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【いこまま クリスマスコンサート 2021】

アンケート集計結果

[アンケート回収数 ２７７枚]

◆Q１ このコンサートをどのようにしてお知りになりましたか？

１ いこままメンバーより 83

２ 広報「いこまち」 78

３ チラシ・ポスター 84

４ インターネット（HP ・ Facebook ・ Twitter ・その他） 16

５ その他（生駒市のコンサート・いこすいフェスタ・親族から・掲示板・

家族・実家の親・友人に誘ってもらった・たけまるホール・知り合い）

23

◆Q２ 本日以前にもいこままブラスの演奏を聴いたことがありますか？

いいえ 74

はい 187

◆Q３ 今日のプログラムで良かった曲・印象に残った曲を 3 つ程 お選びください

(1) ジュビラント序曲 18

(2) 生命の奇跡 55

(3) 未来への旅、生駒 50th 94

(4) クリスマス・フェスティバル 41

(5) 楽器紹介のための「聖者の行進」 27

(6) 白雪姫セレクション 103

(7) Official 髭男 dism メドレー 74

(8) あわてんぼうのサンタクロース 88

(9) HAPPY XMAS（War Is Over） 74

(10) ジングル・ベル in Swing 89

－ フルートト三重奏 ※選択項目なし 1

－ ジャンボリミッキー ※選択項目なし 6

－ さんぽ ※選択項目なし 2
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◆Q４ 演奏・選曲・演出の感想をお聞かせください

