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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

春のアコースティックライブのお知らせ
14234 選択 幸（ゆき） 2014-01-26 13:24:57 返信 報告

皆様
 渋沢駅前「丹沢まつり」にて以下を開催致します。

 坂井さんの故郷におけるイベント体験はそうそうないと
 思いますので、是⾮ともご参加下さい。

「ZARDコピバン路上ライブ in 渋沢2014」
 ⽇時︓2014年4⽉20⽇(⽇) 12:00-16:00
 場所︓渋沢駅南⼝ 渋沢百貨店前↓歩⾏者天国の路上

 http://www.kankou-hadano.org/tanzawa57/map_sibusawaekimae.html
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参加費︓無料
主なセットリストとバンド↓

 http://ekimeropj.blog.fc2.com/blog-entry-2.html

他にも演奏予定曲は、「Stray Love」や「遠い⽇のnortalgia」など盛り沢⼭^^。

途中13:30-14:30頃に以下のようなパレードがあって⼀時中断します。
 おそらく坂井さんもかつてこんな光景を観られたと思います。

 パレード（特に0:15-1:26必聴）
 http://www.youtube.com/watch?v=yS-fkgmXODo

⼤名⾏列
 http://www.youtube.com/watch?v=ons1_p2SuDQ

 神輿(演奏場所はファファの後⽅)
 http://www.youtube.com/watch?v=KaoAapOEuho

注）添付画像の裏⾯は当⽇のお楽しみに。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14237 選択 stray 2014-01-28 19:33:00 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

「丹沢まつり」の情報どうもありがとうございます。

おお︕「ZARDコピバン路上ライブ」ですか︕︕
 しかも、ZESTの和さんがご出演とは︕︕︕

 幸さんが企画されて、HARDさんや（存知あげませんが）ミニ・セイルさんを⼝説かれたのですか︖
 だとしたら、投票数の少なさを補って余りあるファンの意気込みを

商店街や地元の⼈たちに感じてもらえるんじゃないでしょうか。
 すごいです︕︕

> 他にも演奏予定曲は、「Stray Love」や「遠い⽇のnortalgia」など盛り沢⼭^^。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14237
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14237


「遠い⽇のnortalgia」は”望郷”という意味でアリでしょうけど、
「Stray Love」はマイナーすぎるんじゃ・・・(笑)

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14239 選択 幸（ゆき） 2014-01-28 20:24:18 返信 報告

stray所⻑、感激して頂けて光栄です。
 多くの⽅々のご協⼒で企画することが出来ました。

4/20(⽇)に坂井さんの故郷にZARDファンと地元の
 ⼈々が集まって是⾮とも盛り上がって欲しいと

 思ってます。意気込みを伝えましょう︕。

>「Stray Love」はマイナーすぎるんじゃ・・・(笑) 
 偶然︖にも和さんが選曲されました。意図は不明です。

誰もが⽿にしてる楽曲など、セットリスト以外にも
 多数演奏予定ですので、お楽しみに。

ちなみに、市が作成する地元⽤パンフに、商店会⾏事
 としてZARDバンド演奏の⽂⾔を⼊れて頂けました。
 実物は未だ⾒てませんが。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14240 選択 stray 2014-01-28 22:03:21 返信 報告

幸（ゆき）さん、再びこんばんは。

> 多くの⽅々のご協⼒で企画することが出来ました。

相当前からプランを練って交渉を進められたのでしょうね、
 皆さんの努⼒に頭が下がります。
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> 4/20(⽇)に坂井さんの故郷にZARDファンと地元の 
> ⼈々が集まって是⾮とも盛り上がって欲しいと 

 > 思ってます。意気込みを伝えましょう︕。

そうですね︕沢⼭のZARDファンが集結すれば、⼩⽥急も⼼変えするかも知れません(笑)。

> 偶然︖にも和さんが選曲されました。意図は不明です。

そうでしたか、和さんが私を呼んでいるようなので(笑)、
 4/20は是⾮とも都合をつけて参加したいと思います。

 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14243 選択 幸（ゆき） 2014-01-29 20:04:26 返信 報告

[14240]stray:
 >4/20は是⾮とも都合をつけて参加したいと思います。

ありがとうございます。
 初めてお⽬にかかれることも楽しみにします。

所⻑のみならず、皆様も是⾮お越し下さいm(_ _)m。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14245 選択 noritama 2014-01-31 02:57:24 返信 報告

幸(ゆき)さん こんばんは

これは!近い(笑)⼩⽥急乗って観に⾏かねば(^^
 4/20に予定が⼊らないことを願って(祈)(^^;

 野外は天気が気になりますね〜｡

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14249 選択 幸（ゆき） 2014-01-31 20:23:19 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14243
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14243
https://bbsee.info/newbbs/id14240.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14245
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14245
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14249
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14249


noritamaさん、ありがとうございます。

まつり⾃体は⾬天中⽌ですが、その判断は当⽇朝しか分かりません。
 キャンセル不可のPAレンタル機材の有効活⽤をかねて、近隣のパーティ

 ルームでミニライブオフ会をと考えてますので、天候によらずお集まり
 頂けると幸いです。

⽇曜の昼間は⽐較的空いてるそうですが、春の嵐に明らかに遭遇しない
 限り予約しておく訳にいかないのが悩ましいのですけどね。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14251 選択 狐声⾵⾳太 2014-02-03 10:10:08 返信 報告

皆さん、こんにちは。

ＺＥＳＴさん、ＨＡＲＤさんともに歌姫に⾯識が有りますので、早速、予定を⼊れてしまいました。
 ⽇帰りにはちょっときついのですが、何とか⾏くようにしたい。

 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14252 選択 幸（ゆき） 2014-02-03 18:16:19 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、ありがとうございます。

後で別スレでお知らせしますが、とても有意義で貴重なご体験になるかと思います。

よろしくお願いします。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14253 選択 まえじー 2014-02-03 21:34:03 返信 報告

stray所⻑、こんばんは。

チョーご無沙汰しております。旧姓「天使」です。
 微⼒ながら、イベントのサポートをさせていただいております。
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当⽇は、ぜひ、お越し下さい。
よろしくお願いします。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14257 選択 stray 2014-02-04 12:18:00 返信 報告

まえじーさん、こんにちは、お久しぶりです。

どのくらいお久しぶりかというと、天使さんからまえじーさんに変わったのを
 知らないくらいお久しぶりなわけでして（笑）。

イベントのサポートご苦労さまです。
 4/20は何とか都合をつけて参加しますので、こちらこそどうぞよろしくお願いします。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14273 選択 noritama 2014-02-06 21:22:24 返信 報告

幸（ゆき）さん こんばんは

>まつり⾃体は⾬天中⽌ですが、その判断は当⽇朝しか分かりません。 
 >⽇曜の昼間は⽐較的空いてるそうですが、春の嵐に明らかに遭遇しない 

 >限り予約しておく訳にいかないのが悩ましいのですけどね。

そうですね。春の天気､､ましてや⼭寄りですから･･･
 こちらの天気予報はピンポイントで、割と正確(更新も頻繁)なので当⽇の数⽇前から参考にしてください。

 ウェザーニュース
 http://weathernews.jp/map/#//c=37

 http://weathernews.jp/pinpoint/cgi/search_result.fcgi?service=11&lat=35.3715069444444&lon=139.22315
5&ameno=46091&name=%E7%A7%A6%E9%87%8E&pref=46

ピンポイント天気予報は有難いです
14279 選択 幸（ゆき） 2014-02-08 09:09:40 返信 報告
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[14273]noritamaさん
> こちらの天気予報はピンポイントで、割と正確(更新も頻繁)なので当⽇の数⽇前から参考にしてください。

⼤変貴重な情報源、ありがとうございます。
 晴天を祈りつつ、これらをチェックして挑みますね。

Re:ピンポイント天気予報は有難いです
14366 選択 noritama 2014-03-08 01:50:09 返信 報告

こんばんは｡

どうもこの秦野のピンポイント天気､､厚⽊地域と同じみたい(苦笑)

