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横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド活動実態調査

「街角ライブ 今年はアンケートでジャズプロに参加！」

調査結果

調査対象：ジャズプロ2021 街角ライブにエントリーしたバンドメンバー
調査期間：2021/9/8～9/20
調査方法：Googleフォームで回答を収集
回答者数：252名
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アンケート実施にあたって

2021年の街角ライブは残念ながら中止となってしまいましたが、
当初14会場、2日間で約173ステージ、約1500人のアマチュア
ミュージシャンが出演を予定していました。

※第１回ジャズプロ開催1993年の街角出演者は16組、約250人

2022年に30年という節目の年を迎えるジャズプロが、継続し、よ
り多くの方に楽しんでいただけるイベントとなるために、
いつもジャズプロを盛り上げてくれる「バンドのことをもっと知り
たい！」「ジャズプロに対する率直な意見を聞きたい！」という想
いから、この度アンケートを実施しました。

アンケートにご回答いただいたバンドの皆さま、ご協力ありがとう
ございました！
皆さまからいただいた回答をまとめましたので、他のバンドの活動
状況や課題に思っていることを共有し、今後の活動の参考にしてい
ただければうれしく思います。

もちろん、今後のジャズプロ運営の参考にさせていただきます！
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アンケート項目

年代
居住地域
自身の音楽活動歴
バンド活動歴
ジャズをやろうと思ったきっかけ
バンド練習場所
バンド練習頻度
個人での練習頻度
演奏（発表）場所
演奏（発表）頻度
演奏(発表)頻度に満足しているか
活動で困難に感じていること
活動していて良かったこと
ジャズプロ以外のフェスティバル出演経験
→フェスティバル名
出演したいジャズフェス

ジャズプロの街角募集を知ったきっかけ
ジャズプロ街角ライブへの応募回数
ジャズプロ街角ライブへの出演回数
ジャズプロのイメージ
ジャズプロで演奏する魅力
横浜市内で演奏したい（してみたい）場所
ジャズプロに出演している他のバンドの演奏を
聴いたり、交流はありますか？
ジャズプロ参加料（ひとり2000円）について
街角ライブ出演にあたり「無審査・抽選方式」
であることについて
→回答の理由
憧れのジャズミュージシャン
ジャズプロに期待すること
ジャズプロへメッセージ

P.4
P.4
P.5
P.6
P.7
P.12
P.12
P.13
P.13
P.14
P.14
P.15
P.15
P.19

P.21

P.21
P.22
P.22
P.23
P.27
P.31
P.32

P.33
P.34

P.38
P.40
P.47
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回答者の年齢構成

10代

9%
20代

9%

30代

9%

40代

15%
50代

38%

60代

19%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 ほか

23 21 23 36 93 46 2 0 1

9.2% 8.4% 9.2% 14.4% 37.2% 18.4% 2.8% 0.0% 0.40%

回答者の居住地域 １

横浜市内

33%

神奈川県内

17%

県外

50%

横浜市内 神奈川県内 県外

82 42 126

32.8% 16.8% 50.4%

※上から回答項目、回答者数、割合 ※上から回答項目、回答者数、割合
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回答者の居住地 ２ ※神奈川県外 回答者ご自身の音楽活動歴（通算年数）

東京都, 78

山梨県, 21

千葉県, 9

埼玉県, 7

ほか, 11

東京都 山梨県 千葉県 埼玉県 ほか

78 21 9 7 11

62.4% 16.8% 7.2% 5.6% 8.7%

【その他】
大阪府、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県

10年以上

82%

5～10年

11%

１～5年

7%

10年以上 5～10年 １～5年 1年未満

206 27 17 0

82.1% 10.1% 6.8% 0.0%



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 6

回答者ご自身の活動歴の継続 バンド活動歴

ずっと継続

53%

一時中断

47%

ずっと継続 一時中断

133 118

50.0% 47%

【ずっと継続】音楽をはじめてからずっと継続している
【一時中断】 音楽から離れた時期があったが再開した

5～10年

15%
1年未満 4%

１～5年

26%

10年以上

55%

1年未満 １～5年 5～10年 10年以上

10 65 37 138

4% 26% 14.8% 55.2%
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ジャズをやろうと思ったきっかけ 1/5

・自由だから
・サウンドが好きだから
・演奏技術の向上のため
・高校生の時、コルトレーンのバラードをラジオ聴いて、こんな素敵な音楽を演奏したいと
思った

・単純にカッコイイから
・好きだった
・学生時代ビッグバンドがやりたかったが大学になかったから、今になってやろうと思った。
・YouTube動画
・プロの演奏を聴いて格好良かったので
・ずっとブルーグラスをやっていて、アドリブ面で共通性があり、ジャズの方がコード進行
などがかっこいいと思ってあこがれていました。
・高校時代にフュージョンコピーバンドを始めたのをきっかけにジャズに興味を持ち、
大学でジャズサークルでジャズを始めました

・ビッグバンドの迫力とカッコ良さに憧れて
・吹奏楽で演奏する機会があったため
・スウィングガールズ
・響き（和音）がカッコいいから。
・楽しそうだったから。いま思い返すと子供の頃きいたデキシージャズやグレンミラー
がジャズや楽器演奏の興味のはじまりでした。

・元々興味があり、友達からジャムセッションに誘われたのがきっかけで始めました。
・ビッグバンドのクラスに加入した。
・音楽を聞き始めた小学生高学年の時から兄の影響でジャズが常に身近にあったため。
・地元のジャジフェスを見かけて
・社会人になって音楽（歌）を続けるにあたり、新しい分野を挑戦してみようと思ったから
（自分は音楽大学で歌を勉強していました）

・即興でオリジナリティを発揮しやすい
・好んで聴いてきたミュージシャン、一緒に演奏してきた友人の影響
・聞くのが好きなジャンルだった
・クラシックピアノから趣味の領域を広げたかった。
・昔、オーレックスジャズフェスティバルを見に行き、ジャズを始めようと思った。

・クールでホットなのでカッコいいからロックから転向
・中学生の時の吹奏楽部の顧問が大学時代に慶應でBigBandの経験があり、演奏する
曲がジャズが中心だったから。

・ボーカルが抜けたから
・小学生の時に好きになった
・バディ・リッチビッグバンドに憧れて
・アドリブで自由に表現したかったから
・かっこいい
・学生時代にジャズ喫茶で初めて聞いたときに目覚めた感じです
・親がプレイヤーだったため
・学生時代の先輩の影響
・高校生時代友人に誘われバンド活動を始めたこと。
・好きなアーティスト
・大学で高校の吹奏楽部の先輩からの誘いで楽しそうと思ったため
・様々な人と共演できること、JazzLiveの演奏の場があること
・サックスを手にする以上、避けては通れないから。カッコいいのが好きだから。
・大学時代、ビッグバンドに加入してから
・たまたま大学のビッグバンドサークルに入った
・若い頃にプロを目指したことがあり、そのための修行の一環として。
・ジャズが好き
・聴くだけでなく演奏したくなった
・メンバーみんなで合わせて演奏するのが楽しく、自由な雰囲気が好き
・高校生の頃に好きだったアーティストがジャズが好き、というのをきっかけに、村上春樹
の小説を読んでみて手当たり次第に聴いてハマりました。

・トランペットを吹きたかったから
・ジョーパス（ギター）を聞いて
・好きなバンドのコピーをしたくて
・全く知らないジャンルだったので、どういう音楽かな。。。という興味から。
（今思えば、こんな無邪気な考えだったので飛び込めたジャンルでした。(^^;）

・もともとジャズが好きでした。リタイヤをきっかけに楽器を始めました。
・アンサンブルでのアドリブを楽しむため
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ジャズをやろうと思ったきっかけ 2/5

・クラシック教育を受けていた際に違和感を覚えジャズの世界に飛び込んだら世界が広
がった

・ロックをやっていた時からルーツのジャズに憧れていて、バンドメンバーにジャズに
詳しい人がいた事で。

・カッコいいと思ったので
・おしゃれカッコいいから
・自分はトランペットをやっているのですが、始めた頃、誰かに習いたいと思い、地元に
トランペットを教えてくれる先生がいたのですが最初は基礎的な事を教わるつもりでした
が、その先生がジャズをやっていたので、そこからジャズにハマりそのままジャズをやろう
と思ったのがきっかけです！

・友達のすすめ
・興味があったから。楽器を続けたかったから。
・大学に入学し、入部できるサークルが他になかったから
・姉の所属していたジャズバンド部のコンサートに行った時に感銘を受けました。
・中学生の頃にジャズプロの関連イベント(港南JAZZフェスティバル)に出演し、ジャズに
興味を持った。

・部活動
・好き！格好良い！！
・銀座で仕事していた時にジミー原田と出会いジャズの楽しさを知ったから
・好きだから
・音楽教室の講師がたまたまジャズ畑の人だった
・近所にジャムセッションの店を見つけた事から
・入った部活がジャズバンド部で、そこから興味を持っていった
・姉のすすめ
・学生ビッグバンド
・ラジオの深夜番組でジャズを聴いて感動したから
・ジャズバンド部の演奏を聞いて
・大学でジャズ研に入った
・お誘いを受けて
・中学から聞いていた音楽だったので。
・横浜市旭区文化センターサンハートのジャズアンサンブルセミナー

・興味があったので
・クラシック、ポップスをメインでやっていたが新しいチャレンジをしたくなったため
・楽しいから
・ずっと夢だったのと、歳とっても自然だから
・オーケストラ、吹奏楽をメインに活動していて、ジャズに憧れていて、いつかはやってみ
たいなと思って、一緒にやってくれる仲間たちができたため。

・カウントベーシーに魅了されたため
・高校の同級生からの紹介
・定年後の楽しみにするため
・植木リトゥルエコーアンサンブルの拠点が近くにあったこと
・中学のときに聞いて魅せられた。
・大学の部活動
・かっこよさそうだったから
・東京都港区の社会人講座で初心者向け講座の機会があったため
・学生時代吹奏楽をやっていて社会人になり少し大人の音楽を始めたいと思ってビッグバ
ンドに入ったのがきっかけ
・もともとはシャンソン、フレンチポップスのバンドでしたが、ジャズアレンジにすると興味を
ひきそうだったから。

・ハーモニーとリズムがカッコいい
・演奏スキルを伸ばそうと思って
・高校にビッグバンドがあった
・社会人に成って初めてのバンドが、ジャズも演奏するバンドだったから。
・ナベサダ
・社会人になっても学生の時から続けているサックスの演奏を続けていきたいと思った
から

・フュージョンはやっているが、ジャズはやっていない。
・大学のジャズ研の演奏を見て
・学生時代にジャズ、フュージョンブームがあったので
・ジャズ好きな父の影響で
・自由さに惹かれました。
・バンドメンバーの影響
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ジャズをやろうと思ったきっかけ 3/5

・中学の先輩に刺激されて
・インストナンバーの曲が好きなので
・大学のジャズ研究会の演奏を聴いて
・自由で楽しいから
・高校生の頃からジャズのボーカリストが好きでよく聞いていました。
・ジャズが歌いたくて音楽活動を再開しました。
・フェスに出演したかったので
・すごい人に出会ったから
・好きだから
・フュージョンを聴いているうちにジャズも好きになったため。
・高校のジャズのビッグバンドの部活
・大学時代のサークル
・幼い頃からの憧れで。
・スカイツリーでジャズライブを見て気持ち良さそうだったから。
・テンションコードの鳴っている曲がカッコイイと思い始めてから。
・山下洋輔の影響から
・明確なきっかけはないが，学生時代にロックバンドをやっているうちに，フュージョンに
触れる機会が増え，そこからジャズを聞くようになった．

・プロの演奏を聴いて
・元々ジャズが好きで聴いていたけれど，演奏は難しくてできなかった。
・好きだから
・40代も後半になって仕事にも余裕が出来たので，人生最後の機会と思って再開"
・会社の先輩の誘い。
・即興で音楽を作るということに興味を持ったから
・年齢がいくつになっても演奏できる。
・社会人になって吹奏楽のように人数の多い団体は継続が難しかった
・吹奏楽よりあっているかな？と思ったのとキャンディーダルファーの影響で
・中学生時代に接する機会があり痺れました。
・カッコイイしソロも自分で考え人前で吹いてみたかったから
・中学の部活でジャズバンド部があったから。
・富士学苑高校ジャズバンド部

・ジャズバンド部のリサイタルを聴いて感動したから。
・吹奏楽をやっていて好きだったから
・中学時代に部活動に入ったこと
・ジャズがおしゃれなので。
・初めて見た時かっこいいと思ったから
・富士学苑高等学校のジャズ部に魅力を感じたから。
・最初はドラムがやりたくて"楽器ができる唯一の部活"として渋々ジャズバンド部に
入ったが、そこからだんだんジャズの魅力に惹かれていってもっと続けようという
気持ちが芽生えたから

・友人の誘い
・おしゃれでかっこいいと思ったから。
・友人の影響
・楽しそうだったので
・同じ曲なのにいろいろなスタイルで演奏できる自由で楽しい音楽・演奏スタイルなので
・高校生の文化祭でジャズバンドで歌ってから
・高校生の時にスタンゲッツにハマったから。
・高校にジャズ部があった
・知人に誘われた
・若いときからジャズのオシャレな響きや雰囲気に憧れがあった。
・カウントベーシーを聞いてから
・大学の部活
・ずっと聴いていられるから
・自分たちはインストバンドであるため、言葉に頼らず楽器のみで表現やメッセージを
伝えることに魅力を感じ、ジャズをやってみようと思いました。

・コーラスグループに入ったので
・子供の頃から好きだったので
・ビッグバンドへのあこがれがあった
・音楽の雰囲気と即興演奏に興味があったから。
・トロンボーンの師匠から最後はジャズをと薦められました。
・聴くだけでなく、自身もやってみようと思った
・サックスが目立つことが多いから
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ジャズをやろうと思ったきっかけ 4/5

・その大学でアルトサックスが活かせそうな部活がビッグバンドだった
・部活
・合唱団の中でJAZZコーラスユニットを立ち上げる時に誘われた
・クラシックではないジャンルに挑戦してみようと思ったから。
・小さい頃、父が流していたレコードがスタンダードジャズだったのと大学でファンクや
スパニッシュジャズもやるバンドにたまたま入ったのでそこから

・駅の路上で、サックスとトランペットのデュオがかっこよかったため
・幼い頃からあたりまえにあったので
・ロックからファンク、フュージョンミュージック、、と言う流れで。
・海外駐在時に現地の日本人バックバンドに加入したこと
・小学校でエレクトーンを習っていた時に何曲か弾いていて、親しみがあった
・８０年代、クロスオーバーブームの頃エレピサウンドに心打たれジャズピアノ習い始めた。
・アドリブがかっこいいと思った
・それまでロックを演奏していたが、高校生の時にラジオでジャズ番組を聞いて自分も演奏
したいと思った。

・大学以来遠ざかっていたが、時間ができたので再開。
・知り合いに勧められた
・スイングが心地よい
・クラッシックが合わなくて変更した
・ロックから派生して
・大学時代、ジャズ研でした。
・知り合いに誘われて
・かっこいい
・大学のビッグバンド
・クロスオーバー時代が全盛期
・大学のジャズサークルに入ったことがきっかけです。
・東原力哉さんのライブを見に行った時に歌われていた方が素晴らしかったからです。
・良い学校と先生に出会えた
・吹奏楽が向かなかったため。
・元々聴くのが好きだったところに素晴らしいジャズドラマーに出会って一緒にバンドを
組むことになったので

・大学の学バンで勧誘され、吹奏楽はやめたいと思っていたので
・気持ちいい、心地いいから
・ジャズピアノの響きの美しさに感動したため
・魅力があるから
・大人になったから(笑)
・歳を重ねても続けていける音楽だと思ったから
・レッスンの先生からジャズを教わったことと今入っているバンドに憧れたため
・中学時代、ユースのビッグバンドとの出会い
・中・高は吹奏楽部に入っていた。大学でもサックスを続けたかったが吹奏楽部が無く、
ビッグバンドのサークルならあったため。