・子供も楽しそうにしていたので良かったです。

・楽しかったです。

・白雪姫すごく良かったです。

・サンタ登場に、鈴、楽しかったです。

・クリスマスの写真もよかったです。

・退場のトトロの曲も嬉しかったです。

・全て良かった。

・作曲されたなんて素晴らしいです。

・素敵な演奏ありがとうございました。

・子供も楽しめる内容で良かったです。

・生駒 50周年の曲がかっこよかったです。

・子供はあわてんぼうのサンタクロースが楽しそうでした。

・未来への旅がとても良かったです。深呼吸したくなる清々しさでした！

・子供から大人まで楽しめる選曲で良かったです。

・子供たちもメロディを覚えやすい選曲をされてて、いいなぁと思いました。

・子供も楽しんでました。ありがとうございます。

・かわいかったです。よく考えておられて楽しかったです！

・楽しい仕掛けが多くて良かった。

・子供があきないように変化があって良かった。

・クリスマスソングの曲をもっと聞きたかった。

・とても楽しくてよかった。

・色んな工夫があって変化が楽しめた。

・クリスマスらしさを感じられて良かったです。

・楽器の紹介もとても良かったと思います。

・一緒に歌える曲もあり楽しませてもらいました。

・色んな楽器の演奏が良かったです。

・子供があの楽器をひいてみたいと、興味をもつきっかけになり、良かったです。

・クリスマス色が強く、季節を感じられて楽しい気持ちになり良かった。

・素晴らしかったです。

・子供も楽しめる内容だった。

・すごく良かった。幼稚園も来てほしい。

・すごく良かった。久しぶりの演奏が聞けて良かった。

・上手でした。感動しました。

・曲も演出も工夫されていて子供たちも楽しく時間をすごせました。

・本物の調べは必ず子供達に良い影響があります。私の子供も音楽や歌が大好きです。

・子供も楽しめる内容で良かったです。
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・良かったです。

・楽しかったです。

・とても本格的で大人も子供も楽しめた。

・子供も大人も楽しめる選曲だったと思います。

・子どもの知っている曲が沢山入っていて、子どもが楽しめる形を考えてくださっているのがうれしかった。

・とても良かったです。

・かわいくって楽しかったです。

・楽しかったです。

・良かった。

・子どもが初めて聞く音楽コンサートで、とても楽しんでいました。

・演奏だけでなく劇もあり非常に楽しかった！

・クリスマスらしくて良かった。

・オーボエの音色を意識したのは初めてでした。本当に素敵な音色ですね。白鳥の湖、ぜひ聴きたいです。

・はく力があってすごかったです。これからもがんばってください！おうえんしてます。

・ Xmas にふさわしい選曲やあきさせない演出だと思います。50周年 Song がカッコよくて感動！

・「未来への旅」これからも演奏を続けてください。楽しみにしてます。

・クリスマスフェス、クリスマス気分になかなかなれませんでしたが、やっとクリスマスがきました！！

・白雪姫セレクション、この前よりもグレードアップしてすごく良かった。みなさんの練習の成果！ですよね。

・子どもが楽しめる演出で良かった。いつも楽しませてもらっています。

・沢山練習したのですね。

・子供がたのしめてとてもよかった。

・ NHK顔負けのすばらしいクオリティでした。

・たのしかった。

・子どもも大人も楽しめてよかったです。

・めちゃ良かった。

・クリスマスにふさわしい曲で良かった。

・久々の生演奏とても感動しました。

・ミュージカル風もありバラエティに富んだ演出が良かった。全体的に子供が楽しめる曲が少なく感じた。

・ゆっくりしたり早くなって聞く耳をもてる。

・前半はしっとりした曲で大人が楽しめました。子どもがすずを使って参加できて楽しかったです。白雪姫や

サンタクロースの演出も楽しかったです。

・初めて来ましたが大変楽しく聴かせて頂きました。

・楽しかったです。ありがとうございました。

・クリスマスらしい明るい楽曲でたのしかった。

・うまく出来てた。

・オーボエ経験があるので聞けてうれしかったです。

・配布された鈴、色でもめないデザインでよかったです。耳なじみのない曲が多かったですが、ノリが良い

曲ばかりで子供も手を叩いて喜んでました。
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・白雪姫のスニーカーが気になって仕方なかった。

・頭3曲が大人向けの曲が続き、子どもはつまらなそうだったので大人から子どもまで知っている曲を1曲

でもはじめの方にあったらくいつきが違ったかなと思う。

・楽器紹介のコーナーは良かったです。

・鈴の参加型でとても楽しんでおりました。

・楽器紹介にも興味をもつ年齢になり、また大好きな白雪姫に子供が喜んでおり演出も楽しませて頂き鈴

もありがとうございました。

・娘の好きな曲をたくさん聴かせていただきよかったです。

・すべて素晴らしかったです。

・ジュビラント序曲、キレがあって聴いてて気持ちよかった。クリスマスフェスティバル、アレンジもよく演奏も

すばらしかったです。楽器種も増え音に厚みが感じられます。

・大変聞きやすい程お上手でした。

・子どもも一緒に参加できる内容で楽しめました。

・演奏、選曲すごく良かった。また演出もユニークでたのしかった。

・元気になる曲をありがとうございます。

・クリスマスに焦点を合わせた曲で楽しかった。

・白雪姫セレクション→劇がコンパクトに良くまとめられメルヘンでした！最後の「ジングルベルセレクショ

ン」は迫力があり感動と感激です！！

・もうちょっとにぎやかにしたかった。

・選曲、演出とも多世代で楽しめる曲でよかったです。演奏もすばらしかったです。

・１曲目、即元気な曲から始まり、少々疲れました。２曲目で落ち着き、３曲目で生駒在住４９年ですがイ

メージが変わりました。後半楽しみました。ジョンレノンの曲に涙が出ました。

・わかりやすくたのしかったです。

・大人も子どもも楽しめる選曲、楽しい演出で、どの演目もすばらしかったです。

・大人から子どもまで楽しめる工夫があちこちにちりばめられていて感動しました。子どもたちの鈴の演奏

もよかったです。バックのスクリーンの映像とマッチした演出もよかったです。Happy Xmas はじーんとき

ました。

・６歳、４歳の子どももあきることなくよくきいていました。工夫のこらした演出、すばらしかったです。

・２部は子供たちが楽しんでいてよかったです。

・ Happy Xmas の鈴で参加は良かった。

・子どもが楽しめる曲があってよかったです。

・子どもも楽しめてよかったです。

・③（未来への旅）のドラムがかっこよかった。小芝居もおもしろかった。

・子どもの集中力が切れるころに登場する人や明るさの調整がされていてうまいと思いました。生演奏を聞

けてよかったです。

・すごいはくりょくだった。

・楽器の名前や説明も聞けてよかったです。子供もあきないで色々工夫されていてよかったです。

・しらゆきひめがおもしろかったよ。
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・とても良かったです。子供も楽しめました。

