天翔楽団第 15 回定期演奏会アンケート結果
（１）
● 性別
男

37 名

女

84 名

● 年代
～10 代

1名

20～30 代

17 名

40～50 代

49 名

60 代～

69 名

●お住まい
大阪府

81 名

兵庫県

20 名

京都府

25 名

奈良県

0名

和歌山県

2名

滋賀県

4名

その他

2 名 （静岡県 1 名 無記名 1 名）

（2）このコンサートは何を見てお知りになりましたか？
団員の紹介

52 名

知人の紹介

49 名

楽団 HP

2名

その他 HP

4 名 （face book、ザ・淀川、二胡姫）

楽団からの郵送案内

12 名

チラシ

16 名
阿倍野学習センター、
吹田日中の会議で
東成図書館
アゴラ
図書館
西部コミュニティ 2 名
守口市役所
霍さんの二胡講座にて
二胡教室

その他

8名
エナジーホール
ザ・淀川
チケット頂いて
演奏者から

大阪産業大学孔子学院内
前年の定演の番宣
団員の face book 投稿

（3）今回の定期演奏会で、よかったと思う曲は何ですか？
桃李報春

26 票

・二つの曲調の特色があまりわからなかった。
・中国曲らしい賑やかさがあるから。
・始まりの曲なので、仕上がりがよかった。
・春の柔らかな風で花が開いていく様子が目に浮かぶ。
・曲が美しい。
・華やかで春の喜びあり。
・始めの出だしから絶好調。
・とても楽しく賑やか。
・曲の雰囲気が出ていてステキでした。

平湖秋月

33 票

・好きな曲
・もっと繊細な表現ができるといいですね。
・非常に落ち着くメロディー。
・古筝がきれいな音の流れ
・かわいい。
・湖面に生える月の感じが可。
・静かさを感じた。
・湖面の鏡が目に浮かぶようでした。
・雰囲気がステキでした。
・胡琴あり笛子あり etc.の楽団演奏。豪華な平湖秋月が聴けてとても嬉しかったです。

白蛇伝

46 票

・初めて聞いた、笛がいい。
・アンドリューさん笛子頑張りましたね。二胡のフレーズ感がもっと大きかったら
笛子との対比が表現できてもっと豊かになったと思う。
・笛が迫力があってステキだった。
・好き。
・白蛇伝の笛の音色に感動しました。引き込まれました。
・アンドリューさん、笛子かっこいい！
・（笛）テクニック、なかなかのものです。
・笛を習っているので。
・笛子の音が軽快でよかった。
・笛が印象的で良。
・ドラマチックな構成で横笛の響が素晴らしかった。

・横笛がよかった。
・笛に高い音色が格調高く壮大で美しい。
・台湾の京劇を見たから。
・横笛の音色が美しかった。
・きれい
・ソロの方の演奏が引き立っていてステキでした。

望春風

44 票

・アンサンブルの音色がきれいだった。
・台湾でよく聞いた曲
・なんとなく落ち着くというか、懐かしい感じの曲でした。
・台湾には素晴らしい曲がたくさんあります。中でも「望春風」は大好きで涙が出
ます。もっともっと台湾に伝わる曲をたくさんお聞きしたいです。劉君頑張れ!
・笛がとても素晴らしく、情景が目に浮かぶ曲。
・春の雰囲気がよく出ていた。
・楽しい気分になり、気持ちがいいから。
・懐かしさを感じる。
・二胡が心がこもっていました。涙そそりました。
・乙女の軽やかさが感じられた。
・春の季節、鳥たちがピーチク鳴いている声、咲いている色とりどりの花、ステキ
でした。
・歌詞が知りたくなりました。