・還暦過ぎても似合いそうだから
・歌の先生のすすめ
・友達の影響で好きになったから
・好きだから
・なんとなく
・古い映画のBGMとして使われているのを聞くうちに、興味を持ちました。
・某mixiコミュのおすすめで『超初心者ジャズボーカルセッション』(伝説のむろちゃん)が表
示されて、何気なく参加したのがきっかけ。
・贔屓のミュージシャンのLive を見て憧れて、自身も習い出した/部活で/
・友人に誘われて
・他の音楽と比べて、表現の幅が広いところ。自由なところ。
・自由？
・職場のバンドがあった
・アンサンブルの複雑さ、演奏の自由度、金管楽器の華やかさ、などに魅力を感じた為。
・私は歌ですが、以前（20年以上前）サックスを習ってジャズを知ったことがきっかけだと
思います。

・高校生の時にFM深夜放送の油井正一さんの「アスペクト・イン・ジャズ」を聴いてジャズの
魅力を知り、いつか自分もジャズを歌うことができたらと思ってきたこと、
そして素晴らしいジャズピアニスト、入江新一郎さんとの出会いがきっかけです。

・僕自身は、クインシージョーンズさんが大好きですが、バンドのきっかけは、スイングガー
ルズです！
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ジャズをやろうと思ったきっかけ 5/5

・小さい頃からテレビやラジオで流れるジャズに心惹かれサックスを手にしました。大人に
なりアドリブで自分のメロディーを奏でられるジャズに深い魅力を感じ続けています。

・中学時代にベンチャーズのコピーバンド活動時に、マックスローチやアートブレイキー等の
JAZZプレイヤーに感銘した。

・神奈川県立氷取沢高校（現横浜氷取沢高校）にジャズ部が有り，そこで故泰地虔郎先生に
出会えたからです。

・日大ホワイトで😜
・ビッグバンドが好きだったので
・奥が深くて楽しそうだったから
・ビッグバンドに憧れたため
・憧れ
・50年前頃にマイルス・デイビスを聴いて感動したため
・コルトレーンのアルバムを聴いて



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 12

バンド練習場所 バンド練習頻度

スタジオ等

68%

学校

13%

メンバー宅

2%

その他

17%

スタジオ等 学校 メンバー宅 その他

170 32 4 43

76.3% 12.9% 1.6% 17.3%

【その他】
・オンライン、スタジオなど ・カラオケボックス ・コミュニティハウウス
・ストリートなど ・ビッグバンドのクラス ・レッスンとして
・音楽教室レッスン ・会社の施設 ・楽器店スタジオ
・現在はオンライン ・公民館 ・市町村の公共施設
・市民プラザスタジオ ・自宅スタジオ ・地区センターなど
・前はスタジオ最近はリモート ・友人の会社同好会のスタジオ
・ジャズバーなどのお店でセッションを中心に
・閉店後の店、コロナによる緊急事態宣言下では閉店中の店やメンバーの家

月に数回

68%
週に数回 4%

ほぼ毎日 8%

ほか

17%

月に数回 週に数回 ほぼ毎日 年に数回 不定期 月1回 ほか

170 11 21 3 2 2 43

69.4% 4.5% 8.6% 1.2% 0.8% 0.8% 17%

【その他】
・ライブ前 ・本番前のみ ・本番前に数回 ・不定期 ・年１０回
・年に数回 ・月に1回 ・本番前に2〜3回 ・演奏会前に数回
・イベント毎に ・本番前1回リハのみ ・緊急事態宣言中は休止 ・コロナの影響で不定期
・本番前に週1で4〜5回程 ・コロナ禍で休止状態 ・本番決まれば2〜3回
・気が向いたとき集まって ・月に1回 現在は1年半練習なし ・数ヶ月に１度、ライブ前は多め
・ジャズプロ開催に向け9〜11月 ・ライブが決まったら月一回くらい
・コロナが落ち着いたタイミングで ・フェスの前に数回。あとはオンラインで時々
・本番がある時に集中して数回 ・毎週末ですが、現在はほとんどsyncroom
・ジャズプロの前の数ヶ月間で5〜6回 ・現在はコロナ禍のため休止中です
・現在はコロナで年数回しかできていません。従前は月1回ペース。
・3か月に1回程度（出演予定のジャズフェスの前に2回リハを実施）
・月２−３回だったが，コロナ禍では月1.5回平均
・火曜と日曜がお休みでしたが，蔓延防止下では，土曜もお休みに，更に緊急事態宣言下では，部活動
が休止となっております。
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個人での練習頻度 演奏（発表）場所

月に数回

24%

週に数回

41%

ほか 5%

ほぼ毎日

30%

月に数回 週に数回 ほぼ毎日 ほか

60 103 76 13

24.3% 41.7% 30.8% 5.2%

【その他】
・年に数回 ・たまに ・ほぼなし ・気が向いたら
・時期による ・数か月に数回
・例リハであまり吹けなかった時と、本番前に数回

ホール・ライブハウス

41%

ジャズフェス

41%

他 5%

配信

13%

ホール・ライブハウス ジャズフェス 配信 他

198 198 63 22

79.8% 79.8% 13.1% 25.4%

【その他】
・カフェ演奏 ・テーマパーク ・駅前 ・お店の前 ・学校訪問

・出前演奏 ・ジャック ・洋風居酒屋 ・福祉施設 ・野外ライブ

・対バン ・道の駅等 ・野外でのライブ ・地域のイベント

・ジャムセッション ・バー、レストラン ・イベントの街角ライブ ・ 教室の発表会

・内輪のジャズセッション ・地元のムーブメント

・施設の慰問や地域のお祭り等のイベント ・鎌倉・横浜周辺のお祭りやイベントなど

・ジャズフェス, らびすた新杉田イベント，氷炎祭（文化祭），馬車道祭り，富岡地区夏祭り，能見台

中央公園夏祭り，定期演奏会（金沢公会堂）
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演奏（発表）頻度 演奏(発表)頻度に満足しているか

年1回

9%

年数回

63%

月数回

22%

ほか

6%

年1回 年数回 月数回 ほか

22 159 55 16

8.9% 64.4% 22.3% 6.3%

【その他】
・数年に1回 ・年に20回
・コロナの影響で出来ていない ・まだ1度もできていない

満足

18%

ふつう

18%
もっとやりたい

64%

満足 ふつう もっとやりたい

45 46 159

18% 18.4% 63.6%
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活動で困難に感じている事

練習場所

10%

発表の機会創出

27%

作曲・アレンジ 3%

仕事・学業との

両立

10%

ライブの集客

20%

広報宣伝 4%

活動資金 5%

メンバーの日程調整

1%

演奏技術の向上

18%

ほか

2%

練習場所
発表機会

創出
仕事・学業

両立
ライブの

集客
作曲

アレンジ
演奏技術

向上
広報宣伝 活動資金

メンバー
日程調整

ほか

66 168 65 124 21 112 28 32 5 13

10% 26% 10% 20% 3% 18% 4% 5% 1% 2%

【その他】
・コロナの影響

選択肢より上位3つを回答

活動していて良かったこと 1/4

・仕事以外に知り合いが増えた
・合奏が楽しい
・いろんな人と出会える
・音楽を通じた人脈ができたこと
・jazzが好きになり、友人も増えました。
・幅広い分野で活動する同年代との交流
・生涯の趣味になった
・楽しい
・お客様が音楽を聴いて楽しそうな顔をしてくださったときです。
・演奏側も観てくださる方々も笑顔になる事
・沢山の音楽と人に出会え人生経験が積める
・楽しい、素晴らしい仲間と一緒に居られる、悩み苦しみがあっても昇華できる
・違うバンドに乗るとどんどん人脈が増える
・特にジャズフェスは、通りすがりの人が立ち止まって聴いてくれる、楽しんでくれること。
・お客様が楽しんでくださったこと。
・生きがいを感じる
・幅広い年齢層のお友達が増える(笑)
・一生続くかけがえのない仲間ができた。
・プロ奏者や音楽仲間との出会い 演奏技術の共有で新たな発見ができること
・良い仲間が出来たこと。自分のスキルアップを感じること。
・交友範囲も視野も広がった
・演奏活動を通じて関東だけでなく友人ができた
・色々なメンバーと知り合えたこと
・趣味をもてた。
・お客さんに喜んでもらえること。生徒の成長の機会を作れること。
・呑み会が増える、友達が増える
・いろいろな音楽に振れる機会が増えた
・音楽仲間が増えたこと。
・仲間
・仕事になった
・同じ音楽好きの仲間と定期的に交流が持てる事。（飲み会含む！）
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活動していて良かったこと 2/4

・色々な立場の色々な視点をもてる
・ジャズフェスでもお客さんの反応
・ライブ空間の非日常的な雰囲気を演者側として味わえること
・聴衆の方々に楽しんで頂けたと感じる瞬間。仲間とのつながり。
・無駄に過ごす時間が無くなった
・いつまでも音楽にかかわれる
・バンド仲間との交流
・演奏に対する意欲が高まる
・海外の方と一緒にプレイできる。お客様が喜んでくれる。
・目標を持てることにより心身ともに健康になれる事。
・他のミュージシャンとの出会いが有ること。
・様々なジャンルの音楽を知ることが出来ること
・音楽は楽しいです。
・生きる喜びです！
・音楽仲間が増えました
・演奏すること自体が楽しく、また、いろいろ人との出会いがあること。
・普段別々に活動しているメンバーに譜面と音源を事前送付し、リハで一つの音楽を創造で
きた瞬間の喜び。これほど濃い人間同士のつながりは他にありえない。

・常に音楽と向き合える生活ができている
・バンド仲間がたくさん出来たのと色々なフェスで演奏出来た事。
・仲間と楽しく切磋琢磨出来ること
・様々な仲間と知り合えた．
・足を止めて聞いてくださる方がいたこと
・たくさんの人と知り合えたこと
・いろんな人と出会うきっかけとなった。
・音楽をやり続けられることそのものが楽しいのと、音楽を通じて世界中の多くの人と繋が
れること

・聴きに来ている方々に楽しんでもらえること
・嫁さんや沢山の友達や貴重な体験ができた事
・利害関係の無い仲間がいてくれること。その輪が広がること
・演奏を聞きに来てくれた人とのコミュニケーション

・仲間と楽しみを共有できる
・楽しい
・目標になるので日々の練習に力が入る
・色々な立場や年齢の人たちと交流できること
・永く楽器と音楽に触れあえることに充足感を感じられること。
・人脈が広がった
・聴いてもらえて客を楽しませられること
・コードについて理解が深められたこと"
・様々な方と知り合えること、演奏に共感をもっていただけること
・生きる糧になってくれる、励みになる出会いもある。
・生徒たちの笑顔と達成感、ジャズの普及
・成長
・プロを目指していた頃からの妄想を少なからず実現できていること。
・楽しんでくださる人がいる。自分自身も嬉しい。
・仲間と演奏できること
・演奏を聴いてくださった方々に喜んでいただけること
・年齢や性別を問わず、様々な仲間と知り合えたこと。
・人生が充実した
・趣味として打ち込める
・ライブはやっぱり楽しいし、日常では味わえない喜びがある
・色んな音楽仲間に出会い、曲の幅が広がり、演奏していく中でVSOPな曲が作り上がっていく
気分を味わえること。

・仲間が増えた。
・仲間意識が高まる
・辞めた事がないのでわからない
・バンドメンバーとグルーヴを共有出来る、セッションでは出来ない音を創れる。
・広く交遊関係が作れる。国も厭わないところ
・言わば、生きがい。
・メンバーの楽しそうな演奏姿。
・メンバーと一生懸命ライブをやった後の打ち上げ！
・ライブを見ている方が楽しそうにしている時。
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活動していて良かったこと 3/4

・ライブを見ていた方から「良かったよ！」「またライブやる時教えてね！」等のコメントをい
ただいた時。

・皆が同じ志向でジャズが好きで
・練習、本番ともに楽しく演奏できるから
・たくさんの優しい先輩方と知り合えたこと
・拍手が貰えること
・新しいことをする機会が増えた。
・一緒に音楽をやっていたメンバーとずっと続けられること
・新たな仲間ができたこと。お客さんと音楽を通して繋がりが出来たこと。音楽がもっと楽
しくなったこと。

・吹奏楽をやっていた時とは違い難しい曲もやるようになった。
・1人1パートと決まっている。
・公演が多い
・聞いてくれる人から嬉しい声が聞けること。
・楽しくて忙しくて充実している。
・楽器の演奏だけじゃない色んなことが学べる。
・メンバーと仲良くなれる。
・ジャズのかっこよさを知ることができたこと、プロの方と一緒に演奏できること
・いい演奏をしているな、と演奏しながら感じる時。また、そのような演奏を聴けた時。
・音楽の楽しさをしれた
・バンドでの一体感。また、お客さんに聴いて頂いて、ジャズを通して人とつながること。
・観戦者に喜んでいただけること
・仲間と合わせて上手くいったときに嬉しい
・普通では体験できなかった様々な経験ができたこと。また、社会経験をつめたこと。
・大きな大会に参加できたこと。
・友人が増えた
・前向きになった
・作曲できたこと。
・音楽を通じていろんな人と会える
・楽しい
・いろいろな人との交流の広がり、お客さんからの声援

・何年ものファンのお客様が出来たこと。コロナ禍でも癒しを貰えた時言われたこと
・仕事と違う自分の世界が持てる
・仲間が増える
・楽しい
・一人ではできないけれど、メンバーの皆さんと一緒にやる事でできる事がたくさんある。元気
をもらえる。音楽が出来上がっていって楽しい！頑張れる。など♪

・色々な人との交流ができたこと
・仲間がいること
・活動している中で、色々なメンバー、お客様との出会いが生まれ、人との触れ合いによって人
生経験が豊かになると感じています。

・仕事では出会うことのない人との繋がりが得られる事。地元の音楽振興に微力でも貢献でき
ている(と思っている)事。

・たくさんのお客さんがきてくれて、楽しそうに聴いてくださったり、知らない方に演奏良かった
と声かけられたりするととても嬉しいです。

・演奏に興味を持ってコメント頂いたり、何回も来て頂ける方々がいると励みになります。
・クラシック中心から音楽の価値観、理論が広がりました。
・音楽が健康資源であることが実感できたこと。仲間との交流。
・交友関係や知識などが増える、ジャズをもっと好きになれる
・メンバーとハモる音を聞くのが快感
・音楽の世界をより深く知ることができた。
・人前で演奏することがとても楽しい。
・沢山の仲間に出会えたこと
・人との繋がりと音楽の美しさに気づけたこと
・いろんな人達との繋がりができる、単純に楽しい
・自分を向上させることができるので気持ちが若くいられる
・仲間ができたこと
・楽しい！
・定期的な交流、コネクション
・ジャムセッションを通じて友人が大勢出来た
・社会で必要なことを活動を通して学べる
・いろいろな今日を聞ける
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活動していて良かったこと 4/4

・バンド仲間とのコミュニケーション
・観客・演奏者の方と交流できる
・打ち上げができること
・単純に楽しい。
・目標をもってやれたこと。音楽仲間ができたこと。
・音楽つながりで素晴らしい出会いが広がったこと
・ストレス発散
・自分の生き方がある事 いろんな人と出会える事 終わる事のない挑戦
・気の合う仲間たちと定期的に音楽をやれること
・ビッグバンドで練習する喜びを知れた。発表する場があってモチベーションが保てる。
・音楽仲間のネットワークの広がり
・様々な年代と繋がれる
・過去に活動を共にした仲間と今も関係が続いていること
・人との繋がりが増えた
・ジャズフェスやライブを通してたくさんのお客様に楽しんでいただける点。
・仲間が増えたこと
・^_^
・今では人生の重要な時間となり、生きがいにもなっています。
・お客様に楽しかったと言ってもらえた時。
・ストレス発散。
・メンバー同士のインプロビゼーションの楽しさと向上心が養われる事。
・聴いているかたによろこんでいただける
・色んな出会いと価値観の共有
・いつになっても友人ができる
・技術向上 合わせる楽しさを味わえる
・音楽仲間との出会い、交流等。
・人と演奏する楽しさを知ったこと
・年取っても暇で無い事
・満足感
・張り合いがある
・メンバーで積み上げていく楽しみがある。