・どれも素晴らしかったです。

・すごく良かったです。

・すごく楽しかった。

・音楽、映像、劇ありで楽しかった。

・とても楽しかったです。

・どれも良かったです。

・帰りの音楽まで全て素敵でした。これまでも今回もとても良い演出で楽しめました。

・ひくかったりたかかったりしてとてもよかった。

・帰りのトトロの演奏がすき。

・３才のヤンチャな息子がピタッと止まって見入るほど素晴らしい舞台でした。白雪姫、良かったです。

・すずのプレゼントがいいアイデアですね！！

・毎年クリスマスコンサートをお願いします。

・子どもづれなのでもっとクリスマス曲たくさんだとうれしかった。（途中グズッてきてしまった）すずで元気

になったケド。

・いこま 50th、かっこよかったです！

・全体的に、演出、おもしろかったです。

・すごく上手だった。

・静かに聴かせていただく音楽、明るく元気をいただける音楽等、幅広く聴かせてください。

・皆様、忙しい合間をぬって練習されていることと思いますが、大変素晴らしい演奏で感動致しました。シッ

クな曲からアップテンポな曲、子供達も知っている曲など色々な曲があって良かったです。また、楽器紹介

もあり、ミュージカルに仕上げてある曲目もあり、子供達が飽きずに見ることが出来る工夫もとても良かっ

たです。

・子供達が参加できる曲がたくさんあると良いと思います。白雪姫の足元が残念でした。

・演奏と演出どちらもあり、大人も子供もたのしませていただきました。

・いつも楽しく、また来たいとなります。

・クリスマスらしくてとっても素敵でした♪ クリスマスムードに包まれました。

・すごかった。はく力がすごかった。

・良かった。

・白雪姫セレクションは白雪姫たちが出てきて、娘は喜んでいました。どの演奏も楽しく聴かせてもらいまし

た。

・白雪姫、楽しかったです。クリスマスも楽しかったです。

・たのしいクリスマスコンサートでした。

・演奏、選曲、演出素晴らしかったです。白雪姫が特に好きな娘はとても楽しみ喜んでいました。退場時も

演奏してくださり、温かい気持ちで帰れました。ありがとうございました。

・楽しかった。

・沢山の楽器が１つとなり素晴らしい曲を奏でる迫力のある演奏がきけて良かったです。沢山の工夫をさ

れ楽しませて頂きました。「いこまま」の方々、これからも頑張ってください。
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・はく力まんてん。

・知っている曲があって良かった。クリスマスの曲もあったり、すずで楽しめた。子供が鈴、喜んでました。あ

りがとうございます。大人も子供も楽しめた。楽器紹介が珍しく良い。

・クリスマスの時期にちょうど良い選曲だったと思います。

・たいへん良かった。

・いこままという名前のとおりママで忙しい中にもかかわらず、練習して素晴らしいMusic をみなに届けて

くださりありがとうございます。親子でとても楽しみました。

・飽きさせないような工夫がたくさんあり、あっという間でした！どの曲も良かったです。

・どの演出も楽しかったです。

・スムーズで良かった。

・演奏は全体のひびきがすごかったし、のれる音色でよかったです。

・良かった。

・いろいろな楽器がせんりつをえんそうしていてたのしかったです。知っている曲がいっぱいあってよかった

です。

・市制 50周年を初めて耳にしましたが良かったです。クリスマスの曲は綺麗な曲が多くどれも良かったで

す。聖者の行進で楽器紹介も楽しく聴きました。白雪姫やあわてんぼうのサンタクロースの演出も好きで

す。子供と一緒に参加出来るのも楽しいです。

・子供は白雪姫やあわてんぼうのサンタクロースなどよく知っている曲が演奏されたのが良かったと言って

いました。すずで参加できるのも楽しんでいました。生駒 50th の曲は初めて聴きましたがとてもかっこ良

かったです。

・２部も子供のだれてくるタイミングに子どもの注意をひく楽しい演出でとても考えられてるなと思いました。

・どの曲も演出が最高でした。

・ Official 髭男 dism の宿命の最後の高揚感など素晴らしかったです。（ジングルベル swing も同じく）。

Happy Xmas のライトもすばらしかったです。気分がわくわくしました。

・とても楽しかったです。

・どの曲もとても良かったです。

・大人も子供も楽しめて,耳でも目でも楽しめる内容で、親子で楽しませてもらいました。

・クリスマスコンサートにふさわしく子どもから大人までが楽しめる内容だったと思います。１部は特に大人

向け、2部では子どもも楽しめる内容で良かった。ミュージカルもあって飽きさせない演出、子どもがすず

を振って参加できる演出がさすがでした。

・迫力があってすばらしかったです。クリスマスらしい華やかさもありました。

・とても楽しかったです。すごい！

・あわてんぼうのサンタクロース、幼稚園でも練習してたので、ダンス付きで楽しめました。

・良いと思います。

・「未来への旅、生駒50th」のパーカッションが印象に残った。「Official 髭男 dism メドレー」のメロディ

がよく聞こえた。ハーモニーも良かった。

・迫力でてきたよ。演出もおもしろい。

・大人も子どもも楽しめる選曲で良かったです！！
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・選曲が小学生向けが多いと思った。