ラストエンペラー

60 票

・中間部の空気感が前後と変わらず残念。
・二胡ソロがもっと浮き上がるとよかったのにと思う。
・リクエストに応えて下さり感激です！

坂本龍一にも聞いてもらいたい。二胡の

人がもっといたらもっと迫力があったと思いますが、ソロのメロディもよかった
です。映像が思い浮かびました。ブラボー！
・かっこいい。
・中国音楽になると趣が変わって別の感じがする。
・日本の TV で聞いた
・銅鑼が印象的。
・奥深さがあり、よかった。
もう少し練習したらもっと素晴らしくなったと思います。
・映画の光景が目に浮かぶようでした。
・満州国の傀儡王としての悲しい運命をほうふつとさせるような曲調で感動した。
・映画の中をよぎりました。
・親しみやすかった。
・弦楽器の低音がよく響いていました。
・荘厳
・切ない様あり、雄大さもあり、ドラマが見えました。

・「ラストエンペラー」映画の懐かしいメロディが聴けて良かったです。もう少し低
音（メロディー）の響も欲しかったかもです。素敵でした。

空山鳥語

63 票

・二胡の超絶技巧がすごかった。
・本当に鳥がいるような曲。
・美しい鳥のさえずりでした。
・鳥の鳴き声がかわいかった。
・すごい
・鳥の様子が目に浮かんだ。
・二胡の面白さが感じられる。
・鳥が鳴いていました。素晴らしい。
・音、テクニックが素晴らしい。
・初めて聞いた鳥の声の真似が素晴らしい。
・鳥のさえずりそのものでした。
・すご～い！
・物語として浮かんでくる。
・小鳥がたくさん見えました。
・音色が素晴らしくて、音楽的センスもあって、とてもよかったです。最後の終わ
り方がかわいかったです。
・とても広い空間を感じました。音だけでこんな世界を表現できるなんて、感動し
ました。

葡萄熟了

61 票

・二胡の超絶技巧がすごかった。
・笙やほかの楽器もとてもステキ。
・楽しい。
・すごい。
・二胡は一人の音量だが、存在感があると思った。
・聞いていてとても楽しかったです。
・とにかく素晴らしい。伴奏の方も砂漠の感じが出ていた。
・音、テクニックが素晴らしい。
・葡萄が実って嬉しい気持ちがよく曲に表れていた。
・新疆の明るい軽快なリズムが最高でした。
・行きたい国だから。初めて聞いたから。
・きれいな音です、素晴らしい。
・収穫の喜びが感じられる。
・大阮の人が一番楽しそうにしていましたね！
・葡萄の収穫を祝ってウイグル族が賑やかに踊りだしている様子がよく伝わってき
ました。
・小アンサンブルのバランス Good です。

葬花吟

77 票

・美しい！
・二胡の超絶技巧がすごかった。
・哀愁がありドラマティックな最後でよかった。楽団の方々の衣装も変わってとて
もきれいでした。
・きれい。
・かなしみや切なさといった気持ちを感情移入して聞くことができました。
・人数が多い合奏は聞きごたえがありよかった。
・スケールの大きさ。
・二胡の澄んだ音が叙情的で感動しました。
・音、テクニックが素晴らしい。
・好きな曲なので。
・もの悲しくも美しいメロディーがステキ。
・抒情的で胸が熱くなりました。音が泣いていました。
・心地よくいつまでも聞いていたい。
・悲しいメロディが涙そそりました。
・スケールの大きい壮大な感じが魅力的でした。
・太鼓素晴らしかったです!

戦馬奔騰

86 票

・二胡の超絶技巧がすごかった。
・馬が走っている様子、楽しかった。
・馬の鳴き声がすごかった。
・パーカッションも素晴らしい。
・テンポが速いのに、二胡の一つ一つの音が聞こえた。さすが、素晴らしい。
・霍さんの二胡テクニックと他の楽器のアンサンブルが素晴らしい。
・物悲しい二胡という考えが間違っていました。パワーを感じました。
・音、テクニックが素晴らしい。
・何度聞いても勇壮な曲で大平原を馬の駆ける様が好き。
・馬のひずめの音を模した感じがよく出ている。
・本物の馬を見ているようで迫力がすごかった。
・テンポ速く疾走する馬の様子を表した曲が軽快でよかった。
・二胡の音色がすごい
・迫力有り。
・馬がいなないていました。少ない弦でどうしてあの音が出るのでしょう！
・勇壮で軽快な感じがよく伝わる。
・馬のいななきとか、リアルで味があった。
・馬がパカパカ走っている姿、音の感じがとてもよく出ていたと思いました。楽器
の音、リズム、よかったです。馬がひひーんと鳴いている声、二胡でよくわかり
ました。
・二胡の高度な技術に大感動!!