・目標があるので頑張れることです
・辛いことがあっても、「楽しい」と思うことができて生きる活力となってくる
・人との輪が広がる
・音楽の話ができる仲間が増えたこと
・音楽を通じて多くの友人ができた。
・様々なミュージシャンの方々、ライブハウスの方々との出会いがあり、とても刺激を受けま
した。また、自分の得意とするジャンル以外の曲にチャレンジし、持ち歌とすることができ
たことです。

・色々なバンドの方たちと交流ができたこと。
・情熱を燃やすものがあることの幸せ
・多くの音楽仲間と知り合い、コミュニケーションを楽しむことが出来た。
・高校の部活動の一環としてですが，多くのイベントに呼んで頂いて音楽活動が出来ること
です。

・楽しい🎶
・お客様の反応をみたとき
・生活にメリハリがつく
・知り合いが増える
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ジャズプロ以外のフェスティバル出演経験

あり

77%

なし

23%

あり なし

191 57

77% 23%

前の質問で「あり」と答えたかたは、
フェスティバル名をお知らせください。 1/2

件数 ジャズプロ以外のフェスティバル出演経験 ※複数回答可

77すみだストリートジャズフェスティバル

48定禅寺ストリートジャズフェスティバル

47池袋ジャズフェスティバル

29ジャズイン府中

15横須賀トモダチジャズ

13かわさきジャズ

13ミヤジャズイン（宇都宮）

12川口フェス

10練馬ジャズ祭

10立川いったい音楽まつり

10ベイサイドジャズ千葉

8本牧ジャズ祭

8ふなばしミュージックストリート

8新潟ジャズストリート

6なかのぶジャズフェスティバル（品川区中延）

6ジャズインかながわ

5旭ジャズまつり

5スチューデントジャズフェスティバル

4さいたま新都心ジャズデイ

4斑尾ジャズ

3すみだストリートジャズフェスティバル in ひきふね

3高槻ジャズストリート

3吉川ジャズナイト

3相鉄ロックオンミュージック
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前の質問で「あり」と答えたかたは、フェスティバル名をお知らせください。 2/2

件数 ジャズプロ以外のフェスティバル出演経験 ※複数回答可

3倉敷ジャズストリート

3湘南ふじさわジャズミーティング

2金沢ジャズストリート

2阿佐ヶ谷ジャズストリート

2国分寺野外音楽祭 T-SOUL

2国立パワージャズ

2アートフルゆめまつり（大宮）

2ハママツ・ジャズ・ウィーク

2四日市ジャズフェスティバル

2ジャズイン鎌倉

1新宿春の楽しいジャズ祭り

1新宿トラッドジャズフェスティバル

1社会人ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・フェスティバル

1いとうフィッシュ&オリーブ ワールドフード ビッグバンドジャズフェスティバル

1川崎ジャズプレイヤーズフェスタ

1ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト 山野ジャズ

1町田ジャズフェスティバル

1港南JAZZフェスティバル

1伊勢原ジャズフェスタ

1Big Band Party

1大津ジャズフェスティバル

1東北学生音楽祭

1赤坂ジャズフェスティバル

1取手ジャズフェスティバル（茨城県）

相模原もんじぇまつり

シンコ・デ・マヨフェスティバル

とっておきの音楽祭 IN MACHIDA

横浜音祭り

永山フェスティバル（多摩市）

天満音楽祭

マグカル開放区

横浜文化プログラム2020

横浜山手芸術祭

みなとバンドフェスティバル

横浜絹フェスティバル

秦野たばこ祭り

みなと区民まつり（港区）

藤沢ワイン祭り

立石フェスタ（葛飾区）

いわき街なかコンサート（福島県）

やらまいかミュージックフェスティバルinはままつ

アンスティチュ・フランセ 音楽の日

ラテンアメリカへの道フェスティバル

みなとバンドフェスティバル

渋谷ズンチャカ！ ほか

その他



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 21

出演したいジャズフェス ジャズプロの街角ライブの募集を知ったきっかけ

18

4

9

11

12

14

19

23

41

77

105

125

213

0 50 100 150 200

ほか

池袋ジャズ

飛騨高山

鹿児島ジャズ

ハママツ

JAZZ AUDITORIA

高槻

サッポロ・シティ・ジャズ

金沢ジャズ

東京ジャズ

定禅寺

すみだ

横濱ジャズプロ

前から応募している

43%

知人・友人

29%

学校 1%

HP、SNS

23%

その他

4%

前から応募
している

知人・友人 学校 HP、SNS その他

105 72 2 55 9

【その他】
吉川ジャズナイト 旭ジャズまつり
ジャズイン府中 横田基地交流祭
横須賀トモダチジャズ 阿佐ヶ谷ジャズストリート
湘南ふじさわジャズミーティング 新潟ジャズストリート
神戸ジャズストリート 気仙沼
かわさきジャズ
斑尾ジャズ
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ジャズプロ街角ライブ出演応募回数 ジャズプロ街角ライブ出演回数

1回

25%

2～3回

31%

4～6回

22%

7～9回

11%

10回以上

11%

1回 2～3回 4～6回 7～9回 10回以上

60 72 51 26 27

25% 31% 22% 11% 11%

0回

41%

1回

15%

2～3回

17%

4～6回

16%

7～9回

4%
10回以上

7%

0回 1回 2～3回 4～6回 7～9回 10回以上

99 36 41 40 9 18

41% 15% 17% 16% 4% 7%



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 23

・秋の雰囲気とマッチしてワクワクする
・市民に定着している
・街を上げてのイベント。スケールが大きく感動的
・第二の故郷、横浜で演奏したかった
・日本を代表するジャズフェスティバル
・昔から知っているから。
・横浜！
・生まれ育った街で演奏出来るので友人達を呼びやすい
・横濱はジャズの本場というイメージ。
・街角ジャズフェスティバルが好きな仲間と活動しています。
・出来るだけ出演したいと思っています。
・近所で手軽
・JAZZ好きな人達がアマチュアを優しくかつ厳しくジャッジする楽しくも厳しく少し怖いイ
メージがあります。

・メジャーなアマチュアのでやすいフェス
・高校のときから聴衆側として知っており、あこがれがあった
・「横濱」で「ジャズ」を演りたいと思ったから。
・ライブは自分たちだけですが、ジャズプロは音楽をやっている多くの仲間(これまで会った
ことない人たちとも)一緒にイベントが出来るところが魅力です。大人の文化祭ですね
・地元横浜の街角で演奏できる。観客も温かい。
・自分の住んでいる地域と一番近いジャズフェスティバルで何度も観客として参加していた
から。

・横浜だから
・横浜の街の魅力
・運営がしっかりしていると思う（機材、音響、ボランティアなど）
・交通のアクセスが良い
・異文化交流・港町横浜・洗練されている
・街全体で盛り上がる
・横濱中華街で打ち上げができて最高
・最大のジャズフェスティバル
・楽しそうだから

・一般のお客様も立ち寄って聴いてくださる楽しいイメージ。
横浜がジャズで一色に染まるイメージ。
・アマチュアでもレベルが高くて格がある
・地元の街中で演奏したい
・浜の港街感と歴史と穏やかな演奏環境
・横浜市民の皆さんジャズへの親しみや理解の深さの素晴らしさを感じられる。
運営も親切で素晴らしい。
・広い…
・応募者と一緒のバンドなので。
・横浜で活動しているから。
・気軽に出来る。
・街の中で音楽を奏でるお祭りの雰囲気が好き
・横浜という土地柄、ジャズフェスの集客の多さ
・良いロケーションとわくわくする空気感
・横浜という魅力ある街で開催される、伝統の本格派ジャズフェスティバル
・Jazz中心というコンセプトが良かった
・ジャズで地元横浜を盛り上げたい
・大きなジャズフェスなので
・横浜の大きなジャズの祭り
・街中がジャズで溢れるなんて素敵！
・応募はユニットのメンバーが横浜市在住という事がきっかけです。
・参考基準が公平である事にとても好感を持っています。
・出演したかったので。
・粋
・爽やか お祭り 横浜に似合う
・街全体がジャズを楽しむイベントであるというイメージがあります。
・海風を感じるさわやかな季節に屋外で演奏するのが気持ち良い。
・横浜は歩くだけでも楽しいから
・横浜が好きだから。
・街をあげての音楽イベント
・横浜の秋の風物詩

ジャズプロのイメージ（応募しようと思った理由など何でも） 1/4
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・街角ライブの良さ
・海の近くの屋外ステージ、広々とした屋内ステージなどが魅力的
・たくさんの人が集まる
・ジャズフェスの老舗。大規模。素晴らしい組織。
・巨大な規模のフェスティバル
・横浜の街のおしゃれなイメージが、フェス全体で感じられる
・街全体がジャズの雰囲気に包まれる
・古い港があるグローバルな横浜のイメージに合っている。
・慣れ親しんだ横浜の街角で演奏できる夢のようなイベント
・観客の多さ。ロケーションの良さ。設備の良さ。
・お祭り感
・ジャズに特化していること、街並み、地元であること、人気のフェスであること、オンライン
のみでの活動だったため

・街角で演奏できることが1番です。まだ他のバンドもたくさん出るので、いろんなバンドを
見られること。

・横浜というジャズに関わりの深い都市で開催されることが魅力の国内有数のイベントです。
・ジャンルが幅広い
・運営がしっかりしてる
・客が来やすい場所で演奏できる
・横濱での開催、盛会であること
・アマチュア音楽家の定石フェス、一度は出演したい憧れの舞台。
・ジャズ発祥の街ヨコハマらしい街角ライブのイメージ、自由な感じが素晴らしい！
・運営がしっかりとしている、諦めないイメージ。有名なジャズフェス。アマチュアが出演しや
すい。など。

・年代や演奏スタイル、活動内容などに関係なく幅広く出演者を募っている。願わくは今後
はジャズと言う括りも取り払えると良いと思います。実際、海外のジャズフェスティバルで
はソウルやR&B、ロック系のアーティストも出演するのが当たり前になっていますから。

・横浜はジャズの街
・街中がジャズ
・演奏場所や演奏時間が適当であり、リズム楽器や音響設備が整っていて素晴らしい
・憧れの舞台

・老舗のジャズフェス、伝統的で本格的なバンドが多い
・ジャズフェスとして大規模で、盛り上がる。
・大規模で近い
・レベルが高そう
・横浜をジャズで埋め尽くしたい。。。というコンセプトが素敵。
・華やかで聴衆が沢山いる。
・横浜の街を歩きながらアマからプロまでさまざまな演奏を2日間楽しめる
・街ぐるみでのジャズイベントには以前より憧れがあった、しかし県外ということもありなかなか
応募とまでは行かなかった。今回コロナになりSNSでの活動が主になり、もっとたくさんの人
に聴いてもらいたいという想いが溢れたので応募しました。

・お洒落な街で演奏出来る。
・演奏場所も色々な観客の前で演奏出来る。
・横浜という町に合っているイメージ
・ジャズが盛んな横浜における発表の場
・大規模のフェス、有名、野外ステージ、多くの演者・観客
・横浜の街全体がジャズで盛り上がっているイメージ
・比較的通りすがりの方が聞いてくれ、言葉をかけてくれる
・あんなに素敵な場所で演奏できるのは本当に幸せだと思います。
・大規模なコンサートで有名な人が集まる。
・たくさんの人に聞いていただける。
・ステージがいい。
・先輩方が出演したときの様子を見てかっこいいと思った
・歴代、部活動が演奏しているため
・憧れているから
・地元
・以前もバンドとして参加させていただいたと部活の先輩、また顧問から聞き、日本でも有数の
ジャズフェスティバルを楽しんでみたいと思った。

・ボランティアをしていたので、いつかあそこでやりたいという夢をかなえるため
・オープンなスペースで演奏できるのが良いと思います。
・町に根付いている
・地元のジャズイベントなので。フェスでもお店でもジャズの流れる横浜が好きなので。

ジャズプロのイメージ（応募しようと思った理由など何でも） 2/4



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 25

・集客力、一般の通りすがりのお客様へのご披露、場所の良さ、PAの充実など
・演奏者の立場を良くわかってくださるスタッフと、ミーティングなどもしっかりしており、
また、お客様の期待度も高いと思いました。

・演奏の場所がおしゃれ
・出演機会を得る為
・あちらこちらでプロからアマチュアのバンドまでとてもたくさんのバンドか参加している。
・友人が出ていたから
・憧れのステージ
・住んでいる街の街角で演奏できるのは魅力的
・横浜の街並みにジャズがピッタリ合うことや、まだジャズを始める前にジャズプロに出会っ
てとても素敵なイベントだと思いました。

・長年にわたり地域に根差した音楽活動として、季節の風物詩となっている。
・横濱でジャズ、というステイタスは大きく、参加できることは誇り。歴史のあるイベント
・アマチュアバンドが演奏を発表できる場であるとともにバンド同士の実力が確認できる場
所。

・台風で中止になってからついてない。
・横浜らしいイベントでおしゃれな街角、スペースにマッチしていて、演奏する側になりたい
と思った。

・ジャズの祭典
・かっこいい、おしゃれ
・ジャズが好きな方との交流
・ジャズ好きな人が集まるイベント
・ジャズを愛しているから！
・JAZZとはいいつつも、良い意味でジャンルレスで自由な雰囲気
・桜木町育ちなので地域に密着していて素晴らしいと感じる
・日本でも特に知名度の高い、かつ素人バンドが参加できる機会のあるジャズフェス
・部活動での応募
・横浜の町が音楽で活気づいてる
・たのしそう、憧れ
・広く色々な場所で演奏している、街並みがオシャレ
・ジャズで横浜が一体となる

・多くの人々に楽しんでいただけそう
・バンドメンバーの誘いを受けて参加しようと思った
・横浜で演奏できる
・毎年誰かしら知人が出演しているぐらい規模の大きいイベントのイメージ
・多くの方に聞いていただけるのに最適なステージを提供してくれるジャズフェスティバル。
・ジャズの街で演奏したい
・ジャズに歴史の深い横浜で演奏体験をしてみたい
・海が近い
・ジャズフェスのパイオニア的イベントであり、東京都立川市にいる自分からすると、音楽のオ
シャレな街で、大きな意味での隣街。一度だけでなく、これから毎年参加させていただき、年間
行事の励みとしたい。

・関内駅周辺でのライブを見て、街と音楽が一体となって、いつかは演奏してみたい！と思いま
した。

・ジャズの本場横浜での象徴的な存在。皆の憧れ。
・街全体がジャズ一色に染まり、華やかになる。
・まぁ有名なジャズフェスですよね
・街一体になってる
・以前から友人が出演していて、楽しそうなので
・地元のジャズフェスでぜひ演奏したいと考えたから。
・横浜を象徴するイベント
・レベル高め
・ジャズ発祥の地で地元に根付いているイベント、運営がしっかりしている。
・選定方法が抽選なので、正直びっくり！くじ運に任せるしか無いかと、今回は見事、当選！
・いつも楽しそう
・たくさんの人に聴いてもらえる
・華やか 楽しい 賑やか ノリノリ
・出演者の演奏レベルが高い
・以前他バンドで出演。街の雰囲気、会場ともに最も洗練されたジャズフェス。
・発表の機会が欲しい事、自分達の演奏を聴いてもろいたい
・最大のストリートジャズのフェスティバルと思います。 範囲も広く、演奏箇所も大規模でジャズ
の本場横濱でのフェスに出たい。