・あわてんぼうのサンタクロースのダンスと、すずをならすのが楽しかったです。

・長いフレーズの曲、勉強になりました。大人も楽しめる選曲で嬉しかったです。やはり年々、バージョンアッ

プされている演奏だと思いました。またご一緒したいです。7月に見てから白雪姫を娘が事あるごとに思

い出して見たい見たいと楽しみにしておりました。1 曲目からいつ？いつ？と聞かれていました。

・楽しかったです♫
・オーボエの音がとてもきれいだった。

・序盤の曲がもう少し子どもが知ってる曲だと子どもも飽きずに聴けるかなあと思いました。すずの配布や

音出し OKで楽しめるのはとてもいいと思うので、今後も続けて欲しいです。

・久しぶりに聴きました。楽しかったです。子供は一番最後のトトロに反応していました。

・楽器紹介が興味深かった。

・生で色々な楽器の音を子どもに聴かすことが出来て良かった。2 部は子どものくいつきが良かったです。

楽しめました！

・曲に合わせた白雪姫が良かった。

・Happy Xmas の時のペンライトがキレイでした。ジングルベル in swing はとても楽しい気持ちになりまし

た！！

・躍動感あり、心にしみ楽曲ありでとても楽しかったです。

・いこままだけの未来への旅、良かったです。始まりのドラムが好きです。髭男、メロディーのりのりで良かっ

た。孫がずっと口ずさんでいました。

・大変すばらしかったです。ありがとうございました。

・とても楽しい時間でした。こどもたちも嬉しそうで本当に来て良かったです！

・大人的にはとても良かったです。子どもには少しなじみがない曲もあったかなと思います。白雪姫の劇は

おもしろかったです。

・楽器の紹介が良いのでもっと教えて欲しい。

・毎回楽しい演出に感動＆楽しみにしています。

・子どもがディズニーが好きなので、「白雪姫がとても楽しかった」と嬉しそうに言っていました。

・たのしかったです。うごきがすごかったです。きれいです。じょうずでした。みせてくれてありがとうございま

した。

・髭男、リズミカルで良かったです。

・とても素敵でした。

・楽しく良かったです。

・ 1 歳 4歳 6歳の子どもにとって初めてのコンサートでしたが、めいいっぱい楽しめました。演出も楽しく、

楽器紹介も興味津々でした。

・クリスマスらしさがすごく良かった。白雪姫、あわてんぼうのサンタクロースの演出がすごく楽しかった。

・子どもに生の演奏を聞かせる事が出来たことに感謝いたします。

・クリスマス曲が多く、ダンスも楽しませてもらいました。

・とってもよく知っている曲で飽きずに聞けました。

・クリスマス感を感じられる演目があり良かった。
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・すごかった、たのしかった！