阿里山的日出

30 票

・作品は面白いと思いました。音程・・・頑張って下さい。
・静かに始まり動への転換がよかった。
・最初の楽器が印象的でした。
・まとまりよくプロ何も音でした。
・すばらしい日の出を見たくなるような曲調。
・この曲！好きです、よかったです。
・日の出と朝の清々しさが感じられる。

瑶族舞曲

47 票

・すごくよかった。
・太鼓とハツの音がよく響いていた。リズム感や音に厚みがいい。
・すばらしい。
・祭りの喜びと高揚感がいい。
・大好きな曲です。素晴らしすぎて息をするのを忘れてしまっていました。
・最高でした。打楽器も笙も笛子も中胡も二胡も他の楽器も全部よかった!!
・上手です。

鄭成功

81 票

・王悦さん素敵！ 打楽器が占めていましたね！と思います。
・打楽器の迫力がすごかった。
・文楽好きなので、お話しが聞けて良かったです。すごくすごく迫力がありました。
打っている鼓動がすごかった。
・パーカッション（？）打楽器がとても迫力があってかっこよかったです。
・太鼓と笛の音色が相まって、勇壮でとてもよかったです。
・迫力満点で曲もまとまってて、ええ曲ですね！
・打楽器がかっこいいです！
・打楽器がよかったです。
・迫力があってよかった。
・今回の演奏会で一番素晴らしい。何種類ものリズムを複数の楽器と掛け合わせ、
またそのリズムを何回も曲の型に沿って演奏されていたので、本当に中国音楽の
雰囲気がどの曲よりも出せていたと思います。
・迫力があってとても聴いていてよかったです。
・打楽器と笛の掛け合いが楽しい。
・壮大な曲でした。
・太鼓など打楽器の大きな音に効果もあり、戦いの勇壮なイメージがわく大曲。
・ラストにふさわしい。
・有名な賢人を表す曲だから。
・ドラムがよかったです。低音！いいですね。
・音楽的にバランスがよく、ずっと聞いていたい曲。
・鼓の方の迫力がすごかったです。笛子のはもりがきれいでした。疲れを見せない
演奏でした。

・力強く、聞いていてすっきりした。
・始めの出だしの打楽器からの掛け合いが魅力がありました。迫力満点に続き、中
国らしい滑らかなメロディのバランスが素晴らしいです。
・打楽器の迫力に圧倒されました。
・ドラムの響きが最高! 中国の雄大さ壮大さの素晴らしい曲でした。15 周年にふさ
わしい曲でした。
・王さんの打楽器、パンチがさえてます。でも全体にとても面白く引き付けられま
た。

いい日旅立ち

11 票

・もっと美しい音色で美しいハーモニーを望みます。
・お客さんがつられて歌っていて面白かったです。
・選曲に驚きましたが、楽しかったです。まさかこの曲を中国楽団で聴くなんて。
・特に思い入れがあるわけではないが涙が出てびっくりした。
新賽馬

7票

・速いテンポでも音がしっかり聞こえる。すごい！！
・心拍数が上がりました。
・何度聞いても好き、良いです。
・二胡、生音で聞きたかったです。響きや伸び感が伝わらない、もったいないと思いま
した。
・どの曲も素晴らしく、感動いたしました。
・全体的にメリハリがあり聴いていて楽しく踊るような感じ、二胡のすばらしさを近く
で聴けて良かった。
・大好きな曲ばかりで、本当にありがとうございました。
・どの曲も素晴らしかった。プロの方との共演でいっそう華やかになり、ステキでした。
・全体的に柔らかな音でリラックスできました。眠りに良いと思った（良い意味で）。α
波溢れる感で幸せでした。
・日本人の心に響くように思います。どこかで聞いた感もあります。
・どれもすべて好きで良いですが、個人的には第 1 部が好きです。
・団員の皆様に指揮者にブラボー。乾杯!! 日中友好、よろしく。
・二胡を体の一部のように操る圧倒的な演奏。開いた口がふさがりませんでした。素晴
らしい演奏をありがとうございました。
・
「葬花吟」
「戦馬奔騰」プロ奏者に引けを取らないサポート力だと感じました。