桜は終わっていると思うけれど､
 春の陽気で穏やかに晴れてくれるといいなぁ

以前、幸(ゆき)さんがおっしゃられていましたように、
 確かに渋沢駅の北⼝からは富⼠⼭が⾒えますね(^^)

 写真では霞んでしまってますが(笑)この⽅向です｡｡

Re:ピンポイント天気予報は有難いです
14367 選択 幸（ゆき） 2014-03-08 18:03:10 返信 報告

noritamaさん、ありがとうございます。

> 確かに渋沢駅の北⼝からは富⼠⼭が⾒えますね(^^)

そうなんです、駅からはこういう感じですね。
 少し違う場所からだと随分印象が変わるように思います。

 例えば以下の1:00-2:00辺りは⼩⽥急の秦野駅から渋沢駅に到着する前の映像ですが結構⼤きく⾒えます。
 http://www.youtube.com/watch?v=j7pbav5BWqo&feature=related

今⽉は、晴れてれば富⼠⼭頂に⼣⽇が沈む「ダイヤモンド富⼠」もご覧になれるかも知れません。昨年のマップなので若
⼲ずれますが、⾒所スポットと⽇時は以下でご確認できるかと思います。http://www.kankou-hadano.org/hadano_to

https://bbsee.info/newbbs/id14273.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14366
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14366
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c310d9645160ce5cc084d231d24d20e5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14367
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14367


pics/topics_2013/diamondfuji2013spring.pdf
http://www.kankou-hadano.org/hadano_topics/topics_2013/topics_20130311.html

ちなみに三浦海岸からだと↓こんな感じですね。
 http://www.youtube.com/watch?v=bIHuCZxdTAY

路上ライブの4/20も晴れることを祈ってます。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14405 選択 幸（ゆき） 2014-04-14 18:13:15 返信 報告

[14273]noritamaさん
 > こちらの天気予報はピンポイントで、割と正確(更新も頻繁)なので当⽇の数⽇前から参考にして

ください。

気圧の⾕が近づくそうでやや微妙な気配ですが、晴れることを祈りましょう。後にずれてくれると
期待して。

やっぱ、「⾳楽の神様」に祈るのが良いのかな。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14406 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-16 09:28:01 返信 報告

幸（ゆき）さん。皆さん。こんにちは。陸奥亮⼦です。

私もZARDトリビュートバンド路上ライブに⾏こうかと思っています。ZARD研究所の皆さんの内、何⼈位の⽅が来られる
のでしょうかね。＾－＾。

４⽉２０⽇まで、今⽇を含めて後５⽇ですが、現在の天気予報で、秦野市の渋沢は、「曇り時々⾬」です。難しい判断で
すが、少しでも、⾬が降る場合は、「別会場」が⽤意されているのであれば、その場所に付いて、早めにお知らせ願えれ
ば有難いのですが、どうでしょうか︖。

⼜、幸（ゆき）さんは、当⽇にお忙しく⾶び回られているかと思いますが、「路上ライブ実⾏委員会」さんのメンバーの
⽅達が居られる場所は、確保されているのですか︖

 

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14405
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14405
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例えば、テントが設営されているとか、商店街の空き店舗をお借りしているとかですが。

曇りならいいですが、⾬は降らないで欲しいですね。

幸（ゆき）さんを含め「路上ライブ実⾏委員会の皆さん⽅」の様々な御苦労が報われることを祈念致します。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14407 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-16 13:21:07 返信 報告

幸（ゆき）さん 皆さん こんにちは 吟遊詩⼈です。

今⽇現在、⽇曜⽇、神奈川は曇りのち⾬50％ですがちょっと難しい天気ですね。お昼からライブから始まるので⼟曜⽇に
⼜予報が変わるかもですが︖ スッキリ晴れに変われば良いのですが(-o-)

  
> まつり⾃体は⾬天中⽌ですが、その判断は当⽇朝しか分かりません。 

 > キャンセル不可のPAレンタル機材の有効活⽤をかねて、近隣のパーティ 
 > ルームでミニライブオフ会をと考えてますので、天候によらずお集まり 
 > 頂けると幸いです。 

 > 
と以前投稿されていますが天候に関わらず何らかの集まりが出来れば出かけようと思っていますがその場合、場所はどち
らに集まれば良いのでしょうか︖

 

天候に関わらずお集まり頂けると幸いです
14408 選択 幸（ゆき） 2014-04-16 18:21:51 返信 報告

陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、皆様

[14273]でnoritamaさんに教えて頂いたピンポイント予報では曇で40%、何とか⼣⽅まで降らずに演奏できることを祈
りましょう。

丹沢まつりが中⽌がどうかは当⽇（多分10時以降）しか分かりませんが、機材レンタルはキャンセルできないので、オフ
会のような形で活⽤したいと考えてます。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14407
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14407
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渋沢駅から少しのところに、カラオケ店のパーティルームがあって、持ち込み楽器演奏可なので、そこが有⼒候補です。
バンドメンバと我々スタッフに、あと最低10⼈程度が集まって、（普段はダンスレッスンで使⽤して休⽇の午前中は使わ
れてないことが多いので）部屋が空いていれば可能です。40名程度まで⼊れます。

 部屋が空いてない場合は要検討m(_ _)m。

ですので、とにかく4/20はお昼までに渋沢百貨店前に集まって頂ければ幸いです。

あと、近⽇中に朗報をお知らせ出来ると思います。
 お楽しみに^^。

Re:天候に関わらずお集まり頂けると幸いです
14409 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-16 18:51:21 返信 報告

幸（ゆき）さん。こんばんは。陸奥亮⼦です。

レス、有難う御座います。了解致しました。宜しくお願い致します。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14410 選択 stray 2014-04-16 19:12:32 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、こんにばんは。

私はお天気が良ければ参加しますが、前⽇の段階で⾬予想の場合はパスしますので
 その時は何卒ご容赦願います。

ＺＥＳＴの皆さんが新聞社のインタビューを受けられて、
 明⽇（4/17）の神奈川新聞に掲載されるそうです。

 神奈川在住の⽅、捕獲できましたら情報アップをお願いします。

> あと、近⽇中に朗報をお知らせ出来ると思います。

おお︕ついに・・・期待して待ってま〜す(笑)。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14409
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14409
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14410
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14410


14411 選択 幸（ゆき） 2014-04-16 20:22:28 返信 報告

[14406]陸奥亮⼦さん
 > 「路上ライブ実⾏委員会」さんのメンバーの⽅達が居られる場所は、確保されているのですか︖ 

 > 例えば、テントが設営されているとか、商店街の空き店舗をお借りしているとかですが。

商店会⻑さんが演奏者⽤に椅⼦を数脚⽤意して下さいますが、テント等はありません（歩⾏者天国でパレードもあるので
出せません）。良く⾔えば、バンドメンバに極⾝近に接することができそうですね。

stray所⻑、20⽇は今のところ曇りの予報なので是⾮^^お待ちしてます。21⽇はほぼ確実に⾬でしょうね。

皆様への朗報は、この路上ライブ前後に跨るかも知れませんが、ご期待下さい。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14412 選択 noritama 2014-04-17 08:59:43 返信 報告

おはようございます

>ＺＥＳＴの皆さんが新聞社のインタビューを受けられて、 
 >明⽇（4/17）の神奈川新聞に掲載されるそうです。

こちら､新聞記事掲載と同じ内容かな?(^^
 http://www.kanaloco.jp/article/69807/cms_id/75846

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14413 選択 noritama 2014-04-17 11:43:03 返信 報告

コンビニで神奈川新聞買ってきました｡
 ⼤きく掲載されてます(^^)

 ※都合写真の画質下げてます｡
 ⽂⾯は[14412]のリンク先と同じようです。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14411
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14411
https://bbsee.info/newbbs/id14406.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14412
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14412
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14413
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14413
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f7822db99574164a13b2d64a8b917105.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14412.html


Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14414 選択 stray 2014-04-17 11:47:24 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