・大人から子どもたちも楽しめて良かったです。

・大人も子どもも楽しめて良かったです。

・とてもきれいなきょくだと思います。

・白雪姫が子どもがメチャ楽しかったみたいで、ずっと言うてます。

・大人も子どもも楽しめてとても良かったです。色々な演出があり、2歳の子も楽しめました。

・オープニングのジュビラント序曲で「いこままブラス」さんの世界に引き込まれました。その昔、指導してい

た時の思い出もよみがえり感動！！素晴らしい演奏、構成と音楽のすばらしさを感じさせていただきました。

いこままメンバーの皆さんが楽しそうに演奏されてたのが伝わり、幸せ気分満開！楽器紹介が興味をかき

たててくれました。ありがとうございます。

◆Q５ 会場・整理券・時間帯など コンサート開催についてのご意見をご記入ください。

・今まで通りでいいです。

・今回通りでいいと思います。

・子供にはベストな時間かと思います。パパたちも多くいて頼もしい限りです。チケットも可愛くて素

晴らしい。

・本当にコロナがなければもっとワイワイできたと思う。

・良い。

・コロナ禍での開催ができて良かった。

・とてもスムーズでソフトな対応ですごく良かった。

・混雑することもなく良かったと思います。

・とてもうまく準備されていて良かったです。ご苦労様でした。

・良いと思う。

・空調が暑すぎでしんどかった。

・暑かった。

・良かった。駅から近いので行きやすかった。

・いこままブラスのファンが沢山いるので、みなさん聞きに来てもらえるようになるといいですね。

・整理券、座席指定で良かったです。

・トイレ休憩もありバタバタしてしまったので、子供の鈴は入館時に受け取れたら良かったと思いま

す。

・ちょうど良いです。

・良かったと思う。特にインターネットでの申し込み方法がベター。

・インターネット方式が良かった。

・全て良かった。

・何も問題無かったです。

・会場が暑かった。

・チケットはメールでとても助かった。午前中の方が子供も起きているのでより楽しめそう。



2021.12.12

9

・後半、鈴の音でうるさかった。

・ネット（メール）での予約はとてもよかった。

・時間帯がちょうど良い。

・メール等、お忙しい中大変だったと思いますが、ありがとうございました。

・また行ってほしい。

・とても良く、スムーズでした。

・できれば午前中に開催していただけるとありがたいです。（午前中はお昼寝の時間と被るため子

どもは後半眠たかったようです。）

・とてもよかったです。

・可能であれば AM ・ PM の２部制だとうれしいです。（もっと多くの人が楽しめる）１４：００開演は

子供が眠くなり PM だけなら先に子ども向けの曲をしてほしい。

・コロナの中、スタッフのみなさんもお疲れさまでした。これからもずーっとがんばって私たちにいっぱ

い名曲を聞かせてください。お願いします。

・子どもには時間が少し長いようでした。

・いいですよ。

・時間帯は来やすかった。

・とてもよく工夫されておりスムーズでした。

・とてもスムーズで良かったです。

・めちゃ良かった。

・別になし

・良い。

・席が決まっていると何かと余裕があってよい。

・ホール入口の飾り付けがあり、クリスマスを盛り上げてる感じが良かった。

・わからない。

・時間的にちょうど良かった。

・良かったです！

・キャンセル待ちでチケットをいただけたのでうれしかったです。

・子供のお昼寝の時間と被るので、午前中の方がありがたい。

・とてもステキでした。

・席決まってて良かった。

・大人向けと子供向けの部にわけてもよさそうと思いました。（大人向けの曲で子供が動くのが申

し訳なかったので）

・会場、時間帯とも、子連れで来やすいです。整理券方式も、会場に取りに行ったり、並んだりする

必要がなくてよかったです。

・今日のようなチケット整理券取得方法が良いです。

・あらかじめ席が決まっているので当日並ばなくてよい。

・整理券をもらうために早くから並んだりせずにメールで抽選に参加できるのが手軽でよかった。

・良いと思います。
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・子供と一緒なのでちょうど良い感じでした。

・とても良かったと思います。

・１５分の休けいもよかったです。

・整理券の申し込みが、平日ならば朝もう少し早い時間か夜にしていただけるとうれしいです。

・良いと思います。

・ちょうどいい時間帯です。

・とてもよかったです。

・子供向けでよかった。楽しめてよかった。

・もう少し、入場者を増やしても良いと思います！

・コロナ対策もしっかりされててよかったです。

・とてもよかったです。

・クリスマス前のこの時期で、ぴったりだと思います。

・今回メールにて整理券を入手できたので、気軽でありがたかったです。整理券交換もとてもスム

ーズで助かりました。

・子供のお昼寝があり、午前中の方がありがたい。メールになったのは良いと思う。

・無料でこんなに聴けてありがたいような申し訳ないような気がします。

・すごくよかった。

・グループソーシャルディスタンスがとれていて安心しました。

・席も決まっている為、並ばずに済むのでありがたかったです。

・ＯＫ

・子どもと行くのに午後だと出かけやすいので嬉しい。

・メールでの申し込み、良かったです。

・とても良い設定です。

・整理券の取り方で少しとまどいましたが、色々と配慮してくださりありがとうございました。

・とてもよかった。

・ちょうどよいです。

・開場時間に到着しましたが、スムーズに進んで着席できました。

・スタッフがとても親切でした。笑顔で対応されていて気持ち良かったです。

・ネットでの申し込みは良かった。

・メールで受付だったのは申し込みしやすかったです。

・いつも大人気なので、チケットが取れて良かったです。白雪姫、楽しかったです！王子様かっこよ

かったです♪

・チケットはもう少し簡易な物でも全然良いと思った。または、携帯提示する様な物でもよいと思い

ました。

・このじかんでいい。（おひるごはんを食べおわってからだから）

・もっとたくさんの人にも聴いて参加してもらえたら良いですよね。時間は良いと思います。

・よかった。

・メールで申し込みが便利でした！たけまるホールが近くていいです。
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・お昼を食べた後、少しゆっくりしてからで参加しやすい時間でした。申し込み当日の案内も分かり

やすくありがたかったです。

・メールで申し込みが便利でした！たけまるホールが近くていいです。

・ネットで予約出来たのは良かったです。チケットは出来れば事前に受け取り出来ると嬉しかった

です。ネットでは難しいのかな（電子チケット）？

・整理券申し込みのメール後、返信までの時間がありメールが届いているか心配だった。

・空いている席が多かった。心地の良い音色、上手！！

・会場 OK、整理券ＯＫ、時間帯、もう少し早く１３：００開演が良い。

・ちょうど良い時間帯でした。整理券の配布方法も今の時世、ベストだと思います。

・たいへん良かった。

・前回は子連れで１時間以上並んで大変でしたが、今回はメールで指定席なので大変たすかりま

した。今回の方法で継続していただけると嬉しいです。

・会場が暑かった。

・スムーズで良かった。

・ちょうどいい。

・良かった。

・インターネットで申し込みできてとても良かったです。

・トイレが綺麗でありがたいです。会場は子供には少し暑かったみたいです。無料で本格的な音楽

を聴ける機会はとてもありがたいです。

・大変良いと思います。

・今回は会場でのチケット予約ではなくメールがとても良かったです。

・整理券の受け渡しなど良かったです。時間帯は午前中が希望です。

・ちょうどいい。

・来場順ではなく、事前に席を決めてくださっていたので、急がず並ばす子どもも落ち着いて来場

することができました。

・メールがなかなかつながらない、すぐに満席だったので２部制などにしていただけると嬉しいです。

・ＡＭ、ＰＭの２回公演でもいいかと思いました。聴きたい人がもっといると思います。

・演奏者の体力面、時間面で可能なら、午前と午後の２部制にしても良いのではないでしょうか？

（たくさんの方が来れるので）

・聴けて嬉しかったです。ありがとうございました。

・こんな中でも開催していただきありがとうございました。

・いいと思います。

・時間どおりでナイス。

・子どもも楽しめるプログラムで良かったです。コロナ対策もしっかりされていて安心して聴くことが

できました。空調が悪く、娘が途中でぐったりしてきたのでもう少し涼しくしてほしいです。

・いつもは直接チケットを受け取りに行くシステムだったので、仕事で結局チケットを取りに行けな

い間に完売してしまうことも多く残念でしたが、今回はメール受付なのが嬉しかったです。

・また開催してほしいです♪
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・取り置きチケット制、とても助かりました。PM 開催時、小さい子、お昼寝タイムにいつも困りますが

