした。演奏も様々なジャンルが聴けて good！ 

・2Ｆの空調が弱く、少し暑かった。1Ｆはまあまあです。 

・照明キレイです。会場も広くて これからのイベントが楽しみ。いつか何かでステージに立ちたい

です。 

・すてきな演奏ありがとうございました。少し冷房がききすぎてたように思います。スタッフの皆様あり

がとうございました。 

・新しいホールで音響が良かった。 

 

・川之江高校 5 人＋先生 2 人の 7 人しかいないのにバトン部も加わり、にぎやかになり良かった。

三島高校は大人数で迫力があった。プロのクインテットはさすがにうまかった。 

・空調が寒すぎる（最初だけ） 高校生の懸命さに感動しました。一般も大変良かったと思います。

ステキでした。 

・高校生と仙波先生の演奏時、仙波先生のスペースがせまく、申し訳ない感じがとてもしました。三

島高校の演奏も良かったのですが、少しホールにひびきすぎているのではと思いました。 

・もっとききたいな～と思うイベントでした。ホールもきれいですね！席に空きがあるのに駐車場がい

っぱいでこまった。 

・高校生でもすばらしい演奏です。 

・どこの演奏もきれいでした。迫力まんてんでした。また機会があったら、来たいです。 

・四国中央市の高校生が頑張っていて、すばらしい演奏だった。演奏中の移動や小さい子の声が

とても残念。演奏を聴くマナーがよくなってくれるといいなぁと感じた。 

 

 



・高校の吹奏楽部が、ハイクオリティかつ一生懸命な様子、青春を楽しんでいる様子が伝わる演奏

ですごく素敵でした。きれいなホールが完成してとても嬉しいです。お客さんの飲食（ホール内）や

私語が目立ったので、マナー啓発をもう少ししっかりとしても良いと思います。 

・大ホールに時計がないので時間がわからない。2、3 階観覧席の傾斜が急でこわく感じる。みんな

とても上手だった。音もきれいに聞こえた。 

・若人のはちきれんばかりのえねるぎーに、パワーを一杯いただきありがとうございます。幕間の皆

さんの様子を見るのも、又、楽しかったです。毎年続けていただけたら、すごく嬉しいです。 

・床面からの跳ね返り音が気になった。残響時間調整が必要か？高音部分、クラッシックにオーケ

ストラの舞台としては狭くないか？ 

・さすが金賞、三島高校。すばらしかったです！土居高校も負けず劣らず、とても良かったです。

若い方の力強い演奏がとても魅力的でした！将来が楽しかったです。（自分も高校時代頑張った

記憶がよみがえり、懐かしい気持ちにひたりました。）第二幕も、それぞれの経験が生かされた演奏

で、楽しませていただきました。 

・携帯を offにすると時間がわからないので、壁面に時計を設置してほしいです。 

・有名な方や、今話題の人、アーティストさんなどたくさんの方にきてほしいです。映画も上映して

ほしいです。 

。せっかくきれいなホールが完成したので今からは、どんどんアーティストや劇などを行ってほしい。

活用して 市民の憩いの場にして下さい。 

・金管五重奏、大変良かったです。生徒たちも聞けたかしら… 

・大変良かった♡ 

・久し振りに生の演奏をきくことができてよかった。どんどん本格的な芸術に触れることができるよう

に企画していただきたいです。 

・演奏は上手だけどホールの二階の手すりの部分がじゃまで見にくい。 

・いろいろな知らない楽器を見れて、その音を聞けてとても良い機会でした。 

・高校生のパワーあふれる演奏、すばらしかったです。 

・楽しかったです。今後たくさん、四国中央市民が参加できる催しをお願い致します。 

・すばらしかったです。プロも参加して下さり一層よかったです。 

・すばらしい演奏に感心しました。ありがとうございました。 

・高校生の皆さんの日頃の練習の成果を見せていただき感心しました。良い時間を過ごすことがで

きました。 

・Ｎ響を呼んで下さい。 

・すばらしい。それにつきます。 

・自慢できるしこちゅ～ホールです。沢山の方々のお力に心より感謝です。心豊かに過ごせる日々、

人生ルンルン！ 

・気軽に来れる、子供が楽しめるような企画をしてほしいです。小ホールで講演会をする場合、座

席にミニ机があればメモをとりやすいなぁと思う。 
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