（４）ゲスト霍暁君さんへひとことメッセージをお願いします。
・とても素晴らしくびっくりしました。演奏もとてもよかったです。
・日本でのご活躍をお祈りしています。
・日本でのご活躍、お祝いいたします。二胡のすばらしさを多くの日本人に伝えていっ
てください。
・素晴らしい演奏をありがとうございました。
・左手の速さに驚きました。
・請再来。
・手の動きがとてもきれいで見とれました。笑顔で弾く姿もステキでした。
・とても感動しました。
・美しい音、美しい演奏姿で心が浄化されました。ありがとうございます。
・素晴らしい演奏をありがとうございました。
・素晴らしい演奏をありがとうございました。
・目の前で演奏を拝見、拝聴でき、今後の二胡レッスンの励みになりました！！練習が
楽しくできそうです。
・二胡がどういうものかわからなかったのですが、今日初めて聞いて好きになりました。
素晴らしい演奏でした。
・二胡のソロを聞いたのは初めてでした。また、あんなに速く奏でる演奏を聴くのも初
めてでした。素敵な時間をありがとうございます。
・息つく暇もないほどの見事な演奏でした。CD を買ったので、家に帰って聴くのが楽し
みです。
・もっと聞きたかったです。コンサート情報があれば知りたいです。
・日本でのご活躍を！
・很漂亮！
・とてもステキでした。ありがとうございました。
・すてきでした。
・素晴らしい演奏をありがとうございました。
・素晴らしいの一言でした！
・女子十二楽坊の一期生とは驚きました。中国楽器による現代音楽への新しい切り口が
とても新鮮でした。
・よかったです、すごく。
・きれいな方でした。よかったら握手してください。
・魂を奪われました。その音色に。その美しさにも。細胞の隅々にまで活力をもらいま
した。ありがとうございました。
・とにかくすごいですねの一言です。
・美しすぎました。よかった。
・二胡でいろいろな音色が出るものなんだなと初めて知りました。
・鳥の声、馬といった音色を二胡で表現されていて素晴らしい演奏有難うございました。
・マジシャンみたい。腱鞘炎にならないですか？
・Amazing!
・素晴らしい音色で癒されました。
・素晴らしい音色でした。
（目が覚めた）。ありがとう
・素敵な時間をありがとうございました。心が洗われるような気持になりました。