早速の情報どうもありがとうございます。
 カナロコの記事と紙⾯の内容は同じもののようです。

 おかげさまで和さんとTkさんの馴れ初めまで知ることができました（笑）。

ZESTが掲載されているのは相模原や厚⽊、秦野や⼩⽥原などに配られる紙⾯で、
 横浜や川崎では購⼊できないそうです。

 これからコンビニに⾛る⼈はご注意ください（笑）。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14418 選択 stray 2014-04-18 12:19:35 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、こんにちは。

天気予報が少し後ろにズレて、⽇曜⽇の予報が「曇・降⽔確率30%」に変わりました。
 さすが晴れ⼥・泉⽔さんです（笑）。

 天気図を⾒ると⾼気圧に覆われて⼀⾒「晴れ」そうですが・・・
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14419 選択 stray 2014-04-18 12:23:17 返信 報告

寒気が関東地⽅まで降りてくるので、肌寒い曇天で、たまに⾬がぱらつくかも知れません。

今のところ参加する予定ですが、⽚道4時間かかるので（笑）
渋沢到着が12︓30頃となります。

 

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14414
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Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14421 選択 幸（ゆき） 2014-04-18 18:40:02 返信 報告

[14419]stray所⻑、ありがとうございます。

yahoo天気予報でも曇りで30％になりました。
 今⽇昼頃に、ご挨拶と場所確認で渋沢駅に⾏ってきました。地元の⽅々も「晴れてきそうだね」と⾔っておられるので何

とか降らないで欲しいと祈ってます。
 曇りでも肌寒くはなるでしょうね。

> 今のところ参加する予定ですが、⽚道4時間かかるので（笑） 
 > 渋沢到着が12︓30頃となります。

遠路はるばる⼤変恐れ⼊りますm(_ _)m。
 故郷では例がなく、コピバンの路上ライブは初ではないか︖と思いますし、いずれにしろ貴重なご体験になること間違い

なしですので。

皆さんが良くご存じのあの⽅が⾶び⼊りで演奏されるのがちょうと12:30頃（⾞で来られるそうで正確な時間は不明）な
ので、間に合うと良いですね。10分程度で数曲になるかと予想してますから、タイミングがズレたらごめんなさい。

皆様、ご参加よろしくお願い申し上げます。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14422 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-19 01:43:28 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/bf13848f7f02f488b2e12e009a8b0df3.jpg
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幸（ゆき）さん stray所⻑ 皆さんこんばんは吟遊詩⼈です。
 
なんとか⽇曜⽇は天気が持ちそうで安⼼しました。

私はたぶん１１︓３０頃お邪魔する予定でおりますが皆さんと⾯識が無いので当⽇はエンジのリュックと⿊の帽⼦に丸の
サングラスをかけていきますので⾒かけたらお声をかけて下さい。

それでは楽しみにしています。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14423 選択 幸（ゆき） 2014-04-19 07:09:33 返信 報告

[14422]吟遊詩⼈さん、おはようございます。
   

 > なんとか⽇曜⽇は天気が持ちそうで安⼼しました。

はい、回復して何とか持ちそうな気がします。

> ...丸のサングラスをかけて

あっと、ジョンレノン・サングラスではないですか︕
 我々スタッフは（ありあわせの）のパッピか、カードをぶらさげてると思います。機材の近くにいるかな。寒くなけれ

ば、胸にNIKEの紺のＴシャツが⾒えたら⾃分かな。

テントも出して貰えることになりました。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14427 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-19 11:47:05 返信 報告

幸（ゆき）さん。吟遊詩⼈さん。皆さん。こんにちは。

陸奥亮⼦です。明⽇は気温がどうやら、１５度位らしいので、

寒そうです。３⽉中旬頃と同じようなので、別枠で書き込みました記事にある写真のように、⿊のコートを着て⾏こうか
と思います。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14423
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14423
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> 
> テントも出して貰えることになりました。

それは、良かったですね。^－^。テントが在るのと無いのでは、⾊々な⾯に於きましても、⼤分違うかと思います。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14432 選択 noritama 2014-04-19 22:11:36 返信 報告

こんばんは

本⽇の『秦野丹沢まつり』イベント会場の⻄中学校の様⼦です｡

午後3時頃パラっと⾬が来て､⼼配しましたがすぐあがり､
 プリキュアの舞台を２度観てしまいました(^^;

 ⽇が暮れる頃になって少し降ってきてしまい､
 しばらく避難してましたら花⽕を⾒逃してしまいました(笑)

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14433 選択 noritama 2014-04-19 22:16:18 返信 報告

帰りにみた明⽇の会場附近はしっとり｡
 明⽇は何とか曇りで天気持ちこたえて欲しいですね(^^

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14434 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-20 08:28:50 返信 報告

NORITAMAさん。皆さん。おはようございます。

陸奥亮⼦です。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14432
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> 帰りにみた明⽇の会場附近はしっとり｡ 
> 明⽇は何とか曇りで天気持ちこたえて欲しいですね(^^

流⽯は、NORITAMAさん。前乗りで、もう、渋沢に来られているとは︕︕︕︕︕。ZARDフリークの鑑ですね。＾－＾。

私なぞは、昨⽇の午後になって、やっと、「渋沢って、どんな所かな」と思いまして、グーグルアースで「渋沢百貨店」
が「４階建て」なのと、その周りの商店街や路⾯の舗装の状態等の様⼦を知りました。（笑）。

今⽇は、宜しくお願い致します。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14435 選択 noritama 2014-04-20 09:04:25 返信 報告

陸奥亮⼦さん､おはようございます。
 >前乗りで、もう、渋沢に来られているとは︕ 

 いえいえ､⼩⽥急ですぐの近場なのと気が向いたので昨⽇⾏きました(笑)

さぁいよいよですね。楽しみ!!
 何とか天気持って欲しい(祈)(^^

 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14436 選択 noritama 2014-04-20 20:13:15 返信 報告

こんばんは

strayさん、狐声⾵⾳太さん、陸奥亮⼦さん 約1年ぶりでした。
 幸(ゆき)さん、吟遊詩⼈さんはじめましてでした(^^;

肌寒い⽇になってしまいましたが、天気持ちましたね(^^)/
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14437 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-20 21:07:21 返信 報告
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NORITAMAさん。皆さん。こんばんは。陸奥亮⼦です。

NORITAMAさん。レス、有難う御座います。

今⽇は、寒かったですが、皆さんに会えて、良かったです。

STRAY所⻑さん、NORITAMAさんとは、約１年振りでしたね。

吟遊詩⼈さんとも、お会い出来て、狐声⾵⾳太さんと⼀緒に                            
⾊々とお話も出来ましたし、泉⽔さんの⺟校の秦野市⽴⻄⼩学                            
校と⻄中学校も⾒れましたので、満⾜しています。

幸（ゆき）さん。「ZARDトリビュートバンド路上ライブ成功」おめでとう御座います。

皆さん。今⽇は、本当に、有難う御座いました。

また、次回にお会い出来ましたら、宜しくお願い致します。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14438 選択 sakura 2014-04-20 22:08:47 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんばんは。

noritamaさん、写真の掲載ありがとうございます。
 雰囲気が伝わってきました。

歌っている⽅がZESTの和さんなのでしょうか︖
 （素⼈の質問ですみません・・・）

結局、⾶び⼊りの演奏者って誰︖

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14439 選択 stray 2014-04-20 22:30:10 返信 報告

幸（ゆき）さんはじめスタッフの皆さん、お疲れさまでした。
 noritamaさん、陸奥さん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、お世話になりました。

 

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14438
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無事に帰り着きました。
（noritamaさん、中央線が⼈⾝事故で遅れていて、16:00の電⾞に乗ってたら間に合いませんでした(笑)）

今にも泣きそうなお天気でしたが、持ってよかったですね。
 朝⽅まで⼩⾬が降っていたそうで、今頃はシトシト降っているのではないでしょうか。

出演されたコピバンの皆さんも寒い中ご苦労さまでした。
 皆さん素晴らしいパフォーマンスを披露して下さって、感謝します。

sakuraさん
 歌っている⽅がZESTの和さんです。

 ⾶び⼊りの演奏者は、なんと、岡崎雪さんと⾼久さん（2004LIVEのバイオリニスト）でした。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14440 選択 sakura 2014-04-21 00:02:58 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