このくらい（１４時から）だとちょうど良いと思いました。この季節、やっぱり皆さん生音が聞きたくな

るのだと思います。（チケットいただきましてありがとうございます）

・午前中だと嬉しい。

・コロナで演奏会が中止される中、よくぞ開催してくれました。関係者の皆様ありがとうございます。

クリスマスコンサートということで、日頃を忘れて楽しいひとときでした。

・会場が暑かったです。時間帯など適切だと思います。

・１００年会館でやってほしいです。

・会場が少し暑かったです。

・時間帯が良かった。

・会場→来やすくて良い。整理券→席が決まっているとゆっくり来ることができ良い。時間帯→集中

出来る時間で良い。

・会場が少し暑かったです。いや、だいぶ暑かったです。

・あらかじめ席が決められていたので良かったです。時間帯は午前中の方が子供達も機嫌がいい

ので、次回は午前開催してほしいです。

・ありがとうございました。

・前回まで自由席でしたが、今回指定席となっていたので、とても安心して行かれました。

・実は、前日にお電話いただいて急遽参加させていただきました。素敵なコンサートに参加させてい

ただき、ありがとうございました。

・子ども連れが多く楽しんでた。

・お昼寝前でちょうど良いです。

・午前中も回もあると嬉しいです。

・時間帯はちょうどいいです。

・Ｘｍａｓ前で子供達と楽しめました。

・少し眠たそうにしていたため、午前中が良いかなと思います。

・もう少し広い会場でやってほしいです。

・午前にてもらった方が助かります。

・時間ちょうど良い。整理券、今回初めてメール申し込みだったのでヒヤヒヤしましたが、便利だと

思う。

・コロナの件より開催には気遣っていただくことが多く、大変だったと思います。関係者の皆様のご

努力に感謝します。とても心が晴れて楽しい時間をありがとうございました。次回をまた期待して

おります。益々のご発展を応援しています。

◆Q５ その他 ご意見・ご感想、個人へのメッセージなどございましたらご記入ください。

・会場がとても暑かったのが疲れたましたが、楽しかったです。

・私も楽器をやっていれば良かったなーと思うひとときでした。

・来年も来たいです。
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・自分が楽器をひけたならぜひ入団したかったものです！パーカッションなら未経験でもいけますで