ジャズプロのイメージ（応募しようと思った理由など何でも） 3/4
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・元々、横浜の高校に通っており、横浜のイメージがすごく良い
・最大級のジャズフェスティバル
・横浜でジャズを知ったので是非とも出たいと思った
・ジャズ発祥の地で演奏できるのがよい
・日本を代表するジャズフェスだから
・地元で有名なフェスなので出てみたかった。JAZZ音楽が似合う街としての一体感が好き
です

・活動拠点である横浜での開催
・運営がきちんとしている
・日本を代表するジャズフェス
・良いイメージが強い
・とても華やかであるのと、元々ジャズの息づく街なのでとても似合っていると言うイメー
ジがあります。

・初めて観に行ったときに、いつか私も出てみたいと思ったので
・横浜が好き
・横濱の風物詩、地元民なので思春期頃からずっと親しんできたイベント
・横浜の街頭で演奏できる。お客さんも呼びやすい。
・歴史もあり敷居が高いイメージ
・私を知らない方々にも、演奏を聴いてもらえるため
・横浜はジャズのメッカというイメージ
・格式高い！
・開催場所のイメージが素敵、上手な演者が多い、難関
・開放的で自由な感じ
・観客席が近い、屋外は雨天中止
・開放的
・関東ではジャズの中心は横浜なので
・有名で歴史のあるフェスに出演したいと思っています
・オシャレ
・毎年恒例の行事として定着している。横浜＝ジャズの街のイメージづくりに貢献している。
・お洒落なイメージ
・地元なので気軽に参加出来そうだし、横浜という場所がジャズに合っていて魅力を感じる
街

・以前のステージが楽しかったので
・街中に音楽があふれる楽しいイベント。
・ジャズのみなので
・素晴らしい会場、そして素晴らしいお客様
・今のバンドではないですが何年も前から出演してみたいと思いながら、スケジュールが合わず
応募できずにいました。今回はメンバー同士ぜひ！とのことで応募させていただきました。

・日本のジャズの本場として、全国からレベルの高いプレイヤーが集まる敷居が高いイベントのイ
メージ
・多くの人に聴いて貰える
・団員のモチベーションを向上させるため、とにかく発表の場が欲しかった。
・お洒落で洗練されたストリートジャズフェスティバル
・ストリートライブ
・東京出身であるにもかかわらず、私にとって横浜は、小さい頃から母親と共によく訪れていた
場所でした。港があることで、海の向こうの国々への想いを巡らすことができ、歩いていると、
音楽が聞こえてくる街と思ってきました。老舗のみならず、多くのジャズスポットが点在する横
浜は、まさにジャズフェスティバルにふさわしい場所だと思います。

・演奏場所の確保ができるから。観客動員の心配がない。
・街がジャズになる！
・日本を代表するジャズの祭典
・横浜の町中全部がジャズに染まる，華やかなイメージ
・とにかく出たいっ🎶 あの雰囲気で吹きたいっ💕
・色々なバンドの演奏が聴けて楽しい
・お祭り
・歴史があり、多くのミュージシャンにとって憧れでもあるイメージ

ジャズプロのイメージ（応募しようと思った理由など何でも） 4/4
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・横浜市民の皆さんにしっかりと聴いていただけている実感が強く、ジャズ度の高さを感じ
て演者としてとても充実感がある。スタッフの方や観客の方と触れあいもあって良い出会
いにも繋がった。

・ランドマークはじめ横浜のいい感じの場所でライブができること
・屋外のライブは滅多にないので、新鮮味が有る。
・色んな人やスタイルのプレイヤーに聴いてもらえる。
・本番として多くの人に演奏を聴いてもらえること
・集客を考えなくて良いところ
・見知らぬ方々が自分たちの演奏で踊ってくれたこと。とても嬉しい気持ちになりました。
・過去2回出演して、集客の多さや反応などに感動したので、また、出たい。
・イベントでしかできないストリートでの演奏
・演奏ステージが街中で大変魅力があります。
・一般の方の前で演奏できる
・色々な人に自分たちの演奏を聴いてもらえる
・大きなイベントに参加できる
・通りすがりで気軽にジャズに触れられる。
・普段出会わない方や一般の方に聞いていただける事が魅力です。
・街の一体感がとても好きです。
・街の美しさ
・街角(有隣堂前)や桜木町駅前でやった時に、四方からオーディエンスが集まって来てくれ
る臨場感や、いろんなスタイルで聞き入ってくれている姿が記憶に深く残っています。
大勢の人に囲まれて演奏したことが印象に残りました。

・チックコリアやハービーハンコックの曲を演奏後に すごく良かった！と観客の方から声を
かけてもらえたこと。

・集客をしなくて良い、不特定多数のオーディエンスの反応で実力が分かる
・サカタのタネ ガーデンスクエアで演奏出来た事が最高に幸せでした。出来はともかく。
・ジャズフェスに出るというステイタス
・不特定多数の方々に観て頂けること
・道行く人が立ち止まってくれたとき
・聴衆が喜んでくれること
・演奏を始めると自然に人が集まってくる感覚がすてき

・通りすがりの車のドライバーがサムズアップしてくれた
・スタッフの丁寧な対応
・多くの人が観て、聴いてくれる
・中華街で打ち上げが出来る
・ジャズが盛んなまちの中心地で演奏出来る
・たくさんの人に観てもらえる。
・コレットマーレでの演奏で観客がどんどん増えて盛り上がった時はとても気持ちよかったです
・友達来やすい
・おしゃれな憧れの横浜での演奏。スタッフもとても良い。
・クイーンズサークルや近辺のお客様の多さと盛り上がりがとても印象に残りました。
・反省点が見え、後の活動へのステップ、自信に繋がるのではないかと思います。
・色んな人に聞いてもらえる、横浜の綺麗な景観の中で演奏できる、運営がしっかりしている
・多くの一般の、街ゆく人にきいていただけること
・運営がしっかりしていて、本番も不安なく演奏できた。
・知らない方にも聞いていただけて、よかったと声をかけられること。(そのためにみんなが知っ
てそうな映画音楽を一曲入れておくのが秘訣です。)

・演奏後に観客の方からお言葉やチップをいただいたこと。
・伊勢佐木町の会場で演奏したが、観客の多さと、反応の良さが印象的だった。
・ジャズ好きな聴衆が多い感じ。今度一緒にやらないかと声かけられた。
・ただただ楽しい！
・外国人の子供がみな踊りはじめた
・洗練されたロケーション、お客様の好意的な反応
・街で通りすがりの人たちが聴いてくれる事に喜びを感じられます。
・演奏時間が長いので思いっきりプレーが可能。
・通りがかりの人も足を止めてくれたり応援してくれる
・2018年に出演したときに、お客様の自然な流れからアンコールをいただき、準備をしていな
かったのに30秒ほど打ち合わせ後急遽アンコールを演奏したこと！とっても楽しかったで
す！これこそジャズだなと感じました！！

・プロアマ、ボランティア全員でイベントを作り出すところ
・自分だけでなくいろいろな演奏が聴ける
・台風の影響でギリギリまで開催連絡を待ってた時
・広い演奏会場と多くのお客様

ジャズプロで演奏する魅力（過去に出演経験のある方は印象に残った出来事など） 1/4
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・いままで接点のなかった人たちに聴いてもらえる機会が作れる
・会場の方々にシェーカーを配り振ってもらった
・通りすがりの人にも聞いてもらえる。
・アマチュアでは 単独であれだけの観客を集めるのは大変。良い経験になります。
・ドックヤードガーデンでの演奏で、台風で風が強く、譜面が飛ばされる
・お客さんの近さとノリの良さ
・地元であることでお客さんを呼べる、街角ライブで気軽に聞いていただけることで知って
いただけること、大好きな横濱の景色をバックに出来ること

・演奏していて、歩いている人が足を止めて聴いてくれると嬉しかったです。
・街角ライブなどでアマチュアグループの参加にも門戸を拡げており、たくさんのジャズファ
ンに聴いていただけること。

・ステージにより集客力が大きく変わる
・多くの客に聴いてもらえる
・演奏しやすい環境(機材の持ち込みや不足の対処に親身に答えてくれた)
・横濱の街とジャズがマッチしていること
・街角ライブはお客さまとの距離感が絶妙で、演奏していてとても楽しい！
・通りすがりの人、外国人が気軽に聞いて口笛や拍手で応援してくださる。ステキ！
・お客さんが多い、街中が一体感がある、背景(景色）がいいところが多い
・オープンエアーで演奏できること。たまたま通りかかった人たちが熱心に聞き入ってくれ
て最後に「好い演奏でした」と声を掛けてくれること。

・通りすがりの方を含め大勢の人に聴いてもらえる。
・地元横浜だから
・横浜の街中で演奏ができ、多くのジャズ好きな方々に聴いていただける気持ち良さ
・2018年にラグビーファンゾーンで演奏させてもらいました。
・気持ちいいから
・規模感、観客の多さ
・横浜というジャズの聖地で行われるフェスに出るということ
・見知らぬ人、通りすがりの人たちが演奏をお聴きくださること。
・以前のジャズプロで横浜ベイシェラトンのロビーで演奏させていただいた時、椅子に坐っ
ている方たちが、聴いている風でもなかったのに拍手をくださったり反応してくださった
ことがとても嬉しかったです。

・とってもいい思い出になった。演奏後の酒がうまい。
・とにかく聴いてくれる人がいるのが素晴らしい

・知り合いだけで無く、不特定多数の観客に観て貰える良い機会。自分達の聴かせ方を試せる良
い機会。

・人種が関係無さそう
・知名度のあるジャズフェスなので特に野外ステージはお客さんも多くやりごたえがあると思う。
・街角ライブだと通りすがりの人達が立ち止まって演奏を聴いてくれる事
・ビッグバンドで参加した際に、ベイシーについて熱く語ってくれる方がいて、とてもよい刺激に
なった

・本当に気持ちいい。街の雰囲気が好きで、音楽がもっと楽しく感じます。いろいろなステージが
あるのも楽しいです。

・絶対心に残る演奏技術をあげるきっかけにもなる。
・たくさんの人に聞いていただける。
・演奏できるステージがすき
・様々な人に聞いて貰える。また、様々な団体の演奏を聞く事ができる
・沢山のプロの方の演奏を聞ける
・街角でさまざまな人に聴いていただき、演奏後に「よかったよ！」と声をかけられる等、ジャズ
を通じて人々と関わること。横浜の素敵な街並みを背景に演奏できることなど！

・地元
・知らない方々に聞いてもらえる
・野外での演奏だった為通りすがりの人にも音楽を届けられ、演奏終了後にそういった方々との
交流を持てた事。

・通りすがりの人に聴いてもらえる可能性がある。
・お客さんが多い
・横濱の風景、会場の雰囲気、観客とのふれあい、これら全てが自然に調和しているところが
グッド！

・Jazz好きなかた、一般の方が無料でだれでも楽しんでいただける醍醐味が魅力です。台風の
シーズンで、大きなテントが崩れたのを徹夜で直した後に出演したり、雨が上がるまで待って
演奏したりと、いろいろな思い出がありました。

・みなとみらいのサカタのタネ広場で歌った時、お客様から沢山お声掛けして頂き、「楽しかっ
た」「良かった」などお声掛けして頂いた事が印象に残っています。ジャズに興味のある方も全
く偶然に通り過ぎた方も足を止めて頂ける街角ジャズはライブハウスとはまた一味違った魅力
があります。

・街を行き交うたくさんの人に聴いてもらえる

ジャズプロで演奏する魅力（過去に出演経験のある方は印象に残った出来事など） 2/4
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・集客、音響
・大勢の方が聴いてくださるので、張り合いがある。
・何といっても通りすがりの方が足を止めて聞いてもらえることが何よりの魅力です。ただ、
場所によっても人通りが異なるため、自分たちも「ぜひ当選したい場所」という印象があり
ます。一番好みの場所はコレットマーレです。

・不特定多数の聴衆に音楽を届けられる事。
・街角ライブは家族や友達以外の街を行くいわば知らない方々が、音にひかれて立ち止まっ
て聴いてくださるイベントで、たくさんの方が集まってくださって拍手してくれて応援して
もらえるのがすごく嬉しく、モチベーションが上がる。

・ジャズに興味がある方やジャズに詳しい方に聞いてもらえるチャンス。
・他のバンドの演奏を聴けること。
・ふだんの練習成果を歴史ある「横浜ジャズプロムナード」のステージで発表できること
・本場で演奏の実力に挑戦できる
・多くの方にきいていただける
・大衆向けではなくジャズが好きな人たちの集まりで演奏できること。
・沢山の人の前で演奏できる
・ジャズを知ってもらえること
・音楽で楽しんでもらえること"
・地元で演奏できること！
・観客との距離が近いのが素敵です。街角も良いですが、シェラトンホテルに出演させて頂
いたときは、ラウンジでホテル利用の海外の方のゆったり感が凄く良かったです。また参
加したいと思いました。

・地元ということで家族や同級生を呼びやすい／「横浜」というブランド
・貴重な経験
・通りがかりの人が聞いてくれる
・大勢の人の前で演奏する高揚感？
・ジャズを知らない人も誰もが楽しんでいただけると思う
・関内、馬車道など、素敵な場所で演奏できること
・お客さんが多い、デパートなどの公共施設で演奏できる
・無料なので気軽に来ていただけるし、知らない方にも聞いていただけることが魅力。
・横浜の風景を感じながら演奏できる

・横浜の街で奏でられる事
・持ち時間も40分あって、いろいろなカラーの曲が演奏できるし、聴く側も気軽に立ち止まって
聴けるのがいい。

・多くのジャズ好きのお客様の前で演奏出来ること。
・ジャズの街、横濱で演奏出来るのがたまらない。
・街自体にオーラがある。
・様々なかたに聞いて頂ける
・私が卒業した植木リトゥルエコーアンサンブルでは、毎年小学三年生のメンバーにとってステー
ジデビューの場となっており、小学生ながらにジャズフェスの雰囲気やステージで必要なこと
など多くのことを学べること。また、ジャズ慣れしている大人の生の演奏をたくさん聞いて学
べること。

・他のビッバンドの演奏に触れること
・お客様が温かい（過去にアンコールをいただいたことがあります。）、演奏ステージのロケーショ
ンがいい。

・モチベーション
・地の利がいい、フリーのライブなのでいろんな方が来てくれた。
・ライブハウス、ホールのハコに捉われず、知人ファン以外の不特定多数の人が通る野外スポット
で演奏ができ、演奏に興味を持ってくれれば、自然と人が集まるスチュエーションでチャレンジ
し甲斐があると思います。

・集客以外の方への発表の場
・足を止めて聞いて下さること
・レベルの高いイベントの中で自分達の演奏を試すといい同時にいい雰囲気の中で演奏を楽しむ。
・横浜クロスストリートの会場は、雰囲気、音響とも秀逸だった。街が音楽を愛する姿も他に例が
ないと感じた。

・屋外で演奏できる事が最大の魅力です。コレットマーレ前で演奏した事がありますが、通行人の
方が足を止めて聴いてくださりとても嬉しかったです。

・開催時期にその周辺が盛り上がっている光景が、空気感や、スタッフ、案内所、の感じ、
・聴衆の耳が肥えている。
・スタッフも観客も暖かい
・街全体がジャズに理解があり、買い物ついでに見ていただくラフな感じが良い
・ソロ

ジャズプロで演奏する魅力（過去に出演経験のある方は印象に残った出来事など） 3/4
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・お客さんも楽しんでくれること
・横濱はジャズになじむ
・日本一の規模だから
・元町ショッピングストリートのライブで、通りがかった人たちが足を止めて聞いてくれて、
手拍子をくれたりしたこと