> 歌っている⽅がZESTの和さんです。

そうなんですか。ありがとうございます。
 お顔が⼩さくてわかりませんでした。

> ⾶び⼊りの演奏者は、なんと、岡崎雪さんと⾼久さん（2004LIVEのバイオリニスト）でした。

情報ありがとうございました。
 詳しくなくて申し訳ないのですが、ZARDにゆかりのある⽅々のようですね。

 ⾼久さん（”たかく”と読むんですね）、⼤阪に住まわれているようで、親近感が持てました︕
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14441 選択 noritama 2014-04-21 08:10:29 返信 報告

おはようございます｡

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14440
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>無事に帰り着きました。 
>（noritamaさん、中央線が⼈⾝事故で遅れていて、16:00の電⾞に乗ってたら間に合いませんでした(笑)） 

 あらら。たまたま1本早く(乗り換えあって座れないかもでしたけれど)乗って正解でしたね。 昨⽇朝の⼩⽥急といい･･･ホ
ントよくあるなぁ･･･。

 無事帰られたようでなによりです。

>出演されたコピバンの皆さんも寒い中ご苦労さまでした。 
 ほんとうにそうですね。天気を気にしながら肌寒い中の路上ライブイベント、幸(ゆき)さんはじめ運営の皆さんもご苦労

さまでした。
 とても嬉しい素敵なゲストの⾶び⼊りもあり!! 今回開催されたこと本当にすばらしいですね。

>お顔が⼩さくてわかりませんでした。 
 すみませんでした､とりあえず会場の雰囲気のほうをと思いまして(^^;

>また、次回にお会い出来ましたら、宜しくお願い致します。 
 次は来⽉、⽇本⻘年館ですね(^^)よろしくお願いします｡

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14442 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-21 10:06:30 返信 報告

stray所⻑、noritamaさん、陸奥さん、狐声⾵⾳太さん

そして 幸（ゆき）さんはじめスタッフの皆さん、バンド出演者の皆さんもお疲れさまでした。

今回初めてのイベント参加でしたが⼩⽥急線⼈⾝事故でひやひやしてちゃんと着けるのかなぁ︖って思っていましたが開
演までなんとか間に合って良かったです。

 stray所⻑、noritamaさん、陸奥さん、狐声⾵⾳太さんそして 幸（ゆき）さんにも実際にお会い出来て良かったです。
 会うまでどんな⼈達だろうと半分⼼配でしたがお会いして皆さん親切な⽅達で・・・

この⼀期⼀会を取り持って頂いた泉⽔さんにも感謝です。
 !(^^)!

しかし寒かったですね︕路上ライブピアノ⼀本でのシンプルの構成で其々のバンドのボ－カリストを通してＺＡＲＤの歌
詞の持つ温かさがかえって⾝に染みました。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14442
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14442


私は♪遠い⽇のNostalgia♪を聴いて急に泉⽔さんがいないんだぁって泣きそうなりました。(ーー;)

> ⾶び⼊りの演奏者は、なんと、岡崎雪さんと⾼久さん（2004LIVEのバイオリニスト）でした。

本当にビックリですね︕でもこうして泉⽔さんゆかりの地でゆかりの⽅が演奏して頂けるのも泉⽔さんの⼈徳でしょう︕

オフ会が楽しかったです。やはり共通の話題を持ってるし語り出したら⽌まらない・・・年齢に関係なくお友達になれる
って良いですね(*^_^*)

ZARDコピバン路上ライブ レポ
14443 選択 stray 2014-04-21 11:58:00 返信 報告

私は新幹線で⼩⽥原まで⾏って、⼩⽥急線で上って来るルートだったので
 何の問題もなく予定時刻に着きましたが、新宿〜渋沢間は⼈⾝事故があって

 ⼀時不通（その後遅延）だったそうです。ラッキーでした。

駅に着いて、南⼝の階段に差し掛かったところで「promised you」が聞こえてきて
 その⾳の⽅向に歩くと１分もかからず路上ライブ会場でした。

 ミニ・セイルさんの最後の演奏曲だったようで、あちこちに挨拶しているうちに
 ⾶び⼊りゲストさんの登場となりました。

会場の渋沢百貨店は⾓を落とした建物で、泉⽔さんが地べたに座り込んで撮影した
 ロンドンの建物をちょっぴりですが彷彿させるものでした。

 まさかそこまで考えての場所設定ではないと思いますが（笑）。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14444 選択 stray 2014-04-21 12:04:40 返信 報告

sakuraさん
 お顔アップの写真は本⼈の承諾を得ないとまずいので、

 noritamaさんは路上ライブ全体の雰囲気が分かる写真を貼って下さったものと思います。

岡崎雪さんは、2004年LIVEツアーでコーラスを務めた⽅で、WBMにも毎回参加されています。
 ZARDのLIVEに無くてはならない⼈の１⼈です。
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Official Web
http://www.giza.co.jp/yuki-okazaki/index.html

 

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14445 選択 stray 2014-04-21 12:21:26 返信 報告

ZESTの演奏の際にも有名⼈の⾶び⼊りがありました。
 カラオケ採点の達⼈︓牧野綾⼦さんです。

 私は⾯識ないのですが、TVで何度か拝⾒したことがあります。

Official Web
 http://ayako-makino.jp/index.html

Twitter（渋沢の記事）
 https://twitter.com/ayazard/status/457892684380651521/photo/1

 和さんと⼀緒に歌っている写真が掲載されています

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14446 選択 stray 2014-04-21 12:24:20 返信 報告

HARDのボーカルさんは、泉⽔さんが⽇本⻘年館で使⽤した
 Ex-proの⽩マイクをお使いでした。

 同型ではないようですが、欲しい⼈は欲しいはず（笑）。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14447 選択 stray 2014-04-21 12:43:38 返信 報告

ギャラリーは常時50〜60⼈くらいだったでしょうか。

ZESTさんの途中でパレード⾏進のため中断があったり、
 再開後は冷たい⾵が吹き始めて⼀気に体感温度が下がったりで、
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和さんも最後は⼝が回らなくなっていました。

実はカラオケ以外で和さんの歌声を聞くのは初めてでして、
 ZESTのフルバンド構成を是⾮とも聞いてみたくなった次第です。

 「Stray Love」の前に”HNで使っている⼈もいますね”と振っていただき、⼀⼈でウケてまし
た（笑）。

皆さんのご苦労が、いつか渋沢駅メロとして実を結ぶことを願っています。
 参加された皆さん、たいへんお疲れさまでした。

「おいしい秦野の⽔」を買って帰るつもりだったのに、忘れてしまった︕
 また⾏かなくちゃ︕（笑）

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14450 選択 狐声⾵⾳太 2014-04-21 17:58:40 返信 報告

皆さん、こんにちは。

昨⽇は寒い中、また、電⾞の遅れなどでお疲れ様でした。

岡崎雪さんがMCで「今皆さんが撮っている写真はブログの中で、アップして良いかどうか書き
込みます」と⾔っていたので、今まで待ちましたが、まだ、書かれていません。

 20⽇の朝、「これからある所に⽴ち寄り、学芸⼤学へ⾏く」という所で最新でした。
 それで⽌む無く、丹沢祭りで有り、路上ライブを中断した神輿の写真を載せます。

 

初めまして,「Awa C62(アワ シロクニ)」です。
14452 選択 Awa C62 2014-04-21 19:19:07 返信 報告

昨⽇渋沢駅メロプロジェクトの⼀環として⾏はれたコピバンライヴ,御疲れ様でした。初めて所⻑様にお⽬にかかれて光栄
に存じ上げます。御世話になりました。岡崎雪さんの⾶⼊りは驚きでした。歌出しのさはりでよいので,「あの微笑みをわ
すれないで」の歌出しのサブメロを聽いてみたかつた。私は歿後のファンで,平成16年のライヴのDVDでしか知りません
が,あの時,サブボーカルを務めてくれる⼈達を表に⽴てて,泉⽔さんがわざと主旋律の歌出しを遅らせた,あの場⾯の再現を
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⽣でみたいと⾔ひだしかけててはみたものの,後の豫定がつかへて急いでおいでるやうだつたので諦めました。丹沢祭のパ
レードの為の中断はやむを得ませんが,昨⽇は寒く私は便所⾏きで度々中座して恐⼊ります。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14454 選択 Awa C62 2014-04-21 19:30:37 返信 報告

初めまして,「Awa C62(アワ シロクニ)」です。昨⽇渋沢駅メロプロジェクトの⼀環として⾏はれたコピバンライヴ,御疲
れ様でした。初めて所⻑様にお⽬にかかれて光栄に存じ上げます。御世話になりました。岡崎雪さんの⾶⼊りは驚きでし
た。歌出しのさはりでよいので,「あの微笑みをわすれないで」の歌出しのサブメロを聽いてみたかつた。私は歿後のファ
ンで,平成16年のライヴのDVDでしか知りませんが,あの時,サブボーカルを務めてくれる⼈達を表に⽴てて,泉⽔さんがわ
ざと主旋律の歌出しを遅らせた,あの場⾯の再現を⽣でみたいと⾔ひだしかけててはみたものの,後の豫定がつかへて急いで
おいでるやうだつたので諦めました。丹沢祭のパレードの為の中断はやむを得ませんが,昨⽇は寒く私は便所⾏きで度々中
座して恐⼊ります。

Re:初めまして,「Awa C62(アワ シロクニ)」です。
14455 選択 stray 2014-04-21 19:38:50 返信 報告

Awa C62(アワ シロクニ)さん、こんばんは。

#14451の記事はこちらのスレに移動して削除しました。

昨⽇ははるばる遠路ご苦労さまでした。
 わざわざご挨拶においで下さって恐縮です。

 ゆっくりお話もできませんでしたが、SH2014にご参加されるようなら
 Z研のオフ会[14448]に参加して下さいね。

2004LIVEのあの場⾯、アワさんがリクエストされたとしても
 ほんの数秒で済むことなので、案外OK︕だったかも知れませんね(笑)。

 私も聞いてみたかったです。
 

⼤変ありがとうございました
14456 選択 幸（ゆき） 2014-04-21 20:06:26 返信 報告
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皆様、寒い中、所⻑さんをはじめ遠くからも来て下さり、⼤変ありがとうございました。
諸々のご都合で現地には⾏けず影ながら応援して下さった皆様にも感謝申し上げます。

何とか⼣⽅まで⾬にならず、フルセット演奏できました。
 近⽇中にメディア掲載があるようですのでお待ち下さい。多分、朗報も含まれてるかと。

[14442]吟遊詩⼈さん
 >私は♪遠い⽇のNostalgia♪を聴いて急に泉⽔さんがいないんだぁって泣きそうなりました。(ーー;)

後半のいろんな楽曲で、この故郷のどんな出来事や景⾊を詞に込められたのかな︖とか、
 バンドの歌声は届いてますか、と思って空を⾒上げると何度も胸にこみ上げてくるもの

 がありました。
 ラストのコメントも、最初は「これからもZARDをよろしくお願います」と真似っ⼦して

 締めくくろうと考えたものの、もう泣きそうで抑えるのに精⼀杯でしたm(_ _)m。

>会うまでどんな⼈達だろうと半分⼼配でしたがお会いして皆さん親切な⽅達で・・・ 
 ZARDファンは皆さん⼼優しい⽅ばかりで初対⾯でもホッとしますね。

-----ちょっとだけ、個⼈レポ------

前⽇の19⽇は、⼆⼈の協⼒者といっしょに宣伝ビラ配りをしました。年配の⽅々には良く
 ご存じなことが多く⾒受けられ、また都会のように受け取り直後に捨てるような⾏為は

 ほとんどなく（1枚だけ︓涙）、地元の⽅々に優しく受け⼊れられてるように感じました。
 途中に⾬がぱらついて⼈々が疎らになりかけたものの、何とか雲⾏きは回復して配り終

 えることが出来ました。あの看板をミスドにかかげて駅前でも休みながら宣伝。

渋沢で唯⼀の宿に泊まり（⼭開きなので仕⽅ないのですが）、朝5時からザワザワと登⼭
 客等の様⼦に寝られず、集合には早すぎるので泉蔵寺のチューリップを⾒に⾏きました。
 もちろん、泉⽔ちゃんのこととライブの祈願を本堂前ですませ、いざ出陣。

着いてしばらく待ち合わせのサポータと会って取り敢えず可能な機材等のセッティング
 をすませたら、誰も居ないところに⾶び⼊りゲストだけ先に到着。⼩⽥急の事故で1時間
 は遅れるとの連絡が届き、滞在時間が限られてるゲストに客無という最悪の事態やファン
 が集まらずに遅れて開始しても地元のパレードで中段は必須なので、天候と持ち時間に

 不安がよぎりながら待っていました。

https://bbsee.info/newbbs/id14442.html


幸い、ファンの皆様が別ルートで駆け付けて下さったおかげで予定通りに開始でき、
寒さのせいもあってか︖パレードも⾜早気味に予定より30分も早く時間を確保できて、

 充実したライブ演奏を満喫できたように思います。

この場をお借りして、集まって下さったファンや地元の皆様（「負けないで」をいっしょ
 に⼝ずさんでた年少くらいの⼥の⼦も居ました）、バンドメンバー、サポータの⽅々に改
 めて感謝致します。「また、お会いしましょう︕」

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14457 選択 stray 2014-04-21 21:15:42 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんばんは。

お神輿は少し⼩ぶりでしたが、パレードの熱気はすごかったですね。
 ⻄中のお祭り広場も露店がズラ〜っと並んで⼈出もすごかったです。

 
 幸（ゆき）さん、こんばんは。

遠路たいへんお疲れ様でした。てっきり地元の⽅だと思っていたのですが、
 まさかの○○県在住でこの活動をされているとは、驚き以上に敬服です。

何とかお天気ももって、ひとえに泉⽔さんのご加護と実⾏委員会の皆様の精進のおかげかと。
 和さんに呼ばれて[142420]出掛けましたが、⼤満⾜の１⽇となりました。

 改めて感謝申し上げます、どうもありがとうございました。

近⽇中のメディア掲載、楽しみにしております。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14458 選択 俺の空 2014-04-21 22:09:53 返信 報告

[14234]幸（ゆき）:
 > 皆様 

 > 渋沢駅前「丹沢まつり」にて以下を開催致します。 

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14457
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14457
https://bbsee.info/newbbs/id142420.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14458
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14458
https://bbsee.info/newbbs/id14234.html


 
> 坂井さんの故郷におけるイベント体験はそうそうないと 
> 思いますので、是⾮ともご参加下さい。 
> 
> 「ZARDコピバン路上ライブ in 渋沢2014」 

 > ⽇時︓2014年4⽉20⽇(⽇) 12:00-16:00 
 > 場所︓渋沢駅南⼝ 渋沢百貨店前↓歩⾏者天国の路上 

 > http://www.kankou-hadano.org/tanzawa57/map_sibusawaekimae.html 
 > 参加費︓無料 

 > 主なセットリストとバンド↓ 
 > http://ekimeropj.blog.fc2.com/blog-entry-2.html 

 > 
> 他にも演奏予定曲は、「Stray Love」や「遠い⽇のnortalgia」など盛り沢⼭^^。 

 > 
> 途中13:30-14:30頃に以下のようなパレードがあって⼀時中断します。 

 > おそらく坂井さんもかつてこんな光景を観られたと思います。 
 > パレード（特に0:15-1:26必聴） 

 > http://www.youtube.com/watch?v=yS-fkgmXODo 
 > ⼤名⾏列 

 > http://www.youtube.com/watch?v=ons1_p2SuDQ 
 > 神輿(演奏場所はファファの後⽅) 

 > http://www.youtube.com/watch?v=KaoAapOEuho 
 > 

> 注）添付画像の裏⾯は当⽇のお楽しみに。

私も参加しました︕
 ジリジリしながら新宿からjust12:00に、渋沢駅到着。

会場に着くと、ラッキィなことにまだ準備中。

あちこちで、挨拶をしている、フィルムコンサートで幾度か⾒かけた⾯々。微笑ましい光景に、早くもうるうるきまし
た。



ライブスタート→中略（皆様の書き込みをご参照）→⼆度⽬の”負けないで”→終演

泉⽔ちゃんの好きな⻘空は⾒えなかったものの、⼼の⽬では⼤室⼭を⾒たし、”お・も・ひ・で”も歌って貰いました。
 本当に有難うございました。

来⽉、⽇本⻘年館ですね︕昨⽇と同じ⽩いパンツをつけてオフ会にも参加させて戴きたいと存じます。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14459 選択 狐声⾵⾳太 2014-04-21 22:30:08 返信 報告

strayさん、皆さん今晩は。

テントが⽤意されると幸さんが書いていましたが、実物は、DIYなどで売っている、タープだったのですね。
  

> お神輿は少し⼩ぶりでしたが、パレードの熱気はすごかったですね。

そうですね、熱気がすごかった。初めはパレードの間隔が空いていて、これで終わり︖と思いましたが、⼀時間近く続い
たのではなかったでしょうか。

所で、「コピバン」と有りますが、終了後にコーヒーを飲んでいたときに、コピバンではなく「リスペクト・バンド」で
はないか、という話になりました。そう呼ぶ⽅が望ましいのでしょうが、今回はスタッフの胸証にもコピバンと書いて有
ったので、今回はコピバンと呼びましょう。

 

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14460 選択 stray 2014-04-21 23:00:00 返信 報告

俺の空さん、こんばんは。

私のことは分からなくても、吟遊詩⼈さんは予告どおりジョン・レノン⾵の丸メガネでしたので
 すぐにお分かりになったかと思います。

 今回はお⽬にかかれませんでしたが、SH2014でお会いしましょう︕

 
 狐声⾵⾳太さん
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> そうですね、熱気がすごかった。初めはパレードの間隔が空いていて、これで終わり︖と思いましたが、⼀時間近く続
いたのではなかったでしょうか。

⻄中学校がスタート地点で、踏切を越えて我々が居た駅南を通るコースなので、
電⾞が来る度に、踏切空き待ちで隊列が途切れてしまうのです。

 私も最初「ずいぶんのんびりしたパレードだなぁ」と思ったのですが(笑)、
 踏切から先は道路幅いっぱいに広がった隊列が隙間なく並んでいて、それはそれは壮観でした。

> 所で、「コピバン」と有りますが、終了後にコーヒーを飲んでいたときに、コピバンではなく「リスペクト・バンド」
ではないか、という話になりました。そう呼ぶ⽅が望ましいのでしょうが、今回はスタッフの胸証にもコピバンと書いて
有ったので、今回はコピバンと呼びましょう。

私も「リスペクト・バンド」あるいは「トリビュート・バンド」が相応しいと思います。
 が、いかんせんどちらも⻑くて⾔いづらく、コピバンのように略してしまうと何のことか分からなくなってしまいます。

 私的には「トリバン」で認知され定着してもらいたいのですが。
 

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14462 選択 myumyu 2014-04-22 00:29:49 返信 報告

 昨⽇は、皆さんお疲れ様でした。昨⽇は部活の試合が浦和であって１２時に浦和を出発し、１４時３０分頃着きまし
た。渋沢百貨店を⾒つけられず、秦野⻄中に⾏ってしまいました。坂井さんが昔ここで⾛ったと思われるグランドを踏み
しめられ、感動しました。

  渋沢百貨店が⾒つけられず、帰るつもりで切符を買っているときに「負けないで」の歌声がかすかに聞こえ、その⽅向
に⾏ったら、そこが路上ライブ会場でした。１０分くらいでしたが、参加できてうれしかったです。終わった後坂井さん
の写真のあたりで集まっていらした⽅々がstray所⻑、noritamaさん、陸奥さん、狐声⾵⾳太さんたちだったのでしょう
か。緊張して声もかけられませんでした。（ちなみにわたしはグレーのウインドブレーカーに⿊のジャージ、⿊いリュッ
クを背負って⿊のキャップをかぶっていました。）

  来⽉２７⽇に⽇本⻘年館にいくので、またお⽬にかかれたらいいと思います。（１２︓３０からのランチオフ会はだれ
でも参加可なのですか︖それとまったくの私事ですが、来⽉、坂井さんの⺟校の伊志⽥⾼校と試合を⾏うのでこれも楽し
みです）

  

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14462
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Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14463 選択 tsukasa 2014-04-22 00:33:55 返信 報告

皆さんこんばんは tsukasaです。
 幸さんお疲れ様でした

 少し寒かったですが、素敵なイベントを有り難うございます。

幸さんはとても優しそうで、どこか懐かしい感じのする
 ⼈だなと思いました。

何度か話しかけようと思ったのですが、うーん、どうしよう・・・
 特に私がガードレールにもたれて豚汁を⾷べているときに、

 ⽬があって、すぐそばに来てナイキのTシャツをよく⾒える
 ようにしてくれているし。

⾒た⽬と違ってとてもシャイなので。
 幸さんとたぶん同年代のおっさんなのですが。

ところで、HARDさんの演奏の時、私の横にいた⼥性が
 こちらの⽅を気にして⾒ているようなのです。

サングラスではない普通のメガネなのですが
 丸系のメガネをかけてエンジ⾊のデイパックを

 しょっていたので吟遊詩⼈さんと思われていたのでしょうか。今気づきました。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14464 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-22 09:48:20 返信 報告

MYUMYUさん。TSUKASAさん。初めまして。
 皆さん。こんにちは。陸奥亮⼦です。

終わった後坂井さんの写真のあたりで集まっていらした⽅々がstray所⻑、noritamaさん、陸奥さん、狐声⾵⾳太さんた
ちだったのでしょうか。緊張して声もかけられませんでした。（ちなみにわたしはグレーのウインドブレーカーに⿊のジ

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14463
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14463
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14464
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14464


ャージ、⿊いリュックを背負って⿊のキャップをかぶっていました。）

路上ライブは、予定よりも早く、３時３０分過ぎには終了した様に思います。そして、路上ライブの最後に、幸（ゆき）
さんが参加された皆さんにお礼を込めて、御挨拶をされたのですが、その時には、多分、STRAY所⻑さんとNORITAMAさ
んは、早めにその場を離れられていて、お２⼈で渋沢駅のケンタッキーフライドチキンの店でお話されていたのではない
かと思います。

ですので、泉⽔さんの写真の前で挨拶していたのは、狐声⾵⾳太さん。吟遊詩⼈さんと私の３⼈だと思います。

>  来⽉２７⽇に⽇本⻘年館にいくので、またお⽬にかかれたらいいと思います。（１２︓３０からのランチオフ会はだ
れでも参加可なのですか︖それとまったくの私事ですが、来⽉、坂井さんの⺟校の伊志⽥⾼校と試合を⾏うのでこれも楽
しみです）

誰でも参加出来る筈です。

＞TSUKASAさんへ。

幸（ゆき）さんがナイキのTシャツをよく⾒えるようにされていたのは、多分、吟遊詩⼈さんを含めて皆さんに判るように
されていたと思いますね。私も最初は、吟遊詩⼈さんを探していましたので、丸い眼鏡の⽅は居られましたが、丸いサン
グラスでなかったので、お声掛けはしませんでした。吟遊詩⼈さんは、ほぼ予告通りの服装と持ち物でしたので、お声掛
けして、ご本⼈と確認出来ました。結局、吟遊詩⼈さんとは、STRAY所⻑さん達とミニオフ会を含めて３時間程、お話が
出来て、とても楽しい⼀⽇を過ごせました。

皆さん。有難う御座いました。また。お会いしましょう。

Re:春のアコースティックライブのお知らせ
14467 選択 stray 2014-04-22 12:45:36 返信 報告

myumyuさん、こんにちは。

北⼝に出てしまわれたようですね。もっともお祭りのメインは北⼝で、
南⼝は路上ライブだけなので無理もありません、私も最初、北⼝に降りかけましたので（笑）。

ランチオフ会は参加⾃由です、是⾮ご参加ください。（向こうのスレに補⾜済み）

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14467
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14467


 
tsukasaさん、こんにちは。

ZARDファンはシャイな⼈が多くて困ったものです（笑）。
 SH2014に参加されるようならランチオフ会にも是⾮どうぞ。

  

ご参加下さった皆様、ありがとうございました
14468 選択 幸（ゆき） 2014-04-22 17:20:11 返信 報告

>[14452]Awa C62さん

再会できて嬉しかったです。
 四国から来て頂きありがとうございました。

 ご⽤意下さったお酒（『⻲泉』ですよね）が何本も割れてしまい、
 また⾃分は⾞でせっかくの差し⼊れを飲めず残念で申し訳なかったです。

>]]id:14458]]俺の空さん 
 >”お・も・ひ・で”も歌って貰いました。

ご参加ありがとうございます。↑良かったですね。
 次回はオフ会で。

>[14462]myumyuさん 
 >渋沢百貨店が⾒つけられず、

案内の⽮印とか駅に表⽰できたら良かったですね。
 天候等の⼼配で頭が⼀杯で気が回らずm(_ _)m 。
 ⿊のジャージ、リュック、キャップだとあの⽅でしょうか︖。

>[14463]tsukasaさん 
 >幸さんはとても優しそうで、どこか懐かしい感じのする

「うーたん」とかつて呼ばれてましたので、太古の系統を辿ると
 繋がっているので懐かしさを感じられたのかも︓笑

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14468
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14468
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ed58966527f3896422f854dc5d703513.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14452.html
https://bbsee.info/newbbs/id14462.html
https://bbsee.info/newbbs/id14463.html


>[146464]陸奥亮⼦さん 
>幸（ゆき）さんがナイキのTシャツをよく⾒えるようにされていたのは、

いえいえ。
 NIKEのTシャツを全⾯に出すのはZARDイベント等における戦闘モードなんです。

 実際に戦う訳ではないんですが、カラ元気というか気合を込めて寒さを⾶ばす。

stray所⻑、オフ会企画ありがとうございます。
 未だ⽇程は定かでありませんが、少なくともランチには⾏きたいです。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14469 選択 sakura 2014-04-22 22:19:40 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> お顔アップの写真は本⼈の承諾を得ないとまずいので、 
 > noritamaさんは路上ライブ全体の雰囲気が分かる写真を貼って下さったものと思います。

そうだったのですね。了解です。

psその１
 何かご迷惑をお掛けしたようで、陳謝︕

psその２
 オフ会の設定、ありがとうございます。

 可能であれば、昼と夜のオフ会に参加したいと考えていますが、
 休みが取れるかどうか直前にならないとわかりません・・・（涙）

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14470 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-23 00:35:34 返信 報告

tsukasaさん はじめまして、こんばんは吟遊詩⼈です。
 私と似たような格好されていたのですね（笑い）

 事前に⾔っていたのでなんちゃって吟遊詩⼈登場ですかね︖（笑い）

https://bbsee.info/newbbs/id146464.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14469
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14469
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14470
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14470


> ところで、HARDさんの演奏の時、私の横にいた⼥性が 
> こちらの⽅を気にして⾒ているようなのです。 

 > 
> サングラスではない普通のメガネなのですが 

 > 丸系のメガネをかけてエンジ⾊のデイパックを 
 > しょっていたので吟遊詩⼈さんと思われていたのでしょうか。今気づきました。

tsukasaさんはどのあたりいましたか︖私は丁度焼き⿃や豚汁を売ってるとなり位にいたのですが⾃分と似た⼈なら気付い
たはずだけど全然気が付きませんでした。テリ－伊藤⾵の⼈はいたのは気になってたんですけど・・・

Re:ご参加下さった皆様、ありがとうございました
14471 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-23 00:57:34 返信 報告

幸（ゆき）さん 吟遊詩⼈です。念願の秦野の地を⾒る事、しかも普段だったら校庭内に⼊れない⼩学校、中学校と⾒る
事が出来て良かったです。継続して街でこのライブが名物ライブとして⾏える様になれば良いですね。

> NIKEのTシャツを全⾯に出すのはZARDイベント等における戦闘モードなんです。 
 > 実際に戦う訳ではないんですが、カラ元気というか気合を込めて寒さを⾶ばす。

事前におっしゃっていたので、はっぴ姿のNIKEのTシャツの幸（ゆき）さんはすぐ解りましたが、こちらも初対⾯だった
ので緊張してこちらからお声をかけれなかったです。（苦笑）何度となく⼿を上げて叫ばれていて 元気な⽅だと感じまし
た。

 その気合いがいつか駅メロ実現に向かって必ずや原動⼒となるでしょう。応援しております︕︕
 この様な素晴らしい企画ありがとうございました。!(^^)!

新聞記事
14487 選択 stray 2014-04-24 10:04:25 返信 報告

カナロコに記事が掲載されています。（本⽇3時更新）
 http://www.kanaloco.jp/article/70253/cms_id/77172

市⻑さんが動いてくれるそうなので、駅メロ実現に期待が持てそうですね︕

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14471
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14471
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14487
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14487


Re:新聞記事
14488 選択 幸（ゆき） 2014-04-24 10:34:33 返信 報告

[14487]stray所⻑、ありがとうございます。
 紙⾯のは明⽇25⽇発売だそうです。神奈川新聞の⻄部版でないと（横浜や川崎における東部版には載らない）載ってない

ので、ご注意下さい。

> 市⻑さんが動いてくれるそうなので、駅メロ実現に期待が持てそうですね︕

はい、⼤いに期待してます。

Re:新聞記事
14489 選択 noritama 2014-04-24 11:00:09 返信 報告

こんにちは
  

> > 市⻑さんが動いてくれるそうなので、駅メロ実現に期待が持てそうですね︕ 
 > 

> はい、⼤いに期待してます。 
 なんとなんといいニュースですね!!

※※[14503]によると↓↓24⽇版のようです↓↓バックナンバー注⽂する場合はご注意を※※
 >紙⾯のは明⽇25⽇発売だそうです。神奈川新聞の⻄部版でないと（横浜や川崎における東部版には載らない）載ってな

いので、ご注意下さい。 
 おっととっと今買いに⾛ろうと(笑)明⽇掲載ですね。了解(^^;しました

参考までに、発⾏済みの神奈川新聞のバックナンバー取り寄せはこちら↓
 https://www.kanaloco.jp/topic/corporate-newspaper-subscription
 幸(ゆき)さんのご説明のように、地域によって掲載が異なるので、注⽂時注意が必要です。

Re:新聞記事
14490 選択 幸（ゆき） 2014-04-24 11:46:41 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14488
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14488
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https://bbsee.info/newbbs/id14503.html
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14490


[14489]noritamaさん、皆様
>  なんとなんといいニュースですね!!

七回忌の終わりに、良いお知らせができたのではないかと思ってます。

今後とも、ご⽀援の程よろしくお願い致しますm(_ _)m。

Re:新聞記事
14503 選択 幸（ゆき） 2014-04-25 13:56:03 返信 報告

[14489]noritamaさん、すみません。
 >  おっととっと今買いに⾛ろうと(笑)明⽇掲載ですね。了解(^^;しました

昨⽇の掲載だったようです、誠に申し訳ありません。
 取り扱い販売店に残っていると良いのですが。

Re:新聞記事
14513 選択 tsukasa 2014-04-25 22:33:09 返信 報告

[14487]strayさん
 > カナロコに記事が掲載されています。

Strayさん こんばんわ
 カナロコの写真に私が写っていたのでビックリしました。

 もちろん後ろ姿です。シャイなので・・

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14514 選択 tsukasa 2014-04-25 23:05:39 返信 報告

[14470]吟遊詩⼈さん
 > 

> tsukasaさんはどのあたりいましたか︖

https://bbsee.info/newbbs/id14489.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14503
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14503
https://bbsee.info/newbbs/id14489.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14513
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14513
https://bbsee.info/newbbs/id14487.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14514
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14514
https://bbsee.info/newbbs/id14470.html


カナロコ写真ですと、ほとんど中央ですね。(笑ってしまいました)
14時頃に撮影されたものでしょうか。

 グレーとエンジのリュックなのですが、横から⾒るとエンジ⾊の部分しか⾒えないのです。
 なおイベントの後半、私の左斜め前⼆メートル程のところにハッピをきた体の⼤きな⼈がいましたが、strayさんでは、と

にらんでおります。
 陸上経験者で、⾛る⽅ではない と⾔うことから重いものを投げれそうな⼈ということで。

 Strayさん 「違っていても当たっていてもご免なさい」

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14515 選択 stray 2014-04-25 23:23:14 返信 報告

tsukasaさん、こんばんは。

ベストポジションで写ってるではないですか︕(笑)

> なおイベントの後半、私の左斜め前⼆メートル程のところにハッピをきた体の⼤きな⼈がいましたが、strayさんでは、
とにらんでおります。

それは実⾏委員会のまえじーさんです。
 私はカナロコの写真にも[14436]にも写ってないです。

 居たんだけどなぁ、なんでだろ(笑)。

Re:ZARDコピバン路上ライブ レポ
14516 選択 tsukasa 2014-04-26 00:23:22 返信 報告

[14515]strayさん

> 
> > なおイベントの後半、私の左斜め前⼆メートル程のところにハッピをきた体の⼤きな⼈がいましたが、strayさんで
は、とにらんでおります。 

 > 
> それは実⾏委員会のまえじーさんです。 

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14515
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14515
https://bbsee.info/newbbs/id14436.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14516
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14516
https://bbsee.info/newbbs/id14515.html


> 私はカナロコの写真にも[14436]にも写ってないです。 
Strayさん まえじーさん 失礼いたしまいた。

> 居たんだけどなぁ、なんでだろ(笑)。 
 > 

迷⼦になっていたのでしょう。
 

駅メロの現状が告知されました
14541 選択 幸（ゆき） 2014-04-29 11:09:24 返信 報告

皆様、おはようございます。
 ⼤切なお花⾒の割り込みで申し訳ありませんm(_ _)m。

今⽇、読売新聞（神奈川版）↓にも掲載されました。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20140429-OYT1T50000.html

これまで⽔⾯下の動きでしたが、現状がかなり詳しく書かれてます。秦野市としてこのように表明して下さったことから
も、具体的に検討して頂けると期待しましょう。

追記︓この駅メロに御賛同下さった後、病に倒れて他界された⽅々もおられます。その想いも含めて努⼒を続けたいと思
っています。ご⽀援よろしくお願い致します。

Re:駅メロの現状が告知されました
14543 選択 stray 2014-04-29 15:06:45 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます。

市企画課は「来年１⽉の市制６０周年事業の⽬⽟の⼀つにしたい」と意気込んでいる。

さらに嬉しいニュースですね︕
 どの曲にするか、早速⼈気投票が必要なんじゃないでしょうか(笑)。

 私は「揺れる想い」推しで、⼩⽥急のキャッチコピーにも使えるんじゃないかと思っています。

https://bbsee.info/newbbs/id14436.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14541
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14541
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14543
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14543


”揺れる想い 体じゅう感じて ⼩⽥急電鉄”

Re:駅メロの現状が告知されました
14545 選択 noritama 2014-04-29 15:32:34 返信 報告

幸(ゆき)さん こんにちは

前回の神奈川新聞は[14489]のバックナンバー係へメールで在庫料⾦確認をして(⼟⽇祝は返事
は来ない模様)

 取り寄せ中です(^^)ご⼼配おかけしました。

更なる新聞情報ありがとうございます。
 コンビニは新聞の売り切れか引き上げが早いところがあるようで(^^;

 駅の売店で読売新聞買ってきました｡
 ⽩⿊ですが⼤きな⾒出しで掲載されてます(^^)

 ※都合写真の画質下げてます｡ 
 ⽂⾯は⼩⾒出し横の⽂説以外は[14541]のリンク先と同じようです。

さらに実現に向けて期待の⾼まる詳細内容ですね!!(^^)/

まねっこで(笑)
 "君に逢いたくなったら…⼩⽥急電鉄"(^^

 

Re:駅メロの現状が告知されました
14546 選択 陸奥亮⼦ 2014-04-29 16:18:44 返信 報告

NORITAMAさん。みなさん。こんにちは。陸奥亮⼦です。

> 駅の売店で読売新聞買ってきました｡ 
 > ⽩⿊ですが⼤きな⾒出しで掲載されてます(^^) 

 > ※都合写真の画質下げてます｡

私の家も、読売新聞を取っています。しかし、横浜版に近い地域なので、「ZARDの記事が無〜〜〜い」です。

https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14545
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14545
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https://bbsee.info/newbbs/id14541.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14234.html?edt=on&rid=14546
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NORITAMAさんに載せて頂いた写真では、ZARDが「スッポリ」と抜けている〜〜。右下の「地検⽀部から逃⾛」と「新
スケート場の外観イメージ」、さらに、左上の「菓⼦原材料（乳）表⽰せず」までは在るのに、肝⼼のZARDが無く、代わ
りに、「横浜３病院（産科拠点）に」という記事です。涙、涙。

神奈川版でも、地域により、こんなに違うなんて、思いもよりませんでした。そういえば、２０⽇の⽇に、私の居た近く
に

 神奈川新聞さんで無くて、読売新聞さんの写真撮影⽤の「脚⽴」が在った事を思い出しました。（笑）。

Re:駅メロの現状が告知されました
14547 選択 幸（ゆき） 2014-04-29 16:57:50 返信 報告

[14546]陸奥亮⼦さん
 > 私の家も、読売新聞を取っています。しかし、横浜版に近い地域なので、「ZARDの記事が無〜〜〜い」です。

すみません、相模版だそうです。

Re:駅メロの現状が告知されました
14548 選択 吟遊詩⼈ 2014-04-29 20:19:17 返信 報告

stray所⻑、先⽇は、初対⾯だったのであまりお話できませんでしたが・・・吟遊詩⼈です。

幸（ゆき）さん、陸奥亮⼦さん、皆さんこんばんは。
 noritamaさんのいつも素早い情報どうもありがとうございます。

 
> 市企画課は「来年１⽉の市制６０周年事業の⽬⽟の⼀つにしたい」と意気込んでいる。

個⼈では限界があるけど市の⼒の後押しがあれば、実現に向かっての第⼀歩は踏み出された感があります。こうしたマス
コミの⼒も⼤きいですよね。

> どの曲にするか、早速⼈気投票が必要なんじゃないでしょうか(笑)。

やはり誰でも知ってるとなると♪負けないで♪になってしまうのでしょうか︖乗客が聴いて爽やか明るい気持ちになれるメ
ロディが良いですね。
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私は♪マイ フレンド♪推しです。 
”あなたを想うだけで ⼼は強くなれる ずっと⾒つめてるから ⾛り続けて⼩⽥急電鉄”（笑い）出出しのメロディイン
パクトありません︖(^O^)

Re:駅メロの現状が告知されました
14553 選択 noritama 2014-04-30 07:49:08 返信 報告

おはようございます

読売新聞バックナンバー問い合わせ
 http://info.yomiuri.co.jp/contact/faq/faq02.html

 何処の地域版か指定必須ですね。

Re:駅メロの現状が告知されました
14562 選択 noritama 2014-05-01 17:15:06 返信 報告

こんにちは

取り寄せしていた､4/24の神奈川新聞のバックナンバー届きました(^^)
 ※都合写真の画質下げてます｡

 ⽂⾯は[14487]のリンク先と同じようです。
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