しょうか？とっても楽しく、子供に音楽が身近なものだと教えられて良かったです。

・取材ご協力ありがとうございます。とても楽しかったです。

・一生懸命さが伝わってきました。楽しそうでしたね。素晴らしい演奏ありがとうございました。

・全体的に楽しめた。子供も喜んでいたのでまた参加したい。

・色々とありがとうございました。

・楽しい時間をありがとうございました。

・楽しかったです！素晴らしいコンサートでした。白雪姫、幼稚園に来てほしいです！

・楽しかったです。

・あわてんぼうのサンタクロース、ジャンボリミッキーはちょうど幼稚園で習っていたので喜んでいま

した。楽しめました。

・ありがとうございました。

・おしゃべりや椅子を蹴ったりなどの雑音が少し多くて演奏が聞き辛い。もう少しゆっくり聞きたか

った。

・パーカッションの演奏、特にかっこよかったです。

・見ていて楽しかったです。

・これからも頑張って下さい！！

・沢山の親子の参加で活気がありました。「すず」での参加型、子供は嬉しくて打ち鳴らしていまし

たね。私の子供の時（３歳〜）は周囲に気遣いしつつ演奏会（出来るだけ無料）に参加し、それで

も周りの大人の「ちょっと？！」の目づかいに萎縮したものです。今後も継続して下さい。今回、立

席がと考え来場しました。ありがとうございます。

・いつも楽しみにしているイベントです。楽しかったです。すずをもって自分でリズムをとる年少の娘

を見てとてもうれしくなりました。

・初めて来ましたがすごく感動しました！私もママなのですが、同じママ達がこんなに演奏している

事に感激しました。

・これからもがんばってください。

・子供たちのスズもよかったです！！お疲れ様でした。

・すずを早くに配ったので、子供たちが鳴らして演奏されている音楽に集中できなかった。

・久しぶりの演奏を聞けてうれしい！！素敵なクリスマスになりました。ありがとうございます。

・小さい子も楽しめる歌をもう少し入れた方がいいと思います。

・いこままブラスさんのコンサートを毎回楽しみにしています！！今回も、親子で楽しいひとときを過ご

すことができました。ありがとうございました！

・演奏中の会話（多分連絡等だと思いますが）せっかくのすばらしい演奏が半減します。

・細かいところまでこだわりが見られ本当に感動しました。

・いいね！

・とても良い音楽会、企画、曲、楽しみ、感動し、大好きなクリスマスの曲、ジョンレノンの曲聞けて良かったで

す。密避ける工夫色々配慮されてましたね。ありがとうございました。

・いつも、子供達が楽しめる様に工夫がしてあるので見てて楽しいです。
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・ソロが多めで良かった。

・これからもがんばって下さい。応援してます。

・今回で３回目ですが、毎回気持ちのいい音楽を演奏して頂きありがとうございます。家事や育児

の合間の貴重な時間に練習されてるかと思います。身体に気を付けて活動を継続してください。

・子連れで参加できるのでとても嬉しいです。素敵な時間をありがとうございました！！退場中の演

奏もうれしいです。

・この楽しいコンサートの雰囲気が好きです。また来させていただきます。

・楽しかったです！！

・ステキな時を…ありがとうございました。

・とても良かった。来年もしてほしい。

・毎回大変たのしませていただいております！ありがとうございます。

・０才からのコンサートとかんちがいしていました。

・夏のコンサートから次回をすごく楽しみにしていたのでクリスマスコンサートに来られてうれしいで

す。白雪姫の劇は何度観ても良かったです！

・ライブ演奏に力を頂きました。“いこまま”活動、応援します。

・ありがとうございました。

・子供が２才、３才、４才と１年毎にいこままブラス様のコンサートが聞けて嬉しいです。また次回楽

しみにしております。

・又、機会があれば聴きたいです。

・聴きごたえがあって良い時間を過ごしました。是非生駒駅前（外で）でもやったらどうですか？も

っと多くの人に知って聴いてもらったらと思います。

・小さいお子様がたくさんいらしていてママさんコンサートらしくほほえましかったです。

・また演奏聴きたいです。コンサート楽しみにしております。本当にありがとうございました。

・アットホームなコンサートで、５０年にふさわしかった。

・時間が取れない中、こんなにたくさんの曲を演奏していただき…感激でした！！

・ありがとうございました。これからもすてきな音楽を聞かせてください。

・それぞれのソロパートがとてもかっこよかったです。

・子どもが楽しめる工夫がされていてよかったです。

・すごい演出だった。

・とてもきれいな楽器の音が聞けてとてもよかったと思います。クリスマスの鈴も子供もとても喜んで

いました。ありがとうございました。また聞きたいです！

・子ども参加でお願いします。

・とても良かったです。ありがとうございました。

・空調が効きすぎて暑かったです。

・ありがとう、楽しかった。

・全身で音楽を楽しんで演奏されているのが印象的でした。

・楽しかったです。ありがとうございました。

・毎年楽しみにしています♪
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・次回を楽しみにしています。