・とてもよく楽しかったです。来年度も聞きたいです。
・素晴らしかったです！
・大変感動いたしました。美しい繊細な音色と力強い音色！感動をありがとうございま
した。
・美人でステキです。音色がバツグン
・霍暁君さんの演奏素晴らしい音色でした。大阪でのソロコンサートありましたら行き
ます。
・素晴らしい演奏をありがとうございます。衣装もステキ!! 美しい!!
・二胡の音色がとてもよかったです。特に戦馬奔騰の曲の演奏がさすが～って感じで見
入ってしまい、本当素晴らしかったです。
・とてもきれいで、ステキな演奏でした。
「千と千尋」が聞きたいです。
・今日は本当にありがとうございました。中国の楽器の二胡のすばらしさを存分に感じ
ることができたと思います。ぜひ来年のこの演奏会にも来てください。
・力強い演奏で表現力が豊かですね。テレビで拝聴するのとは格段の力強さとバイタリ
ティを感じました。
・素敵な演奏が聴けて、今日守口市に来てよかったです。日本で二胡の素晴らしいテク
ニックと演奏を日本の皆さんに伝えてください。
・素晴らしかった。
・表現力のすばらしさにうっとりしました。女子十二楽坊の CD を持っていますがご本
人にお目にかかれ演奏を聴くことができたのは本当に良い思い出になりました。日本
でのご活躍を陰ながら応援致しております。ありがとうございました。
・素晴らしい御演奏有難うございました。今後の日本でのご活躍、期待しています。
・天は二物を与えました。二胡に対するイメージが一新しました。自由自在な演奏、よ
かったです。
・よかったです。初めて聞いてけどすごかったです。
・素晴らしい演奏をありがとう。
・女子十二楽坊の時から何度か聞かせていただいています。音楽もさることながらお話
しも上手だし、近頃は指導にも力を入れておられるようで楽しみにしています。これ
からもますますご活躍なさいますように。
・すごいの一言でした。ありがとうございました。
・とても美しく、演奏されている姿がさらに美しく音楽と一体になられていたことに感
動しました。素晴らしい二胡の演奏をまた聴きたいです。ありがとうございました。
鳥のさえずりや馬のいななきがまるで音楽から飛び出してくるような!!素晴らしいで
す。
・素晴らしい演奏でした。
・二胡の音色のすばらしさを体験できてよかったです。様々な奏法があることに感心し
ました。鳥や馬の姿が見えるようでした。
・十二楽坊が突然なくなり寂しい思いでしたが、こういった形でお会いできてよかった
です。大阪にも二胡の教室を開いていただきたいです。
・中国のプロの奏者の生の演奏を聴くのは久々でした。普段練習している曲ばかりです
ので、練習のモチベーションアップになります。
・本当に素敵でした。これからのますますのご活躍を期待し応援しています。上手い!!
・とてもステキな演奏で幸せでした。また聴いてみたいです。
・二胡と一体になってて聞き入りました。そしてお美しい！

・素晴らしい迫力のある演奏をありがとうございます。二胡でこんなことができるのか
と驚くことばかりでした。
・確かな演奏技術をまじかで見られ、とても参考になりました。
・すごいの一言です。
・姿も音色も指もすべてが美しかったので見とれてしまいました。
・非常好听。非常漂亮。
・很好了。琴線崩壊我的。
・初めて生の演奏を聴きましたが、素晴らしい！これからも一層のご活躍を祈っており
ます。ありがとうございました。
・素晴らしい音色に聞きほれました。
・最高でした!!
・素晴らしい。
・大阪でももっとコンサートをしてください。切望します。
・二胡で日本の曲を聞かせてください。
・演奏とても素晴らしかったです。女子十二楽坊の CD、たくさん持っています！また聴
きたいです。
・とってもエネルギッシュで素晴らしかったです。
・素晴らしい演奏を聴き、あまりの感動で思わず涙が出ました。本当にうれしいです。
・非常荣欣能听您的演奏感动极了，以前我就是女子十二坊的迷，谢谢您。祝您在日本及
国际舞台上有更大的发展和成功，您是中国人的骄傲！
・華のある方で演奏も優美そのもの。素敵な女性！
・楽器に命があるようでした。
・素晴らしかった。
・すべてが美しかったです。まぶしかったです。もっと聞きたいと思いました。とても
繊細な音楽でした。
・美しい演奏で感動しました。霍さんの笑顔がキラキラしてて、本当に二胡がお好きな
のだなあと思いました。これからも活躍なさってくださいませ。
・演奏に感情がこもっていて、日本の演歌を聴いているようだった。二胡で表現できる
範囲が広いのには驚いた。霍さんが今の日本をどう思っているか、聞いてほしかった。
・二胡の音色に癒されました。
・二胡の音色に癒されました。鳥のさえずり、馬の走る音が本当に聞こえました。ブラ
ボー！ブラボー！ブラボー！
・美しい方でした。
・二胡楽器、最高です。素晴らしくて楽しい演奏！ 很动听 很漂亮
・CD で聴くとか何らかの事前知識が必要に思います。
・素晴らしい演奏でした。
・ステキでした。
・二胡は以前から大変好きでしたが、今回のように多種多様な複雑な音色は初めてです。
非常に素晴らしかったです。感謝!!感謝!!
・素晴らしい演奏をありがとうございました。特别高兴听到您的演奏。我感动您的空山
鸟语，谢谢您！
・4 曲とも素晴らしかったです。耳も目も使って演奏に聞き入りました。ワークショップ
（新大阪）で老師にお会いしてから今日は 2 度目になります。ドレスもステキでした。
また演奏を聴けるのを楽しみに頑張ります。

・お姿も音色も本当に美しく、ため息の出るような演奏のすばらしさに心から感動しま
した。国家 1 級演奏家はやはりすごいな～と思いました。また関西でコンサートをし
ていただきたいです!!
・唯々すごい!かっこよかった。きれいで素敵でした。二胡の音色の幅にもびっくりしま
した。
・頑張って下さい。
・来年もぜひご出演を期待しています。音色の美しさ、高度な技術、楊氏の美しさ、初
めての出会いに感謝。感動のひと時をありがとうございました。日本でのご活躍、日
中文化交流の使命を果たしてくださいませ。
・正統派な演奏スタイルに好感を持ちました。音に気品とパワーがあります。素晴らし
いソリストです。ファンになりました。ワークショップがあれば参加してお話を伺っ
てみたいです。
（前回菱井さんよりご案内分は参加できませんでしたが）
・優しくひかれていて、柔らかい音が印象に残りました。素敵な演奏有難うございまし
た。

（5）天翔楽団へひとことメッセージをお願いします。
・アンコールの選曲も楽しかったです。
・黒木蘭さんの司会、よかったです。弾撥の人数が増えるといいですね。20 年 30 年に向
けてますますのご発展を！
・スオナーが出てくる曲が聞きたいです。
「打棗」みたいなの。
・百恵ちゃん大好きでうれしかったです！

もーちゃんに幸あれと祈ります。なんて粋

な選曲をされるのかと感激しました。
・超絶技巧的な霍さんの音色と技に圧倒しました。
・みなさんすごいです。たっぷり楽しませていただきありがとうございました。
・釋百恵さんと山口百恵さんがかかっているのでしょうか。素晴らしいと思いました。
・生演奏を聴くのは初めてですが、優しくてとてもいいです。景色が見えてきます。友
人が二胡を習っているのでまた聴きに来ます。
・毎年演奏会を楽しみにしています。特に 15 周年、おめでとうございます。今日も素晴
らしい演奏を聴かせていただいてありがとうございました。今回はゲストに二胡奏者
の霍暁君さんを招かれていっそう素晴らしい演奏会でした。ありがとうございました。
中国語での司会進行の黒木蘭さんの曲の説明もよかったです。中国語の歌手の方の歌
も聞きたいです。
・素晴らしい演奏をありがとうございました。終始圧倒され、アンコールの「いい日旅
立ち」では感動して涙が出そうになりました。
・素敵な演奏をありがとうございました。
・いい日旅立ちのような、もっと日本の曲を入れてほしい。
・今年も素晴らしい演奏をありがとうございました。天翔楽団は関西の中国音楽ファン
の誇りです。アンコールの「いい日旅立ち」そして、「十二楽坊版新賽馬」も面白かっ
たです。
・15 周年おめでとうございます。希少な中国楽器アンサンブル楽団、これからも頑張っ
て続けてください。

・来期が待たれます。一層の進化をと。
・西洋楽器の団員の人の服装が白なのはなんか意味があるんでしょうか、チャイナドレ
スの方が統一がとれていると思うのですが。
・毎回様々な曲を楽しませていただきありがとうございます。音楽は素人ですのでわか
りませんが、中国的なるもの奥深さにひかれるのでしょうか。これからも素適な演奏
をお願いします。
・1 曲が短くて聞きやすい。二胡の服はノースリーブは NG、腕がプルプルして目立ちま
す。チームワークよさそうなグループに思います。日本の祭りばやしもここからのル
ーツ？
・もう少し客席の方を向いて演奏してほしい。
（演奏のレベルは高いと思います）
・
「草原情歌」
「昴」など、誰もが口ずさめる曲を 1 曲。それぞれの楽器の紹介、音色も
含めてやってもらえるといいですね。
・頑張って下さい。
・日本の曲を二胡で紹介を！
・映画音楽（をやってほしい？）
・中国音楽が好きになりました。すばらしい！あっという間の時間でした。しばらく耳
から離れそうにありません。楽しい時間でした。
・楽しい演奏会でした。ありがとう。来年も来ますよ～。頑張って！！
・皆さん笑顔で、よろしく～！
・第 1 部と第 2 部の休憩は 10 分くらいがいいです。
1 曲 1 曲の長さがちょうどよかった。
アンコールの「いい日旅立ち」もよかった。
・今回の演奏会は初心者でもどんな年代の方々でも楽しんで感動を持って聞けたと思い
ました。本当なら一人 5000 円くらいの入場料を取ってもいいくらいじゃないかと思う
くらい完成度が高かったです。
・素敵な演奏ですが、バックの壁に水墨画が張られているか映像が流れるか…何かあっ
たらさぞ雰囲気がより一層よくなるのでは?

私の隣の席には南画の大家が座られて

います。その方ともそんな話をしていました。
・アンコール曲も楽しかったです。
・もっと活字を大きくしてください。
・初めてでしたが、楽団員の楽しそうな雰囲気が伝わりとてもよかったです。
・15 周年にふさわしいコンサートでした。特にアンコールの「いい日旅立ち」は選曲良
かった。16 周年 20 周年に向けての旅立ちを予感させるものでした。来年も楽しみにし
ています。
・今回で 4 回目くらいだと思いますが、毎年毎年うまくなってきていると思います。こ
れからも頑張って下さい。
・15 周年おめでとうございます。二胡の演奏会は何度か行きいつも楽しく聞かせてもら
っています。友達にも二胡を習っている人がいますのでまた機会があればまた演奏会
に行きます。
・素晴らしい演奏会でした。聞きごたえがありました。霍暁君さんの二胡は最高でした。
・アンコールの曲がいつものなじみであんなふうに演奏されるのかと聞いて驚きました。
とてもよかったです。ゲストの方がとっても美しくてうまかったです。
・初めて中国楽器の楽団の演奏を聴きなぜか懐かしいような…

美しい音色に感動しま

した。物語が楽器で語られていてとても素晴らしかったです。次回は母も一緒に連れ
てきたいです。今後のご活躍を期待しております。ありがとうございました。

・空調の音がずっと続いていてとても残念でした。
・レッドクリフ「赤壁」三国志も聞いてみたいです。
・二胡や中国民族楽器の学習者が通常練習しているようなポピュラーな選曲でなじみや
すかったように思います。勉強になりました。葬花吟のあとから楽団の演奏テンショ
ンもさらに上がったように思います。
・どの曲もとても感動しました。アンコールは特に楽しく、すべてを enjoy させていただ
きました。今日はありがとうございました。
・頑張って下さい。すてきです。
・二胡も音色も初めてのものでした。素晴らしい時間を過ごさせていただきました。鄭
成功、素晴らしかったです。
・今年も素晴らしい曲目を届けてくださってありがとうございました。その裏にあるお
一人お一人の地道な努力の日々を思うと頭が下がります。楽団員の皆さんの奏でる音
の集大成、本当に素晴らしかったです。
・迫力↑↑ 和、洋、中の味をもっともっと・・・頑張って下さい。
・实在是太好听了（本当にとてもよかった）
。很动听（とても感動しました）
。
・素晴らしいゲストとの共演。モチベーションが上がります。鄭成功の生い立ち初めて
知りました。ありがとう。曲を通して中国の歴史や文学や土地の風土を知ることがで
きてうれしいです。黒木さんありがとうございました。
・皆様の熱意が伝わってきました。私は特に打楽器が大好きです。
・ますます盛大になることを願っております。
・音楽と合わせてその土地の風景などが映し出されたらもっと素晴らしいのにと思って
います。
・蘇州夜曲（が聴きたい）
。
・特によかった曲、ラストエンペラー、白蛇伝、よかったです。今回で 2 度目ですが、
また来たいです。リクエスト

ビートルズ、カーペンターズ、クラシック、日本の曲

も聞きたいです。
・いつも選曲が素晴らしくて、楽しませていただいています。
・毎年素晴らしい演奏を聞かせていただき、本当にありがとうございます。楽団 15 周年、
おめでとうございます。これからもますますの発展と成功を祈ります。
・谢谢大家，期待明年有更棒的演奏会（皆さんありがとう、来年も楽しみにしています）
。
・指揮の方もよかった。普段デジタルな音楽を聴いているので生演奏がよかった。司会
の方の解説もよかった。
・笛子、高胡美しかったです。鳥肌立ちました！笛子のはもりがとてもきれいでした。
阮の音、あまり日常で聴けないので癒されました。特に中阮。琵琶の方いつも一人で
大変そうですね、頑張って下さい!! 弾撥楽器のアンサンブルが聴きたいです。
（揚琴、
古筝、琵琶、柳琴、中阮、大阮）
・有難うございました。中国楽器のレクチャーもあったら嬉しいです。
・リクエスト 曲名は知りませんが、J・チェンの「プロジェクト A」の劇中曲。
・演奏中の後ろのスクリーンに楽曲をイメージできるような映写があればいいのにと思
った。
・バックに映像があればもっとよかったと思います。
・音楽だけでなく、バックに映像があればさらにイメージがわいていいと思います。

・实在是太好听了（本当にとてもよかったです）
・よくやってこられていますね。いつも応援をしています。司会の人も中国語を入れて
すばらしいです。運？のために、楽団からのお客さんの皆様に、エピソードを出して
ください。
・楽しかったです。ありがとうございました。
・定期演奏会は数年ぶりに来られたのですが、皆さん本当にレベルが高くて聞いている
だけでものすごく！勉強になりましたし、純粋にとても楽しかったです。色々な楽器
で一つの世界を表現する演奏、何回聞いても素晴らしいです。来年も何とか都合をつ
けてきたいです。瑶族舞曲、めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございました!!
・今日初めて鑑賞させていただきました。曲が進んでいくごとに引き込まれていき、確
かな演奏に日々研鑽されているのだろうな～と思いました。最後の「鄭成功」大迫力
でよかったです。太鼓の音が胸に日々聞いてきました。指揮者の先生がいらっしゃる
演奏というのは素晴らしいものだと改めて思いました。
・とても楽しかったです。一生懸命さは伝わりますが、もう少し笑顔があるとさらに見
ていて楽しめるのではと思いました。初めてでしたが、また来たいと思いました!応援し
ています～ リクエストは中国古典ではないですが、Jay Chan の「霍元甲」と「菊花
台」です。
・今日は久しぶりに中国音楽を聴けてとても気持ちの良い空間を味わうことができ、あ
りがとうご会いました。次回、楽しみです。
・どんどんやってください。
・天翔楽団団員平山様のおかげで第 15 回コンサートに参加できてとても幸せでした。20
周年、50 周年へとこの楽団がご活躍下さることを心よりお祈り申し上げております。
・素晴らしい演奏でした。音楽を聴いているだけで目の前に映像が浮かぶような臨場感
あふれる演奏でした。
・
「葡萄熟了」の小アンサンブル各楽器バランスがすごくよかったです。
・ソリスト+で演奏するスタイル、素晴らしいサポートだと感じました。皆さんの実力の
なせる業です。第 1 部は各位がもう一歩前にソリストのような気持ちもプラスして踏
み出す気持ちを強く持てばもっと良くなると感じました。特にソロのフレーズは遠く
に届けるアピールする気持ちで。大好きな皆様のご活躍を応援しています。本日はご
招待、ありがとうございました。