・何より横浜の街中で演奏することができた。またスタッフの方もボランティアで親切にして
いただき気持ちよく演奏することがでた。またお客様との距離も近く楽しんでいる様子が
とても身近に感じられた。

・街全体とジャズプロの一体感
・お客さんが気軽に見てくれる
・演奏する人も横浜を満喫出来るのと、観に来てくださった方たち、運営の方々や他のバン
ドの方と交流出来るのが魅力です。

・横浜の素敵な雰囲気の中で演奏出来ること。他のプレイヤーさんと知り合えること。
色々な方々に聴いていただけることでしょうか。
・観客が暖かい
・大好きな街で演奏できる、スタッフのみなさま・お客さんが温かい
・知らないお客さんから次回のライブについて聞かれた
・音楽をやっている人もやっていない人も、大人から子供まで楽しめること。街中に音楽と
笑顔があふれている様子は幸せを感じる。

・ランドマークで演奏したときは、沢山の方々に聴いていただき、嬉しかったです
・横浜＝ジャズだから
・お客様が好意的
・ステータスを感じる気がする
・通りがかりの人が足を止めて耳を傾けてくれること
・ジャズ好きの人にも通りすがりの人にも聴いてもらえる
・知らないひとに聴いてもらえる
・会場がオープンなので、幅広い年代の人が聞いてくれること
・まだ出演したことが無いのでよくわかりません
・横浜の聴衆
・多くの人前での演奏
・アマチュアであっても、多くの人に聞いてもらえる機会がもてること。横浜の抜群のロケー
ションで演奏できること。

・通行人(内輪の友達以外)の反応で自分たちの本当のレベルを知る事ができる。そんなレア体
験が魅力。

・演奏後の打ち上げで行くお店での食事や会話も楽しみの一つです
・会場の雰囲気
・お客さんがたくさん集まってくれる。
・横浜市民として一番身近なイベント。友人も呼びやすい。
・飛び入りのミュージシャン等
・事務局スタッフの皆さんの献身的な活躍振り。心から音楽と横濱が好きなのが伝わりました。
・横浜の街中で演奏してみたいです！
・日本でトップクラスの知名度のジャズフェスで、人通りの多い場所での演奏のため、様々な人々
に演奏を聴いてもらえること

・関内駅前ステージは多くの人に来て頂いて盛り上がりました。
・観客の反応がダイレクトに感じるところ。ジャズをやっててよかったと思えるところ
・ジャズの歴史の深い横濱のジャズ通な観客の皆さんの前で演奏できること。
・過去に印象に残った出来事としては、私たちの演奏を聴いて、客席横で踊っていいですか？っ
てノリノリになっていただいた方がいらしたこと。

・ライブを通じて、知り合いと交流できた。
・私達が出演した場所はコレットマーレの前でしたが、たくさんの通りがかりの方々が足を止め
て聴いてくれたことは、本当にうれしく貴重な経験でした。特に南米から日本へのご旅行中の
ご夫婦が、私達の演奏に合わせて前に出て踊ってくださったことは、音楽をやっていて本当に
良かった、と思える感動の瞬間でした。

・通りがかった人たちが、集まってきて声援してくれることに感動！
・横浜の街角、あちこちでジャズが溢れている楽しさ！
・プロ、アマが混在し、街がJAZZ一色に染まる感動
・泰地先生のお知り合いの複数のプロの方々が，通りすがりにソロを吹いて下さったり，キャロ
ル山崎さんが歌って下さったりと，まさにプロムナードの言葉通りのイベントということです。

・地元横浜で好きな音楽を披露できる場があること
・横浜の街が音楽に包まれ、たくさんの人たちに気軽に楽しんでいただけること
・他のライブも見れる
・イベント会場の立地
・お客様の数が多い。
・野外ライブで秋の風が気持ち良かった

ジャズプロで演奏する魅力（過去に出演経験のある方は印象に残った出来事など） 4/4
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横浜市内で演奏したい（してみたい）場所

エリア エリア合計 件数 場所

横浜駅 22

18 横浜駅（駅構内、西口、東口、周辺商業施設）

2 横浜ビブレ周辺

2 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズのロビー

元町・中華街 26

1 イギリス館

3 中華街

2 元町ショッピングストリート

1 県民ホール

16 山下公園

3 氷川丸

日本大通り 12

6 横浜市開港記念会館

4 大さん橋

2 象の鼻パーク/テラス

新港地区 28

25 横浜赤レンガ倉庫

1 ハンマーヘッド

1 運河パーク

1 コスモワールド

みなとみらい 68

17 みなとみらい

2 日本丸メモリアルパーク

4 モーション・ブルー・ヨコハマ

19 クイーンズサークル

3 クイーンズパーク

12 ランドマークタワー／プラザ

2 ワールドポーターズ

5 ドックヤードガーデン

3 みなとみらいホール

1 インターコンチネンタルのロビー

エリア エリア合計 件数 場所

馬車道 14

7 市役所アトリウム

4 馬車道

2 パラダイスカフェ

1 ビルボード

桜木町 9
6 桜木町駅（駅前、駅ナカ、CIAL）

3 コレットマーレ

関内 17

3 Bar Bar Bar

5 横浜スタジアム

3 関内駅

2 大通り公園

4 関内ホール／ホール前

野毛 3 3 野毛

伊勢佐木 5 5 伊勢佐木町／伊勢佐木モール

その他 22

1 八景島シーパラダイス

2 横浜ベイサイドマリーナ

1 スプリングボックス（金沢文庫）

2 キリンビール横浜工場敷地内（鶴見区生麦）

1 新横浜

2 横浜アリーナ

1 根岸森林公園（山手）

1 三渓園

1 イングリッシュガーデン（平沼橋）

1 センター南駅前広場

1 港北

1 本牧

1 戸塚

2 上大岡ウイング広場

2 たまプラーザ

2 横浜市営地下鉄駅構内
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横浜市内で演奏したい（してみたい）場所

その他

ジャズプロに出演している他のバンドの演奏を聴い
たり、交流はありますか？

かなりある

31

まぁまぁある

118

あまりない

96

かなりある まぁまぁある あまりない

31 118 96

13% 48% 39%

町工場跡地や立ち飲み屋、不動産屋など意外な場所
駅前やショッピングモールなどの人通りの多いところ
大規模会場、ライブハウス
ジャズセッションをやっているバーなど
ホテルのラウンジ等
公園
海の近く
ハコの中ではなく、人通りの多いストリートでの演奏
屋外スペースならどこでも
オープンカフェ
駅ナカ、駅前の大通り
爆音の曲は余りないので、そこそこお客様が居て一緒に手拍子したり出来そうな所

横浜市内ではないけれど…
川崎駅
溝の口
横須賀などの海の近く
甲府イオンモール
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ジャズプロ参加料（ひとり2000円）について

高い

9%

普通

88%

安い

3%

高い 普通 安い

23 216 6

9% 88% 2%

「高い」「安い」を選んだ方は、妥当と思う金額を教えてください。

【「高い」とご回答いただいた方からの意見】

・ひとりあたり 無料／1000円／1500円／1人1000円+団体費用10000円

・バンドあたり 1万円程度（10人前後）／上限2万円まで／2-3万円／3万円上限

・参加メンバーが多いと時間枠が同じでも負担が増える。バンドあたり2万円程度が妥当

・団体としては人数が少ない方が安いという考えになってしまうので、団体費用と個人費用があった方が公平だと思う

・ビッグバンドなのでバンド合計が高額になってしまう。本番で人数の加減の可能性があるのでバンド単位にして欲しい。

・大人数のバンドの場合はバンド全体としての金額設定の方がよいのては？

・バンド活動費から捻出しているので負担が大きい

・BigBandとコンボで金額にかなり差がある。バンド単位（人数区切りなど）にすべきでは？

・Tシャツも購入すると4千円となるので、高く感じる。すみだの場合、Tシャツ2500円の購入で賄い参加費はかからない。

それも必須では無い。

・例えば設定基準として、会場ごとの設定だとわかりやすく申し込みがしやすい。

（個人ごとの設定の場合、すみだジャズ（Tシャツ込みで一人当たり2,500円）と比較すると若干高めな感があります）

・問題ない金額だとは思いますが、他の収入など検討の余地が無いのかなと思います。ざっと考えて参加料の総額はフェ

スの規模と比較して、それほど多くないような気がします。

【「安い」とご回答いただいた方からの意見】

・2500円 ・3000円 ・4000円 ・3〜4千円

・この機材、スタッフの動員で本当に1人2000円でできるのでしょうか？何十万もするようなら嫌ですが（笑）

提示された金額が2000円を上回っても私はお支払いします。
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街角ライブ出演にあたって「無審査・抽選方式」である
ことについて

今のまま

無審査・抽選

がいい

40%

審査して欲しい

25%

どちらでも良い

35%

無審査・抽選
（今のまま）が良い

審査して欲しい どちらでも良い

98 62 85

40% 25% 35%

前の質問（無審査・抽選方式について）の回答の
理由を教えてください。 1/4

【無審査・抽選方式（今のまま）が良い】と回答された方の意見

・身近なバンドやいろいろな演奏を聴きたいから

・審査されるのは余り好まない。ですが投票方式はいいと思う！

・ジャズプロの時期に結成しているため、審査となると難しいところがある。

・チャンスが広がるから

・演奏技術が高い人たちだけが参加できるイベント等の偏りが無くなる為。

・うまいへたにかかわらず、いろんな人が出演できる可能性があるので。

・審査をすると、審査員の視点が偏る傾向を感じる。今も無審査・抽選とはいえ、何らかの恣

意的な選択は感じますが.....

・バンドとしてあまり上手くないので。

・審査されたら出られなくなっちゃうかも…

・基本は無審査・抽選でよいかと思います。

・今回のコロナもそうですが、我々も2019年にコレットマーレ当選が残念ながら台風による

中止となりましたし、他の年もやむなく参加できなかったバンドもあるかと思いますので、

中途半端な救済措置などは取らない方が良いと思います。

・誰にでも参加をする権利はある、というイベントであってほしい。

・審査があると応募に手間がかかるので。

・経験年数の少ないグループにも活動機会をあたえていただけるのがありがたい

・誰でも参加できるのが良いです。練習の励みになります。

・録画やyoutubeへの投稿等の手間が不要

・お祭りですから技量に関係なくチャンスは平等の方が良いと思う

・コロナで審査用の動画作成ができないため

・開催者の方の負担軽減のため。

・審査のイベントには中々出演出来ない。落とされる。

・特別上手でなくても、出演できるチャンスがある

・審査する場合、基準を決めることで出演者のバラエティがなくなるため。

・今年は通るかなとドキドキする感じが好きです

・間口は少しでも広い方が良い。



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 35

【無審査・抽選方式（今のまま）が良い】と回答された方の意見

・技量にこだわり過ぎるとアマチュアとして楽しめないから

・アマチュアバンドの活動機会はバンドの上手さに関わらず平等にあった方が良いと考えます。

・首都圏の他のジャズフェスは審査ありですが、審査する人の友人・縁故等が優先されている気

がして審査基準が不透明だから。

・審査は不正が出る可能性有り

・色々な形態のバンドやコンボがある中で、審査基準を明確にするのが難しいと思うから／毎年

同じバンドばかりが出るのを防げると思うから

・いろんなひとにチャンスがある方がよい

・公平だから

・様々なバンドに広く演奏の機会を提供する意味では、現状維持がベストだと思います。とはい

いつつも、やはり小中高のバンドは別枠でもいいので、確実に演奏できる機会を頂けると、部

活の年間活動予定に組み込みやすいのと、横浜のジャズ文化の継承と発展につながると思い

ます。

・演奏レベルに関係なく、誰にでも平等にストリート演奏のレア体験チャンスを与える考え方が好

きだから。審査をする人間の感性・趣味で選抜した場合、バンドの傾向が固定されるので、聴く

側・観る側も飽きてしまう。

・プロの演奏枠は別にある訳だし、音楽好きのアマチュアの奏でるほのぼのとした雰囲気が好き

です

・幅広い音楽が聞ける機会であってほしい

・演奏技術が高くなくても出演することができるのが良い。

・初心者からベテランまで、誰でも演奏の機会があることは良いことだと思います。

・音楽好きの皆さんに平等に発表のチャンスが得られる。

・完全な審査方式にしてもらうと、他のフェスやイベントに出演しているバンドやグループが有利

になってしまうため。無名のバンドやグループの出演の機会を増やすためには抽選のほうがい

いと思いますが、演奏イメージの把握としての動画提出はありだと思います。

・多くの人に機会を与えるので、抽選が良いと思います

・抽選の仕組み等は分かりませんが、今のままでうまくいっているなら継続でよいと思います。

前の質問（無審査・抽選方式について）の回答の理由を教えてください。 2/4

【無審査・抽選方式（今のまま）が良い】と回答された方の意見

・どのバンドにも、出演権利があるからありがたい。アマチュアバンドの本領は楽しさだから、

出演できる可能性があることはいいことだと思う。

・実力有無、両方にチャンスを！

・より多くのバンドが、参加できる可能性があるから。

・どの様な選考方法でも，一定数の反対は出るでしょうから，主催者さまの運営し易い方法

がベストではないかと思います。

・現状のままでいいと思う。

・公平だから。でもプロ枠で有名人の姉弟が出ていたりそれをコメントすると、あまり良い感

じはしないと思う。純粋にジャズが好きだという人の発表の場であり続けてほしい。

・広く参加の機会があるから

・自然で良い

・色んな習熟度の人が等しく参加出来る事は、価値があると思います。

・色んな方に演奏の機会を与えて欲しい

・公平であるため。
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【審査して欲しい】と回答された方の意見

・あまり相応しくないバンドははじいてほしい

・出演者の音楽傾向の把握が必要不可欠

・出演者のレベルを維持してもらいたい

・実力が認められての出演だとやりがいがある。

・バンドとしての目標が見えるのではないかな思います。

・審査された結果は納得ができる。

・応募から盛り上がる。審査方法はスタッフの色々な意向でいい

・抽選で出れるとなると嬉しいが、客観的なレベルに達しているか不安であるため。

・なかなか、当たらないので最低限のレベルでの審査で、その後抽選でどうか

・審査制で選ばれれば自信になるため

・客観的に自分たちの奏力評価していただきたいため

・イベントの求める演奏レベルに達しているのか気になる

・レベル向上するから

・参加者にとっては審査に通るという目標ができ、聴衆にとっては面白い演奏を聴くことができ

るようになるため。

・観客が聴いて感動するようなレベルを目指して準備および練習を積んでますので、抽選外れた

という理由だけで出演できないのは悲しい。

我々の演奏を聞いてから落とすなら落としてほしい。

・バンドが充実している方がイベントに行く/出る意欲が湧く

・質の高いものにしたい

・ある程度の質が確保された中でがんばりたいから

・頑張って練習しても、抽選方式だと出演できない可能性があり、努力が報われない可能性があ

るので、審査してほしいと思っています

・各種類のジャズが聴けるよう配分できる

・出演がクジ運だけということが、出られなかった時に納得がいかないから

・ジャンルが広がりすぎている

・審査したうえで、抽選。が良いと思います。

前の質問（無審査・抽選方式について）の回答の理由を教えてください。 3/4

【審査して欲しい】と回答された方の意見

・クオリティーにばらつきが出るので

・運が悪くて出られない事が多いから

・審査も手間が掛かると思いますが、参加者側にとっては励みになりますし、レベルアップの

モチベーションにもなります。ブランドの構築にもなると思います。

・モチベーションがあがるから

・審査があった方が、いざ出演するにあたって、自分達の演奏の方向性に不安が残らないか

ら。

・抽選より実力で選ばれた方が出演できた場合に嬉しい

・ある程度のレベルの演奏を提供して欲しい。

・抽選だと頑張りがいがない。

・演奏機会が得られないことの理由が運ではなく、努力と実力である方が公平だと思う。

・実力で選ばれたい。

・演奏の実力、ユニークさなどを考慮して欲しい。

・運だと不安、がんばって上手くなれば出られる可能性が上がると思える方がモチベーショ

ンが上がる(抽選方式だから出られているのかもという可能性はありますが…)

その方が公平だと思う

・良い演奏を聴きたい

・基準が明確で、応募へのモチベーションが生まれる。

・ある程度のレベルを維持するため

・ふさわしいバンドに均等に機会があるなら、

・モチベーションの向上につながると感じます。"

・ハズレが連続していること

・イベント全体にわたりある程度以上の演奏のレベルを確保することが重要と考えます。
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【どちらでも良い】と回答された方の意見

・審査するのも良いと思うが基準が判らない。抽選は公平だが練習が全く考慮されないのも寂

しい気持ちが残る。

・審査してほしいとも思いますが、判断基準が難しいと思います。

・上手下手と聴いてる人が楽しんでいるかどうかは別な気がしていて、最近自分が出演する時

は、なるべく誰でも知っている曲や流行りの曲をスムースジャズにアレンジして演奏する

事が多いです。

そうする事で万人受けすると思い行っていましたが、それをどう評価されるのか疑問です。

・変に偏ったりしそうなのでいっそう無審査が良いと思いますが、

・もし審査するのであれば最低限のラインを超えているだけ審査を行いその上抽選でオープンな

審査抽選を望みます

・どちらも一長一短で難しいですよね

・誰でも出れるようであってほしいが、レベルも欲しい気がするので。

・どちらにもメリットや公平性はあると思うため

・他のジャズフェスティバル同様演奏の内容を審査して決めてほしいと思う反面、無審査・抽選方

式により幅広いバンドが参加できるので、それもありかなと思うため。

・多様性がでる

・バランス感覚に一任したいと思います

・誰でも出れるのはアマにとっては良い事だし審査をする事は演奏レベルの均一化になりどちら

にもメリットがある

・審査があった方が良いとは思うが動画などがなく評価ができないこともあるのでは。

・主催者の意図を尊重

・開催側のポリシーで決定されれば良いと考えております。

・横浜のバンドを少し優先してもいいような気もします

・審査されるなら、それなりの工夫をして応募するけれど、審査基準も良くわからない。抽選なら

抽選で、本当に抽選ならば落選してもあきらめがつく。勘繰らずに済む。

・抽選や審査いろんな方法がフェスによって違うので、それが個性になっていると思います

・私達は応募する側なので、運営の方々が決めた方法で十分だと思うから。

前の質問（無審査・抽選方式について）の回答の理由を教えてください。 4/4

【どちらでも良い】と回答された方の意見

・運も実力のうち

・ジャズプロさんの方針次第かと

・無審査だと運なので仕方ないと思う反面、審査ありだときちんと動画を撮ろうとするので

バンドとしてのまとまりも向上するし、モチベーションが上がる

・色々有って良い、出演権を勝ち取った感じもよし、運が良かったもありで、コロナでバンド

活動ができず、事前動画撮影が難しくなっているが、来年は大丈夫だと思うから

・審査で上手いバンドが優先される方式だと向上心と挑戦心が良いモチベーションになりま

すが、顔ぶれが同じような人達ばかりになってしまう気がします。抽選だとそこまで上手く

ないバンドでもチャンスがあり、市民フェスの醍醐味が味わえるかと（上手い演奏が見たけ

ればプロバンドを見に行けば良い）。でも、プレーヤーとして、一生懸命準備してきても、抽

選で落選するとそれも残念。どちらも一長一短あると思うので、どちらでも良いです。

・多数のバンドが参加すると審査も大変で、無審査なら質が問われない。また地元での貴重

な開催でメンバーも期待しているが遠方からの参加も多く参加自体も難しくなっている現

状がある。

・チャンスをくださるのであれば、どのような形式でも構いません。

・運営者の方々が良いと思う方法が一番いいと思うので。

・どちらが良いか、とても迷うところです。

・誰にでも等しく出演権があるから

・どうなっているのか具体的に分からない、実感がない

・出演できる機会があるのであれば方式には特に意見はありません。
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憧れのジャズミュージシャン 1/2 ※順不同、重複あり。回答をそのまま記載していますことをご了承ください。

岡沢章／ハービーハンコック／ジョンピサレリ／渡辺貞夫／納浩一／佐藤允彦／江藤良人／神保彰／The new mastersounds／本田雅人／リー・モーガン

ジョーサンプル／和泉博隆／ジョーイデフランセスコ／Nicki Parrott／松岡直也／ミッシェルカミロ／椎名林檎／渡辺貞夫／オスカーピーターソン／フィル・ウッズ

布川俊樹／スタンゲッツ／キャノンボール・アダレイ／チャーリー・パーカー／デビッド・サンボーン／決められない／Chick Corea／John McLaughlin

小曽根真／村上ポンタ／とにかくスイングしてる人／エラ・フイッツジェラルド／ジュリーロンドン／ジャネット・サイデル（ヴォーカル）／アヌアルブラヒム／マッコイタイナー

上原ひろみ／日野皓正／スコット・ハミルトン／ビル・パーキンス／ソニー・ロリンズ／ジョンスコ／／bohemianvoodoo ／山城純子／イリアーヌイリアス

BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA directed by ERIC MIYASHIRO／／トニーウィリアムス／リーリトナー／小池修／カウント・ベーシー

上原ひろみ／T-square／J.A.M／ミッシェルカミロ／マイルス デェイビス／たくさんいます／渡辺香津美／ブレッカー／矢野沙織／ボブ・ジェームス／宮本裕史

村上ポンタさん／本田雅人／Dave Koz／チック・コリア／エラパス／カウントベイシーLarry Carlton／エラ・フィッツジェラルド／エラ・フィッツジェラルドマーカスミ

ラー／Chet Baker／ハービー・ハンコック／Chick CoreaとNicholas Payton／大友義雄／板橋文夫／西直樹／福田重男／ギラ・ジルカ／デクスター・ゴードン

パキートデリヴェラ／いません／ナタリー・ウィリアムズ／神谷えり／マレーネ・モーテンセン／ソファ・ミルマン／山下洋輔／ステファングラッペリ／小曽根真

パット・メセニー／マイク・スターン／ジョージ・ベンソン／ビル・エヴァンス／ハービー・ハンコック／オスカーピーターソン／Lee Morgan／Louis Dowdeswell

伊藤きみこ／Leo p ,Monky／本田雅人／熱帯JAZZ楽団／チック・コリア／エリックドルフィー／ジュリー・ロンドン／谷山明人／ビル・エバンズ／カールフォンタナ

D・エリントン／JACO PASTORIUS／lou donaldson dave koz／Sonny Rollins／ John Coltrane／Stan Getz etcフィル・ウッズ

カウントベイシー／マイルスデイビス／神保彰／チック・コリア／カウントベーシー／ホレスシルバー／ジョーヘンダーソン／角田健一ビッグバンド／スペクトラム

ジョーパス／トランペット大山渉／TRI4TH／Ella Fitzgerald／Blossom Dearie／ロイハーグローブ／チックコリア／Tower of power／Vulf peck

Sonny Rollins／Hank Mobley／Dexter Gordon／Eric Alexander／上原ひろみ／原朋直／岡崎好朗／Ryan Kisor／David Wong／Mads Vinding

J.J. Johnson／本田雅人／カウントベイシー／中本マリセロニアス▪モンク／アルチュール・サンドバル／マイルス・デイビス／サドジョーンズ&メルルイス
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憧れのジャズミュージシャン ２/２ ※順不同、重複あり。回答をそのまま記載していますことをご了承ください。

ジャコ・パストリアス／中川喜弘／今野菊治／白石幸司／右近茂／五十嵐明要／田辺信男／幅広く好きなミュージシャンは多いです／西田幹／Joe Pass／ケニージー

ジュリーロンドン／大阪雅彦／上原ひろみ／ジェラルドアルブライト／Alan Baylock／上原ひろみ／挟間美帆／マンハッタントランスファー／Jim Hall／土岐英史

チックコリア／ジョシュアレッドマン／デクスターゴードン／石若駿／コリーヘンリー／ハービーハンコック／マイケル・ブレッカー／Mel Torme／Dizzy Gillespie

Louie Bellson／エリックミヤシロ／セバリンセン／マイケル・ブレッカー／クインシージョーンズ／パットメセニー／ハードバップのサックスの人（デクスターゴードンとか）

ブルーミッチェル／小曽根真／上原ひろみ／カーティスフラー／チャーリーパーカー／大坂昌彦／ビルエヴァンス／日野賢二／エルビンジョーンズ／バディリッチ

フィリージョージョーンズ／サッチモ／バドパウエル／ソニークラーク／ビルエバンス／エラフィッツジェラルド／リチャード・ストルツマン／ジョンコルトレーン

チックコリア／角田健一ビッグバンド／たくさんいて選べない／守谷純子／Chick Corea／北村英治／アートブレイキー／ハーヴィーメイソン／スティーブガッド

ロンカーター／ジャコパストリアス／マリーナショー／ニーナシモン／ダイアナクラール／アルジャロウ／ビルワトラス／中川英二郎／村田陽一／堂本雅樹／Matteo 

Mancuso／キャノンボールアダレイ／The Crusaders／ボビーティモンズ／Clare Fisher／デイブグルーシン／小曽根真／上原ひろみ／ミシェルペトロチアーニ

キースジャレット／Phil Woods／Chad LB／和田明／松本英彦／日野皓正／渡辺貞夫／ポールチェンバース／ロン・カーター／Joe Pass／Wes Montgomery

George／ヘレンメリル／BensomEarl Klugh／渡辺香津美／チャーリーパーカー／チックコリア／BIG PHAT BAND／エリックミヤシロ／ビル・ワトラス

ミッシェルカミロ／ディグラン ハマシアン／エラフィッツジェラルド／ロニーキューバ／ロベルタガンバリーニ／山中千尋／Andy Martin／Paolo Fresu／近藤和彦

bohemianvoodoo／ハイラム・ブロック／ハービー・ハンコック／ディーンマーチン／上原ひろみ／ジェリーマリガン／Jacob Koller／渡辺貞夫／上原ひろみ

ハンク・ジョーンズ／Jerry Gonzalez／Poncho Sanchez／ケニー・カークランド／ダイアン・リーヴス／Bill Evans／Tommy FlanaganRon Carter

Bob James／Lee Ritenour／Dave Grusin／Tal Farlow／Herbie Mann／ビル・エヴァンス／マーカスミラー／松岡直也／ギラ・ジルカ／多すぎて(笑)…

Roy Hargrove／Chick Corea／Brian Blade／John Scofield／渡辺香津美／関根彰良／エラ・フィッツジェラルド／アレサ・フランクリン／ダイナ・ワシントン

エリック・マリアンサル／三木俊雄／泰地虔郎先生／橋本貴久／ハービーハンコック／ミッシェルルカミロ／ウィントンマルサリス
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ジャズプロに期待すること 1/7

・会場か日程をさらに増やして欲しい
・来年開催
・広く開かれた開催を継続して欲しい
・もっと、盛大なイベントになることを期待してます。
・出来るだけたくさんのバンドが出られるようにお願いします。
・出る人も、聴く人も楽しめるフェスティバル。
・屋内会場を増やしてほしい。
・長く続けてほしい
・コロナで中止となり、今回受かっていたバンドが来年のジャズプロではなるべく出演出来る方向で調整との事でとてもありがたいし賛成していますが、
他のバンドでは天候の問題でここ数年受かっても何度も練習、準備を進めていたのに出れていないバンドもありそちらも来年は救って頂きたいと思います。
難しいとは思いますが、会場増やすや二週に渡って行うなどで、そのようなバンドも出れるよう配慮頂けると嬉しいです
・公平な審査。
・事務局の皆さまは台風とコロナで大変な数年だったと思います。来年こそはなんとか開催を期待しています。
・できれば年2回開催でも実施していただければ嬉しいです。
・他バンドとの交流機会 認知度アップ
・次は開催できると良いなとおもいます
・来年、もしコロナの影響が残っていても、是が非でも生の（安全な）演奏ができるジャズプロを期待しています。
・イベントが難しい状況が続くかもしれませんが、小規模でも続けて灯を消さないでほしいです。
・申し込み等の手続方法（FAXやメールでやりとりするなど）が古い気がします。Webサイトから直接申し込みできれば便利だと思います。
・アマチュアバンドにとって参加できる最大規模のイベントなので是非継続していただきたい。
・音源審査するフェスも多い中、是非、抽選方式を続けて欲しい
・これからもずっと継続できるように！自分が出演しなくても、オーディエンスとしても楽しめるイベントだと思います。
・たくさんの人に聴いて欲しい
・会場毎の大トリで、プロの演奏家をセッティングして頂けたら嬉しいです。
・年に１回の機会を、より増やして欲しい。
・ジャズプロライブ動画の発信
・出れる確率の向上
・抽選に通りたい！！
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ジャズプロに期待すること 2/7

・このままずっとイベントを続けて欲しい
・続いてほしい
・毎年度確実な開催できる時期見直し（主に天候）
・これからもずっと続いていってほしい
・もっと演奏機会が増える企画をやってほしい
・ぜひ来年こそは！
・新しい音楽仲間と接触。
・多くの人にジャズを楽しむ機会をつくってほしいです
・ジャズという言葉にとらわれず、インストミュージックの祭典としてほしい。
・横浜の音楽活動の活性化
・コロナ禍を乗り越えて、また、再開を願います。
・楽しい空間を作り出してくれるジャズプロの継続
・横浜という魅力のある街を会場としたフェスティバルですので、年に２回開催なども検討されてはいかがでしょうか。（春頃に縮小版の開催など）
・運営大変かとは思いますが、会場数等規模の更なる拡大してほしいです
・これからもずっと継続してほしい あまり大きなイベントにならないでほしい
・来年こそは開催できるといいですね
・ずっと続いてほしい
・沢山の方にご来場いただいて聞いていただきたい。
・継続をよろしくお願いします。
・街中にジャズが溢れて欲しい✨ 会場がもっと増えると嬉しいです。

・横浜の音楽カルチャーを支える、市民の気持ちを明るく活気づける文化活動として、継続されていくこと、できれば規模が拡大して行くことを期待します。
近隣の方々のさらなるご理解ご協力を頂けるよう、ジャズフェスとして国内外に知名度が上がってくことを切に願います。横浜ブランディングのとても貴重なコンテンツです。
・多くの人にジャズの楽しさを知ってもらうイベントになると良いと思います。
・演奏会場を更に増やし、演奏のチャンスをもっと与えてほしい。
・バンド同士の交流
・審査でのバンド選出はやらないで欲しい！
・横浜の音楽シーンを盛り上げて欲しい
・街角ライブを続けて開催してほしい。
・継続してほしい。どんなことがあっても横濱のジャズの灯を消さないで！！
・中止となる年は、代替えの対応をしてほしいです。(例:遠隔場所で演奏している映像放映するなど)
・今後も長く継続していただきたいです。また、規模も拡大できるといいと思います。
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ジャズプロに期待すること 3/7

・予備日を設定して天候のリスクを回避できないか？
・継続
・音楽イベントの枠を超えたエンターテインメント
・ライブハウスに行こうと思うと なかなか混みますね。何か工夫が出来ないものかと。。。
・コロナで運営が厳しくなる、変化を求められるかもしれませんが、何らかの形で継続してほしい。
・アマチュアバンドももっとPRしてほしい
・街角ライブの場所を増やして欲しいです。騒音問題とかで難しいかもですが。
・アマチュアグループのために、ホール、ライブハウスなどの屋内開催を増やして欲しい。
・集客や広告宣伝
・規模の拡大です。
・倍率が高いのかここ数年落選が続いてまして。。。ご無理を言ってすいません。
・継続開催を希望したい
・いつまでもアマチュア音楽家に開かれたジャズプロであって頂きたい。
・来年はぜひ開催しましょう。街角もクインズスクエアのように、雨天演奏可能な場所を開拓していただきたいです。一昨年の台風中止は仕方ないですが。
・場所の確保などとても大変だと思いますが、ビッグバンドが参加できるジャズフェスはアマチュアビッグバンドにとってとても大切な場です。
天候に負けず、ぎりぎりまで頑張ってくれるのがジャズプロ。社会情勢にも負けないで、次回は開催してもらえたらうれしいです。
・先にも述べましたが、ゆくゆくはジャズと言う括りを取り払い、ありとあらゆるジャンルの音楽を集めた一大「音楽」イベントにしていって欲しいと思います。
・イベントにお金がかかる事は承知しているので、出演料は仕方ないとは思います。
しかしながら、アマチュアなので駐車料金や、その他諸々の持ち出しも多くあります。負担金は少ないほうが嬉しいです。

・やめないで続けてほしい
・長く続けてほしい
・もう少し現代的なサウンドのバンドを聴きたいです。
・出演者と観客が楽しめるイベントにして欲しい。
・動画審査してほしい、オンラインミーティングにしてほしい、中止時はオンライン開催してほしい
・プロのインストクラブジャズのバンドも出演してほしい
・ジャズの楽しさが一人でも多くの人に伝わるといいと思います。
・長く続けてほしい
・中止が続いていますが、ぜひ再開継続していただきたい。
・ジャズフェスを名乗ってジャズ以外のバンドが出るイベントも増えてきているのでジャズ推しで頑張ってほしい
・ステージ数が増えてより多くのバンドが出演出来るようになる事
・音楽が身近にあると思って貰えるようなイベントに一緒にしたいです
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ジャズプロに期待すること 4/7

・2022年にはぜひ実施していただきたく存じます。
・継続
・演奏会場を拡大してより演奏できる人を増やして欲しいです！
・地域との交流
・もっと広まって欲しい。
・来年コロナが収まっていたら参加したい。
・どんなバンドがでてくるのか場所が限られてしまうので抽選は仕方ないと思いますが、できるなら応募したバンドみんなが演奏できればなぁと思っています！
・継続を
・より良い演奏環境
・いろいろなサウンドを聞きたい
・演奏会場を増やしていただけると演奏機会が増えて良いと思います。
・これからも続けていってください。
・ビッグバンド会場をもう少し増やして欲しい
・運営は大変とは存じますが、多くの会場で気軽に音楽が楽しめる街角ライブとチケットを購入していろいろなプロを聞けるスタイルの組み合わせは他ではできないイベントなのでぜひ続けてい
ただきたいです。

・横浜から日本へ、世界へ、ジャズの楽しさを発信してほしい！コロナに負けず、状況が良ければ・・・
・再開して、その後もずっと続けて欲しい！
・PAなどの演奏環境。過去に別のジャズフェスで酷いPAに当たったことがあり、環境が重要と思いました。
・横浜が大好きです。街歩きしているとあちらこちらから音楽が聴こえてくる♪ジャズプロがそんな街になるきっかけになったら嬉しいです。
・沢山の人が出て、沢山の人が聞くこと
・今後も制約は多いと思いますが、人気イベントでもあるため演奏できる会場を増やしていただき、できるだけ多くのミュージシャンが参加できる運営に期待しております。
・これからも横浜を盛り上げていって欲しいです。
・ジャズプロの発信力は大きい。ジャズの原点であるトラッド・スウィング系の方々のステージを増やしてほしい。元町でやるデキシーの練り歩きに、アマチュアも一緒に参加させてほしいです。
大人数の演奏の列はニューオーリンズ感を出せる。（私たちはデキシーもやってます）

・ジャズも最近は人気低迷していると思いますので幅広く魅力を発信して頂きたいです。
・来年はコロナに打ち勝った証として盛大にお願いします。
・話題のミュージッション、有望な若手の出演、新人の発掘もしてほしい。
・チケットのバリエーションがもう少しあると良い。
・これからもジャズプロに参加できる権利を与え続けること
・今後も厳しい状況が続きますが、出演機会を作り出すことを模索していただきたい
・ジャズを知らない人が好きになるキッカケを作ること
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ジャズプロに期待すること 5/7

・どんどん発展していって欲しいです！
・演奏できる会場や場所などが今後沢山増えるといいです。
・出場機会を増やしてほしい
・日本を代表するようなフェスに育ってほしい
・より一層ジャズを親しみやすいものに！ほかの地方のジャズフェスとのコラボもあったら楽しいのでは？(既に行っていたらスミマセン…)
・活性化、知名度が上がること
・開かれたジャズフェス
・貴重な体験をさせてもらいたいです
・来年こそ開催されて参加したいです
・感染対策をしたうえで、開催して欲しい
・来年こそ無事開催できることを期待しております。
・これからもより多くのアマチュアジャズミュージシャンに演奏を機会を作ってください。
・ジャズの街横浜を盛り上げてください。
・今後も横浜を軸に、さらにたくさんの会場で開催できますよう期待しています
・なるべく沢山の出演枠を維持確保していって欲しい
・末永く続いて欲しい
・横浜のジャズを盛り上げること。演奏している人のモチベーションやワクワク感を与えること。
アマチュアとの交流の機会をもっと作って欲しい

・小学生バンドや中・高校生バンドも出演させてもらえる機会なので、ぜひ大切にしてほしい。
・この時代、配信もあればと思います。
・開催時期が台風の時期ということもあるので、難しいかとは存じますが悪天候の際に中止ではなく延期などの対応をして頂けますと、より出演したいという気持ちが高くなります。
・はやくコロナ禍が空けて、再開できるとよいですね
・年２回の開催あるいは、市庁舎アトリウムなどでの年数回開催など、参加機会を増やす。
・未来永劫、日本最大のJAZZ フェスとして当日は如何なる場所からプロ、アマ問わず、それぞれのスタイルで表現でき、より多くの人達が音楽が聴けて酔いしれることのできるような2日間の
イベントになるよう期待します。

・こういう場を開催していただけることがミュージシャンとしてはありがたいことなので、出演の可否だけでなく関われたらいいと思います。
・演奏場所が増えて出演するバンドが少しでも増えたらいいなと思います
・これからも、永く開催をして行って欲しい。
・コロナ禍の中、難しいとは思いますが、会場拡大、演奏機会の拡大をお願いしたいです。
・これからも様々な会場でより多くのアマバンドに発表の機会を与えてください
・地域活性化、ジャズ学習者の発展、やってみようかなと思う人を広げる広報活動、が行われている事
・審査方式にして欲しい。
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ジャズプロに期待すること 6/7

・ずっと続けて欲しい
・今年はコロナだったが、台風も多い時期なのでよりベターな開催日も考えて欲しい。
・まだ一度しか機会がないのですが、継続してでれたらいいなあと思ってました。
・ジャズで横浜を元気にしてほしい
・年二回くらいやってほしい、広告を沢山打って盛り上げて欲しい
・コロナにめげずにこれからも続けて欲しい
・とにかく続けてほしいです。
・開催の継続。活動拠点での出演は優遇していただきたいが、その為にも会場をみなとみらい地区だけでなく多数の市内会場で開催出来ると良い。
・規模の拡大
・続けてほしい
・お客様へのホスピタリティ。私達も、頑張ります。
・末永くジャズの良さを伝えて行ってください
・出来るだけ多くの人がさまざまな場所で演奏できるよう会場数の確保
・大雨等の際に代替の屋内会場で開催できるようになると良いように思います(難しいかも知れませんが…)
・今後も細くてもいいので、何らかの形で長くジャズプロを続けていってほしい。
・今のまま、いつまでもジャズプロの灯を絶やさないで欲しい。
・いろんな人に聴いてもらえる場所を提供してくださり、嬉しいです。
・沢山のグループ選出できるように期待
・規模を拡大して欲しい
・コロナ禍に負けず継続してほしいです。
・横浜の文化としてずっと続けていって欲しい
・コロナウイルスに負けずに続いてほしいです。
・コロナに負けないで！
・来年は開催できるといいなと思います
・洗練されたジャズフェスになって欲しい
・ワークショップなど、アマチュアとプロの交流の機会があるといいと思います。
・音楽で街を明るく楽しくするために、長く続けていただければ…。無理せず今まで通りにお願いします。
・今後もコロナ禍でもジャズプロムナードを継続して開催して行って欲しいです。
・おそらくこの状況はしばらく続くと思いますが、なんとか打開策を見つけながら。宜しくお願い致します。
・参加できる確率を上げて頂けるとうれしいです
・これからも長く続けてほしいと思います。
・演奏機会を維持してください
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・この素晴らしいイベントの継続。
・また開催できることを期待しております！
・この数年、演奏の機会が減ってしまっているので、野外開催が困難になったら全出演バンド・グループのオンライン配信できるようにするなどの体制が整えられるといいと思います。
状況的に集客が困難でも、オンラインなら気軽に観られる・声をかけやすいなどもあると思います。今年の中止は仕方にないにしろ、やはりショックが大きかったです。

・会場を増やして欲しい
・世界に轟く、アマチュアJAZZの祭典にしてほしい。
・今のイメージを維持して、永きに継続してほしいと思います。
・ライブ配信と、バンドへの “いいね” 投票なども企画できるといいですね。
・開催してください。
・天候も、今のような非常事態も、仕方がないとは思っています。しかし、音楽は人の人生に大きな影響を及ぼすことができると信じています。逆境に負けず、これからもどうか続けてほしいです。
街に人に、音楽を届けてほしい、そして様々なミュージシャンに、演奏の機会を与え続けてください。

・末永く続けていただけたら、幸いです。
・コロナ禍で大規模開催が出来ないので、毎月1〜2回、どこかで数バンド、ゲリラライブのようなものが出来たら、バンドの励みになりますし、密になりにくいのではないでしょうか？
・安心、安全な運営を希望いたします。
・来年こそは必ず実施しましょう！
・演る 観る 楽しく🎶
・何年か前ですがスタッフとして働く方の対応が良くなかった時がありました。大変な中だとは思うのですが、その辺課題として頂きたいです。
・幅広い年代にジャズを広めたい。
・特になし
・頑張ってください



横濱 JAZZ PROMENADE 2021 アマチュアバンド・アンケート調査 47

ジャズプロへメッセージ 1/8

・今後ともよろしくお願いします。
・自身の生きる糧です。大変でしょうけど来年開催楽しみにしてます。
・来年もよろしくお願いします
・今年は残念ながら中止でしたが、末永く続くイベントであって欲しい。スタッフの方々の尽力に感謝すると共に、今後ますます盛大なイベントになることを期待してます。
・また来年も応募しますので、よろしくお願いします。
・来年こそは開催を。
・来年は必ず開催してください。
・スタッフの皆様、お疲れ様です^_^
・毎年出演したくてしたくて応募してます。その位楽しい思い出しかないジャズプロ頑張って末永く続いて欲しいと思っています。
・応援しています。これからもよろしくお願いします。
・今後ともよろしくお願いいたします。
・当バンドは9月で結成3年を迎え4年目に突入しました。スタート時点での目標は『3年でJAZZプロムナードで恥ずかしくない演奏をする』だったので 初エントリーし演奏機会を得られた事
本当に嬉しかったです。もちろん残念な気持ちもありましたが この先1年 目標に向かって更に練習ができると嬉しくなったのも事実です。スタッフの皆様の御苦労は想像すらできませんが
1年後お会い出来ることを楽しみに 私達も更に楽しく頑張っていきたいと思います。
・中止が続いてますが、復活を待っています。
・今後もどうぞ、よろしくお願いいたします。
・苦労も多いと思いますが、応援しています！
・今年は残念でしたが、難しい状況の中でも企画していただいたことに感謝しています。
いつもスタッフの皆さんにはお世話になっています。今回は残念ながら中止となりましたが、今後また以前のように皆で演奏できる日を楽しみにまっています。
・開催へのご尽力に感謝申し上げます。
・横浜という各種文化の有力な発信地でのジャズフェスティバルという他の地域では真似のできないイベントと思います。今後も更に発展していくために微力ながら応援していく所存です。
・運営はいろいろ大変かと思いますがが、これからもよろしくお願いします。応援しています！
・今年は疫病流行のため開催ができなくて残念でした。横浜市長も変わったことだし気持ちも新たに、楽しいジャズプロムナードが開催できることをお祈りいたします。
・音量よりも倍音と高音質
・末長く継続して頂けたらそれだけで嬉しいです。
・いつも演奏者に、素晴らしい機会を与えていただいて感謝しております。
・可能であれば来年こそは過去最大規模での開催をお願いします。
・運営側やボランティアの方には感謝です。これからも頑張ってください。
期待することで書かせてもらった事と余り変わらないですが、生音というのは直接人の心に響くものがあるようです。この時期だからこそ音楽を通しての交流が必要だと思います。
スタッフの方 のご苦労も大変でしょうが、是非来年こそ実現出来ますこと心より願っています。これからもよろしくおねがいします
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・毎年とても楽しみにしてます！これからもずっと続いていってほしいです。
・コロナ禍で運営も大変かと思いますが、応援しております。
・ジャズプロで演奏出来る日を楽しみに日々練習しています。来年は開催出来るように願っています。
・ジャズ、フュージョン以外を演奏するバンドを排除してほしい。
・年々、演奏できる場所が少なくなっている気がする。
・今後も宜しくお願いします！盛り上げていきましょう！！
・毎年ジャズプロの時期を楽しみにしております。やむを得ない中止の連続に負けず、この素晴らしいイベントを継続していただきたいです。
・台風やコロナでの中止続きで、演奏者以上に運営側の皆様も悔しい思いをされているかと思いますが来年こそ楽しみにしています！
・運営ご苦労様です。これからもジャズプロ長く続けていただけるよう頑張ってください
・横浜のジャズの灯を絶やさず，盛り上げていきましょう！
・開催会場の拡充をお願いしたいです。
・イベントを開催いただき、ありがとうございます。
・いつも楽しい催しをありがとうございます！
・この度は出演のご連絡を頂きとても嬉しく有難く思っております。
・ありがとうございます。
・今年は残念ながら中止となってしまいましたが 来年もエントリーさせて頂けるとのご配慮にも感謝しております。
・来年開催できる様になります事を期待しております。
・色々と大変だと思いますが、頑張って下さい。応援してます。
・応援歌してます。楽しみにしてます。
・特に最近ですが、台風、コロナ×2と不運の続く中、企画運営して下さっているスタッフの皆さまに心から御礼申し上げます。自分の人生の中にずっと一緒にいてほしいお祭りなので、
これからも付き合っていきたいですね。

・街中の多数の場所でステージを設営するなど、準備は本当に大変かと思います。スタッフの熱意に感謝します。
・コロナ禍で中止になったことはこれまで時間をかけて御準備をされてきた事務局の方々が一番悲しいと思います。めげずに来年以降も引き続き開催をよろしくお願いします。
あと、この2年ほど抽選で外れているので、演奏会場の数を増やして頂いて抽選に当たる確率を上げて頂けたら大変ありがたく、何卒よろしくお願い致します。
・今年は残念でしたが、これからも続けてください！
・おしゃれな街ヨコハマを楽しいライブで盛り上げて欲しいです‼︎
・３年連続の苦難ですね。めげずに頑張って下さい！
・開催の継続をお願いします。
・本牧でお世話になりました。コロナ禍で大変ですが、なんとか切り抜けて再開に漕ぎ着けてください。がんばれ！
・ジャズプロは、誰でも参加できる素晴らしいイベントだと思います。いろいろと運営上のご苦労が多いと思いますが、末永く続けていっていただきたいと思います。
・特にありません
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・音楽活動を再開したころから，このフェスを目標にしてきました。
・いつまでも，毎年出られるように精進します。
・今年は、中止となり残念ですが、また来年も出演できますよう宜しくお願いします。
・とても素晴らしいイベントだと思っています。今後も末永くがんばってください！！
・横浜の秋の風物詩として定着している素敵なイベントです。いつもありがとうございます。
・今年開催しなかった分、来年は過去にないくらい盛り上がるような仕掛けがあるといいですね。
・今年は情勢で仕方ないのですがコロナ前の状況に戻れるよう一緒に模索していきたいです。そして機会がなくならないよう協力出来ればと思っております
・厳しい環境下ですが 継続できるように頑張ってください。
・また開催して、演奏できることを楽しみにしています
・今回は自分にとって初ステージでした。開催されなかったことはみんなの命を守るため仕方ないと思う反面、とても残念な気持ちでした。
来年は30年目とのこと、ぜひせっかく出られる権利を得たのでその権利を来年に持ち越せるように期待します。

・コロナや台風で連続して中止になって残念ですが、来年楽しみにしています。
・応援しています。
・素晴らしいイベントの提供をありがとうございます。これからも永く続けていただけるようスタッフの皆さんの健康と繁栄をお祈りします。
・継続して開催をお願いいたします
・毎年楽しみにしております。
・これからも盛り上げる助けになれるよう演奏の方精進していきたいと思います。ご苦労があると思いますが、継続開催できるよう是非頑張って下さい。応援しております。
・ここ数年、開催がままならずご苦労をされていらっしゃると思います。近い将来、きっと皆で集まり合える日が来るまで、私達も諦めずに精進します。
運営の皆様方、どうかその日まで横濱ジャズプロムナードの灯をたやさずまたお会い出来ます事を願っております。応援しています！

・コロナ禍でも、地道に練習や、可能な限りギリギリでの活動を継続しています。2年続けての中止ですが、横浜の音楽シーンを盛り上げるためにも、廃止にはしないように頑張りましょう！
今後ともよろしくお願い致します。

・2019年台風の為中止（出演できず）、2020年《横浜文化プログラム》大雨の為中止（出演できず）、2021年コロナ禍の為中止（出演できず）と3年連続で涙を飲みました。
こういう不運なバンドを救済する措置を何か考えて頂けないでしょうか？？

・ジャズの街横浜として、街角ライブは不可欠です。
・事務局の皆様が必死で準備されている中、3年連続で中止になり本当に悔しい思いをされているとお察しします。
早くこの素晴らしいイベントが再開出来るよう我々も行動に気を付け、かつ練習に邁進します。

・野外でジャムセッションができると嬉しいです。
・今年は初見参でかなり入れ込みました。来年目指して、じっくり練習します‼︎
・とにかく音楽の発展のために頑張って下さい
・来年の再開を楽しみにしています！
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・今年は仕方がないですが、ずっと続けてください。アマチュアの演奏機会としてはとてもいいです。いつかは出演したいです。
・予算や演奏会場の確保等、難しい課題が多いと思いますが、多くのジャズプロファンのために頑張ってください。
・コロナ禍において、フェス開催を模索し続けてくださっていることだけで感謝です。
・色々な会場がありますが、みなとみらいから余り離れたところはチトきついです。
・3年連続落選しています。以前ミーティングに参加した際、30回近く出演しているバンドもあると聞き、決定方法が不明瞭だと思いました。他のジャズフェスと比較して、疑問に感じます。
・ぜひ開催してほしい
・ここ近年、台風やコロナウイルスなど様々な困難にぶつかって開催が厳しい状況にも関わらず、できるだけ開催したいという熱意が伝わってきて、演奏側としては本当に有難い限りです。
スタッフの皆さまの、現場での細やかな対応にもいつも感謝しています。
ジャズプロが続く限り、参加し続けていきたいジャズイベントですので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

・スタッフの方々、ありがとうございます。
・ジャズプロは私の10月の生きがいなので、ぜひ再開を期待します。街角ライブにもぜひ参加させていただきたいです。
・今年は残念でしたが来年またすごいイベントになる事を期待しています
・過去2回出演が決まりましたが、台風等で結局一度も演奏出来ずにいます。やむを得ない理由で出演出来無かったバンドを次回に優先的に出演出来る等検討して頂けたら嬉しく思います。
・色々と困難な時代になってしまいましたが、微力ながら応援しますので、負けずに続けてください。
・ジャズプロ関係者の皆様のご尽力に感謝と敬意を表します。
・多くの方が開催を待ち望んでいると思います。
・大変な状況かと思いますが、ぜひ継続して何十年も続くイベントとなってほしいです！
・抽選なので運次第ではありますがいつか必ず出演します！
・来年は30年の記念年なので開催出来る事を願いこれまでにない最高のジャズプロになって欲しいです！
・運営大変かと思いますが、毎年楽しみに応募しており、バンド運営の一つの目標になっております。これからも頑張ってください！！
・これからも応援しています！また同時に、これからも楽しませていただきます！
・来年コロナが収まっていたら参加出来たら参加したいです！
・コロナに負けない！！！
・コロナで大変だと思いますが、頑張ってください！応援してます！
・大変な時期ですが、お身体に気をつけて頑張ってください！音楽で溢れた横浜の街中で演奏できる日を夢見て頑張ってまいります！！
・ジャズの街横浜として、気軽にジャズを楽しむきっかけになるといいのではないかと思います。来年こそ、無事に開催されることを願っています。
・これからも頑張ってください！
・特になし
・また賑やかなステージを多くの人たちが楽しめる機会を楽しみにしています。
・運営者様ありがとうございました。
・大変な時に開催しようとしてくれてありがとうございます。
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・ジャズプロ大好きです！こんなご時世ですが、また横浜でジャズを演奏したり、聴いたりできる日がはやくきますように！
・今後ともよろしくお願いいたします。
・コロナ禍で様々な苦労もあると思いますが、今年もONLINEでの開催をしていただきありがとうございます。どんな形であれ、演奏の場を設けていただき、感謝しています。
・台風、新型コロナなど、予測できない災害により中止になることが重なりましたが、これからもよろしくお願いします。
・演奏場所は音が大きくても大丈夫なところを選んでほしい。演奏する側も近隣の方々も気持ち良くないので。
・ジャズバーなどの他にもいろんな業態・店舗と連携してジャズの横浜を拡大して欲しい。直接ライブをやって無くても、ネット配信やレコード鑑賞イベント、ジャズBGM配信、ジャズミュージアム
(展示会・イベント)等々

・私は都内でプロとしてもライブ活動をしておりますが、アマチュアの方ともバンド活動をしており、彼らとの目標としてジャズプロに応募させて頂いております。何度か過去に出演させて頂き、
思い出に残る時間を頂きました。こんな時ですが、また再開の暁には必ず応募します！

・素晴らしいイベントです。ぜひ続けてください。
・また次回を楽しみにしています！
・これからも素敵なイベントづくりに運営の皆さん頑張ってください！
・来年こそは開催できる事を願ってやみません。事務局の皆様もご自愛ください。
・早く元のような盛大なイベントにもどって、街中をジャズで盛り上げましょう。その一部にいれてもらえるよう、がんばります。ジャズプロは永遠に不滅です！
・これまで長らく続けていらっしゃることに敬意を表します。今後もさらなるご発展を希望します。
・市民に限らず、あって当たり前の存在になっていると思います。これからもよろしくお願いします。
・ストリートジャズフェスの先駆者として、横浜の魅発を発信しながらさらに先を行ってください。
・コロナのせいで唯一の演奏機会を奪われて悔しいです。
・この時期で開催に向けて奮闘いただきありがとうございました
・今年は中止となってしまいましたが、来年こそ、開催できる事を期待しています！
・来年こそは開催されますように！
・開催には色々ご苦労があると思います。ありがとうございます。
・まだスタッフ参加はしておらず世話になりっぱなしで申し訳ないです
・コロナ禍が落ち着いて再開できることを切に願います！
・参加したいです！来年を楽しみにしています
・ジャズへの熱い想いを持った運営、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
・今年の中止は残念でしたが、開催に向けて努力された事務局の皆さんには心から感謝いたします。
・スタッフの皆さん、毎年本当にありがとうございます！！コロナに負けず、できることを少しずつ実現していきましょう！
・初めて応募した年は演奏できるはずが台風でなくなりました。昨年は映像参加させていただきまして、今年も楽しみにしておりましたがやむを得ず中止でした。
そんなこの数年スタッフ皆さんが本当にしんどい状況の中で毎年模索してギリギリまで準備してくださっていることが我々の気持ちを奮い立たせてくださっております。
本当にありがとうございます。来年こそ！何卒よろしくお願い致します
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・気持ちよく演奏できるイベントであって欲しいです
・来年は開催出来ると良いですね
・楽しみにしています！
・大変な状況の中、ご準備いただきありがとうございます。一昨年の台風による中止から、今回で３回目の中止となりますが、来年こそ開催いただけることをお願い申し上げます。
・いつも素晴らしい企画をありがとうございます。盛り上げられるように演奏者として頑張ります
・来年こそ横浜で演奏できるのを楽しみにしております。
・ご苦労も多いとは思いますがこれからも多くの人に演奏を聞いて頂ける機会を創出してください。
・昨年、冬の陣から参加し、賞を頂いて参加するはずだった横浜ジャズプロムナードのクイーンズサークルでの演奏が、雨で中止になりました。一生に一度の素晴らしいステージでの演奏と思って
いましたので、しばらく立ち直れませんでした。頑張って、またチャンスを掴もうと思います。

・コロナ禍ではありますが来年の開催に向けてぜひ楽しみにしております！
・頑張ってください
・コロナの時代で、開催できないストレスなど大変でしょうが、ぜひ頑張ってください！
・今後ともよろしくお願いします。
・本当にお疲れ様です。いつもありがとうございます。皆様のご苦労はいかほどかと思います。今回もコロナ禍の中、企画いただいてありがとうございました。
・コロナ禍で演奏する機会が激減していると思いますが、是非乗り越えて頑張って欲しいと思います。
・次回は開催されるといいですね
・初めてジャズプロムナードに出演した9年前私は小学三年生で、とても緊張したのを覚えています。高校生になり他のバンドとして出演させていただけるようになった今、
あの時のジャズプロムナードが自分にとってとても大切な経験だったと改めて思います。また、人生で初めてジャズを楽しんだ瞬間でした。あの時ジャズプロムナードを開催してくださったこと、
参加させていただいたことを心から感謝しています。私の後輩たちにも、コロナ前と同じようには難しいと思いますが、同じように出演しジャズを楽しんで欲しいと願っています。
・来年を楽しみにしております。
・コロナウィルスの影響で大変な状況が続いておりますが、来年の開催を心から楽しみにしております。
・今回は人数制限のため出演辞退致しましたが、本牧ジャズのほうもビッグバンドの参加ができるようになりましたら、是非参加させていただきたく存じます。
引き続き何卒よろしくお願いいたします。
・関係者の皆様、日々のご活動、心より感謝しております。このようにアンケートまで実施していただき、発言の機会をいただきましたこと、大変うれしく思います。
来年の開催を心待ちにしています。皆様のご健勝をお祈りいたします。
・台風、コロナなど不測の事態での中止にもめげずに、よく頑張ってくれて、ありがとうございます。
・ここ数年連続して開催できていないのが残念です。また出演できる日を楽しみにしております。歴史ある横浜のイベントとして、これからも続けて欲しいです。
・来年は開催できることを願います。
・永久に続けて欲しい(形が変わっても)
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・来年こそは開催してほしいです！
・毎回天候や、コロナなど大変なこともたくさんありますが、主催者、ボランティアのみなさんのそういったことへのご苦労にも応えるよう、聞いて見て楽しいステージをこれからも作り続けてい
きたいと思っています。来年は開催して街を盛り上げたいです！
・横浜の日本最大の横濱JAZZ プロムナードに応募を続け、今回初めての出演決定に喜びと期待を抱いておりました。この度のコロナ禍での苦渋のご判断はいかばかりかと察します。来年、シー
ド権を頂けるとの事で、感謝します。私たちバンドは更に精進し皆さんに何かしらの感動を頂けるよう、これからも頑張ります。他企画に出られる機会がありましたら、是非、お声をかけて下さい。
・大変な時期ですが企画ありがとうございます。それぞれのフィールドで頑張って生き抜きましょう！
・コロナ禍で開催延期の決断をされたのはとても苦渋の決断であったと思いますが、早い段階での案内で助かりました。今後も応募は続けます。少しでも開催の盛り上げの一助となればと思って
います。
・大変なご尽力ありがとうございます。今後もスタッフの皆様と共に盛り上げることができたらと思っております。
・横濱JAZZプロムナードに出る事は憧れでありました。今年、やっと念願が叶いましたが、残念ながら、、。来年の為にバンドでの練習をして、いい演奏をして、オーディエンスの方々に楽しんでい
ただけたらと思います。よろしくお願い致します。
・大規模なイベント開催が難しい時勢となってしまいましたが、是非頑張ってください。心より応援しています。
・2019年は台風、2020,2021はコロナと予測できない要因でスタッフの方は準備、計画変更等本当に苦労していらっしゃると思います。出演が決まっていて中止になり残念に思う私達よりは
るかに悔しい思いだと思います。でも私達みんな横濱ジャズが開催されるのを毎年楽しみにしています。これからもこのイベントを絶やさず続けていってください。よろしくお願いします。
・コロナが終わったら喜びと共に開催できればと思います。
・頑張ってください。
・大変な状況の中準備を、していただきありがとうございます。来年こそ開催となることを期待さています。
・しばらくキャンセル続きだが続けて行って欲しい。
・横浜のいいところはいろんなレベルで、楽しんで演奏している人も見られること。
有名人のミュージシャンだけでなく、市井のアマチュアでジャズが好きな人の演奏できる場でもあり続けてほしい。

・このコロナ禍で音楽イベント実施の難しさは，想像を絶するものと思います。しかし，文化としての横濱ジャズプロムナードを途絶えることなく，次代へ奏で続けて行きましょう！
・本年度は、ご丁寧にご配慮をいただき、有り難うございました。メンバー一同、心より感謝をしております。次回の参加ができることを、とても楽しみにしております。
・来年こそよろしくお願いします
・来年までにしっかり1年分バージョンアップした演奏ができるようになって臨みたいと思っています。よろしくお願いします。
・困難に負けず継続してください
・毎年本当に運営の皆さまの努力には頭が下がる思いです。私自身がプレーヤーであり、中高の指導者であり、そして生粋のはまっこであるという3点から、今後もジャズプロに関わり続けていけ
ればと思っています。
・これからも楽しみにしています！
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・これからも末永く続けて下さい
・音楽活動を再開してから、毎年ずっと楽しみにしています。地元で毎年開催されるこの音楽イベントを誇りに思っています。
・スタッフもボランティアでの開催で台風やコロナなど、主催者の方々には毎年感謝しています。コロナが収まったら早々に開催を期待しています。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
・今年は残念でしたが、来年も懲りずに応募しますので、宜しくお願い致します。
・中止が続いてしまってますが、負けないでまた頑張って欲しいと思ってます！
・一日も早くフェスを安全な状況で開催できる日を祈ってます。これからもジャズプロを楽しみにしてます。応援してます！
・いつも素敵なイベントをありがとうございます！台風、コロナで3年連続出演中止になってしまいましたが安全を考えた運営をしてくださっているからこそのことだと思います。
来年こそは平和な世界になって出演できることを願って、素晴らしいパフォーマンスをお見せできるようがんばります！
・今回はコロナで中止となってしまいましたが、来年また出場できるのを楽しみにしています！
・来年は開催できますように
・これからも続けて下さい。
・来年こそ再開してほしい
・「密フェス」の開催が批判されている中、２年連続の中止は英断だと思います。コロナウイルスに負けずに続いてほしいです。