・いろいろがんばってください。

・申し込みの際、山口さんに連絡、対応して頂きました。その際は大変お世話になりました。今回も

とても楽しませて頂きました。ありがとうございました。

・いつもありがとうございます。

・ママさん達が忙しい時間をぬって練習されている事を想像すると涙が出そうになります。落ち着き

のない男児２人を連れて行っても気にせず楽しめるのが良いです。これからも頑張ってください。ミ

ッキーマウスの歌、お上手でした！！

・楽しかったです！！工夫があり最高でした！！是非、来年も開催願います！コロナ納まりますように。

・いつも楽しい演奏をありがとう。

・シニア向けのコンサートも希望します。

・とても素敵でした。ちょっとクリスマスの気分が味わえて嬉しかったです。

・すごく楽しかったです。ありがとうございました。

・ファミリーで来る方が多いと思うので、クリスマスメドレーはテンポのはやい曲が良いと思った。

・またおんがく（曲）を聞きたい

・素晴らしい音楽を聴かせていただきありがとうございます。演出、企画も良かったです。

・いつも楽しませて頂いています。子供が泣いても声を出しても楽しめるコンサート、とても暖かくて

良いと思います。

・毎回新しい曲、演出と何度行っても楽しませていただきありがとうございます。

・みなさん、これからもがんばってください！！

・毎回、楽しいコンサートありがとうございます。次回も楽しみにしています。

・次も楽しみにしています。

・家族でとても良い時間を過ごせました。ありがとうございました。

・こんな機会を増やしてほしい。身近に音楽にふれてこどもたちを成長させたい。

・子供が音楽に興味があり、今回の子供向けコンサートはなかなかないので助かりました。

・また来年もよろしくお願いします。

・本当にたのしくて素晴らしい盛りだくさんのコンサート、ありがとうございました！

・とても楽しかったです！！ありがとうございました。（空調が暑かったです）

・ジャズが聴いてみたい。個人的にセプテンバーやってほしい。

・家事、育児をこなしながら音楽に打ち込む姿勢や、楽器を演奏するお姿、仲間と一緒にステージ

を造り上げる姿勢に毎度大変勇気付けられます。音楽が身近にある点も生駒に住んで良かった

と思える理由です。子供の知ってる曲も多く親子で楽しめます。

・ありがとうございました。

・いつも楽しませてもらってありがとうございます。サンタがまちにやってきた。

・クリスマスコンサートもいつも以上に最高でした。いつもありがとうございます。

・楽しい演出ありがとうございました。

・子どもが多く、賑やかだったので子どもの時間があれば理想的と感じた。

・ステキなコンサート、毎年楽しみにしています。来年もぜひお願いします。
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・いつも楽しい音楽をありがとうございます。

・とてもとてもすてきでした。楽しい結婚記念日になりました。ありがとうございます。

・子どもに本物の楽器の音、演奏に触れて欲しく来場させていただきました。Twitter では皆様が

今日に向けてたくさんの時間をかけて練習してくださっている姿を見せていただき、更に今日が楽

しみになりました。子どもとの貴重な時間でした。ありがとうございました。

・席を変わっても子どもだけで座ってるところがありました。（１７列●番のところ）

・白雪姫の人の靴と G パンが見えたのでちょっと残念だった。

・これからもご活躍を！

・中、高と吹奏楽（郡山高校）をしていたので、とても懐かしく感じました。娘も喜んで聴いていまし

た。ユーフォのＡさんは中学の先輩のお姉さんじゃないかなと思いました。

・いつもチケットがすぐ完売してしまうので、少し短くなってもＡＭ、ＰＭ２部制とかにしてたくさんの人

が楽しめるとより良いかなと思います。

・クリスマスコンサートありがとうございました。クリスマスコンサートということで、小さい子どもが多

かったので１部にも子ども向けの曲を入れてもらえれば良かったかなと思う。

・ありがとうございました。

・プログラム、相変わらず素敵でした。swing 感、前々回のコンサートよりパワーアップされており、

格好良かったです。

・ TubaＳさんへチューバがしょうかいされてるとき立ってチューバを持っていて重たそうでした。

・ TubaＳさんへ クリスマスコンサート、さいこうでした！またさそってね。

・次回も楽しみにしています。コロナに負けずがんばりましょう。

・大変楽しいひとときでした、ありがとうございました。

・子供向けの曲を増やして欲しいです。受付の方など、スタッフの方々の対応がすばらしかったです。

・ソロパート、とってもすてきでした。

・皆さんとてもステキでした！！

・ありがとうございました。有料でも是非開催してください。

・いつも生聴かせて聴かせていただいて元気をもらっています。ありがとう！！

・コロナが落ち着いたら鈴など渡すのを直前にしてほしい。ソロのところなどで鈴が鳴り続けてたの

が残念だった。

・毎回楽しみにしています。

・１歳８ヶ月の娘の初めてのコンサートでした。静かに聞いてくれるか心配でしたが興味深そうにし

ていました。

・とても素敵な演奏会でした。ありがとうございました。

・無料でここまでやって頂いて申し分ないです。ありがとうございます。

・とても楽しかったです。ありがとうございました。

・楽しく過ごせました。ありがとうございました。

・「たなばた」を演奏してほしいです。

・とてもきれいで楽しかったです。すてきでした。

・また来たいです。楽しみにしてます。
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・ステキな時間を過ごさせて頂きました。

・県庁所在地の奈良市に住まいをかまえていますが、「いこままブラス」さんのようなあったかい親

近感のわくブラスの演奏が聴ける機会がなかなか見当たらず、「生駒市」がうらやましいばかり。

そのうち生駒市にお引っ越ししてくるかも？！娘一家も生駒市だから（笑）

◆性別 男性 73 ・ 女性 156

◆年代

未就園児 19

幼保園児 31

小学生 35

学生 4

20 代 0

30 代 74

40 代 45

50 代 11

60 代 24

70 代～ 32

◆お住まい

生駒市 158

奈良県 17 （奈良市13 ・生駒郡2 ・橿原市 1 ・王寺町 1）

大阪府 4 （大阪市 3 ・吹田市 1）

その他 3 （京都府相楽郡2 ・兵庫県神戸市 1）

◆吹奏楽の経験

ない 119

ある 36 （中学校の部活動・むかし昔・高校・小学校のブラスバンド・生駒台

ジュニアブラスバンド・光明中学校・生駒中学校・緑ヶ丘中学校、

郡山高校・中高でクラリネット・ママさんブラス nara ・橿ママブラス・

奈良ｳｨﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄﾌｧﾐﾘｰ）


