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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15762 選択 吟遊詩⼈ 2014-11-24 00:38:38 返信 報告

皆さん、こんばんは、吟遊詩⼈でございます。 
 「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会も無事に終わり参加されたBREEZE

☆、繭さん＆ピアノサポート五⼗嵐雄⼀さん両バンドの皆さん、noritamaさん、
 陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、myumyuさんそしてZOE(ぞえ)さん、ご苦労さまでした。

 俺の空さんは来られていたのか確認できませんでした・・・︖

そして何よりも幸（ゆき）さん運営陣として裏⽅でのご尽⼒に感謝いたします。m(__)m
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幸（ゆき）さんのご尽⼒で⽣まれたmixi系の皆さんとのオフ会交流も普段味わう事の出来ない素晴らしい⼀時でした。ありがとう
ございました。

いつもながら思う事なのですがこれも泉⽔さんが引きあわせて頂いた⼀期⼀会の縁と感じております。泉⽔さんにも感謝m(__)m

ZOE(ぞえ)さんは初参加でしたが春の渋沢での⾃分と同じで最初は不安であったと思いますがオフ会での数⼈との名前と顔が⼀致
した事でしょうからこれからも書き込みよろしくお願い致します。!(^^)!

天候にも恵まれ春の渋沢ライブ以上に素晴らしい⼀⽇でした。
 両バンドともに20分程度で4、5曲でしたがもう少し聴きたいと想う腹⼋分⽬弱の処で終了︕ お腹いっぱいにしない微妙なところ

が良いんですかね・・・(^^♪

⾃分は不器⽤で説明下⼿なのでライブの模様はnoritamaさんが詳しく解説してくれる事と思います。ですよね・・・︖（笑）

駅メロ曲がもうすぐ決定するでしょうが、渋沢駅にどんな曲が流れるのか楽しみしております。
 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15763 選択 noritama 2014-11-24 01:14:49 返信 報告

>⾃分は不器⽤で説明下⼿なのでライブの模様はnoritamaさんが詳しく解説してくれる事と思
います。ですよね・・・︖（笑）

(^^;
 こんばんは､

 「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」
 観に⾏って来ました(^^)

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15764 選択 noritama 2014-11-24 01:16:21 返信 報告

丁度､お昼頃渋沢駅到着｡ 
 もうすぐ駅メロ流れるんだなぁと思いながらスタスタと改札へ｡
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Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15765 選択 noritama 2014-11-24 01:18:03 返信 報告

いい天気っと⼤⼭を⾒て､､って
 こちら(北⼝)じゃなかった;;南⼝へ(^^;

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15766 選択 noritama 2014-11-24 01:18:55 返信 報告

準備してるーあそこかなと｡

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15767 選択 noritama 2014-11-24 01:20:23 返信 報告

遠巻きに様⼦を(笑)
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Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15768 選択 noritama 2014-11-24 01:22:33 返信 報告

待っている間にタイヤキを(^^;

(以降､都合画質下げていますm(_ _)m)
 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15769 選択 noritama 2014-11-24 01:24:27 返信 報告

準備が進み徐々に⼈が集まってきて､
 狐声⾵⾳太さん､吟遊詩⼈さんも来られました｡

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15770 選択 noritama 2014-11-24 01:25:14 返信 報告

始まりました?と思ったらちょいリハ(^^)
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Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15771 選択 noritama 2014-11-24 01:26:36 返信 報告

12時50分頃
 第⼀部 BREEZE☆ の路上ライブ始まり〜♪

 ･眠れない夜を抱いて
 ･OH MY LOVE

･少⼥の頃に戻ったみたいに
 ･フォトグラフ

 ･きっと忘れない
 ･負けないで

 ･アンコール－眠れない夜を抱いて
 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15772 選択 noritama 2014-11-24 01:54:19 返信 報告

時間を置いて
 15時頃

 第⼆部 繭さん＆ピアノサポート五⼗嵐雄⼀さん の路上ライブ始まり〜♪
 ･グロリアスマインド

 ･pray
 ･Don't you see!

 ･あの微笑を忘れないで
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Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15773 選択 吟遊詩⼈ 2014-11-24 02:11:18 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。  

オフ会でのアルコ－ルが効いて思考能⼒低下︕︕どうしても全貌が思い出せません︕︕(>_<")
 書き込みも何回も推敲を重ねています。只の酔っ払いです。（苦笑）

ライブ模様はnoritama⼤先⽣にお願いしたら流⽯︕⼀気に⾏きましたね。解りやすいですね。
 名付けてnoritamaストリートビュー ピンチヒッタ－の役ありがとうございました!(^^)!

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15774 選択 noritama 2014-11-24 03:02:47 返信 報告

>名付けてnoritamaストリートビューピンチヒッタ－の役ありがとうございました!(^^)!

(^^;そんな⼤そうな･･･(笑)

路上ライブ終了後はオフ会会場へ｡
 総勢30⼈ぐらいだったでしょうか｡

BREEZE☆、繭さん＆ピアノサポート五⼗嵐雄⼀さん両バンドの皆さん､
 幸(ゆき)さんはじめサポーターの皆さん､mixi系の皆さん､Twitter系⽅(帰りも⼀緒だったのですけれど

名前が思い出せませんm(_ _)m)､
 吟遊詩⼈さん､狐声⾵⾳太さん､陸奥亮⼦さん､ZOE(ぞえ)さん､

 ZARDトリビュートバンド路上ライブそしてオフ会へと楽しいひとときをありがとうございました｡
 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15775 選択 狐声⾵⾳太 2014-11-24 09:04:26 返信 報告

皆さん、お早う御座います。
 昨⽇のライブのメンバーの⽅、お疲れ様です。

 オフ会に参加の⽅々、途中で失礼し、申し訳ありません。
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中途半端に近いもので、泊まるわけにも⾏かず、帰るとすると途中で失礼することになります。
尤も、往復５時間余り、ＺＡＲＤのリスニングマラソンをして楽しんでいました。

昨⽇は早く着き、中学校と⼩学校を⾒て来ました。
 その前に、駅北⼝デッキから富⼠⼭が⾒えました。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15776 選択 狐声⾵⾳太 2014-11-24 09:06:05 返信 報告

中学校では、こんな横断幕を⾒ました。
 泉⽔ちゃんはこれをやった⼈ですね。

 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15777 選択 狐声⾵⾳太 2014-11-24 09:12:54 返信 報告

ライブでは久しぶりに「カホン」を⾒た。それで、何枚も写真を撮ってしまった。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9B%E3%83%B3

 なんでも、今回はドラムが⽤意できず、他の打楽器という事で使われたそうですが、流⾏の楽器です
ね。

 演奏の仕⽅で⾊々は⾳が出るそうです。
 

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15778 選択 陸奥亮⼦ 2014-11-24 09:33:51 返信 報告
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皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

昨⽇は、ライブとオフ会で、楽しいひと時を過ごさせて戴きま

した。＾－＾。

BREEZE☆、繭さん＆ピアノサポート五⼗嵐さん、TWITTER系

の「〇〇おじさん(御名前は、失念して、済みません）」、

幸（ゆき）さん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、NORITAMA

さん、ZOE（ぞえ）さん、MYUMYUさん、MIXI系の皆さん、

たらみさん、TRIPER（⾃信が有りませんが、このスペルで宜し

いでしょうか︖）さん、皆さん、本当に有難う御座いました。

私としては、初めての⽅も居られるかと思いまして、昨⽇は、

ハンドルネームの説明に「判り易い」ように、実在した「陸奥

亮⼦」御本⼈の「モノクロ写真」を持参しました。(笑）。

そして、オフ会の半ば程に、MIXIの⽅達お３⽅が、こちらの

席に来られて、⾊々とお話も伺いましたが、その内の⼥性お２

⽅も、ZARD研究所のスレッドやレスを御覧になられていて、

我々のハンドルネームを⼀⼈、⼀⼈、順番に紹介すると、

「あー、知ってま〜〜す。観てますよ〜〜。」という感じで、

おっしゃられたので、私達を御存知なのを知りまして、様々な

⽅達が、⾒られて居りますのを実感しつつ、⼤変驚いた次第で

す。＾－＾。

⼜、皆さんとお会いする機会が有りました節には、宜しくお願

い致します。



Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15779 選択 MYUMYU 2014-11-24 22:40:21 返信 報告

 皆さん、こんばんは。ＭＹＵＭＹＵです。久々の投稿です。昨⽇は皆さんお疲れ様でした。私は午後２時４０分ころに
渋沢に着きました。

  第２部が始まる少し前に陸奥亮⼦さんに会えてお話をさせていただきました。陸奥亮⼦の画像も⾒せていただき、説明
もお聞きしました。（仕事柄でしょうか、⾃分でも調べてみるつもりになりました）その後、吟遊詩⼈さんにも会えまし
た。５⽉２７⽇以来でうれしかったですね。

  ライブは３０分弱くらいだったでしょうか。繭さんの歌声は初めて聞いたのですが、ＺＡＲＤの曲を御⾃⾝なりに解釈
して歌われていたようにも思いました。私もいつの間にか⼝ずさんでいました。
 家まで２時間半以上かかることを考え、オフ会には出ませんでした。（陸奥亮⼦さんにも声をかけていただいたのに申
し訳ありませんでした）実際、渋沢にいたのは１時間半くらいでしたが、夢のような時間した。皆さんお疲れ様でした。
楽しい時間をありがとうございました。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15780 選択 たかZ 2014-11-25 02:03:35 返信 報告

初めまして︕
 私『たかZ』と⾔います。

 いつもはロム専ですがZARD研究所様のページを⾒ては
 縁の地を楽しませて頂いております。

 今回の2014.11.23のオフ会の幹事を勤めさせていただきました者で、こちらの数名の⽅々にご参加いただきましてありが
とうございました。

 スケジュールが早くなったことで
 オフ会会場へのご案内、飲⾷等⼿違いがございましてすみませんでした。

 お詫び致しますm(_ _)m

何⼈かの⽅々と初めてお話させて頂きましたが
 皆様とてもお優しくて気さくな⽅々で

 お話をさせて頂き本当にありがとうございました。
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楽しいひと時と交流も深められましたでしょうか︖
オフ会幹事といたしまして改めて感謝しております。

こちらへは皆様の熱い活動、コッソリ、応援させて頂きます。
 縁の地は参考にさせて頂きますね（＾＾）

2014.11.23渋沢路上ライブお疲れさまでした。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15781 選択 幸（ゆき） 2014-11-25 08:30:22 返信 報告

皆さん、いろいろありがとうございました。

当⽇は富⼠⼭も映える晴天でしたね。
 渋沢駅上りのホームからバッチリなことを発⾒しました。解像度が悪く、ホームに⼊ってくる

タイミングも難しくて、列⾞の上にちらっとしか伺えませんが実際は相当⼤きい印象です。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15782 選択 幸（ゆき） 2014-11-25 08:32:53 返信 報告

ちょっと横顔シルエットに⾯影があるでしょ。
 取り急ぎ。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15783 選択 吟遊詩⼈ 2014-11-25 10:17:08 返信 報告
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たかZさん、こんにちは
> 今回の2014.11.23のオフ会の幹事を勤めさせていただきました者で、こちらの数名の⽅々にご参加いただきましてあ
りがとうございました。

オフ会幹事ご苦労様でした。ちょっとの時間でしたがお話させて頂きありがとうございました。他のサ－クルの⽅と喋る
機会があまり無く貴重な⼀時でした。!(^^)!
また機会がありましたら交流を持ちたいと思います。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15784 選択 陸奥亮⼦ 2014-11-25 10:38:32 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

MYUMYUさん、詳しいレス、有難う御座います。

私も渋沢には、午後２時半頃に到着しましたので、第１部の

BREEZE☆さんの出演は、観ていません。駅出⼝を出た処に、

丁度、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、NORITAMAさんが、

ベンチに座られていましたので、４⼈で、楽しく「おしゃべ

り」させて戴きました。＾－＾。MYUMYUさん、次回に⼜、お会

い出来ればと思います。

「たかZ]さん、レス、有難う御座います。

> 私『たかZ』と⾔います。 
 > いつもはロム専ですがZARD研究所様のページを⾒ては 

 > 縁の地を楽しませて頂いております。 
 > 今回の2014.11.23のオフ会の幹事を勤めさせていただきました者で、こちらの数名の⽅々にご参加いただきましてあ

りがとうございました。 
 > スケジュールが早くなったことで 

 > オフ会会場へのご案内、飲⾷等⼿違いがございましてすみませんでした。 
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15762.html?edt=on&rid=15784
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> お詫び致しますm(_ _)m 
> 
> 何⼈かの⽅々と初めてお話させて頂きましたが 

 > 皆様とてもお優しくて気さくな⽅々で 
 > お話をさせて頂き本当にありがとうございました。 

 > 楽しいひと時と交流も深められましたでしょうか︖ 
 > オフ会幹事といたしまして改めて感謝しております。

「オフ会の幹事」、⼤変、お世話になりました。こちらこそ、

有難う御座います。私も、学⽣時代の同窓会の幹事をしていま

すので、裏⽅としての幹事の「苦労」は、多少なりとも、判る

つもりです。＾－＾。今回も、狐声⾵⾳太さんと同様に、オフ

会終了の少し前に、退席させて戴きましたが、部屋の出⼊り⼝

まで、⾒送りに来られて、互いのハンドルネームを⾔った折

に、「たか」は、平仮名で、後、「Z]ですと⾔われましたね。

オフ会が、少し進⾏し、「繭」さんの紹介時に、繭さんのパン

フレットや「GOOD]品を⾒せられている際、繭さんとのやり取

りで、「たかZ]さんをご本名で、⾔われておりましたので、

(本名は、出さないでよ〜〜)とおっしゃっていましたね。

苗字の頭⽂字だけで表⽰も出来ますが、御本⼈様の承諾を得て

おりませんので、「〇さん」と書けないです。(笑）。

後、蛇⾜ですが、昨⽇の２４⽇、繭さんが、川崎で少し、ライ

ブをされるという事でしたので、私の住んでい地域から、徒歩

で、約２０分程の処にある、今回のライブ会場、川崎銀座街「D

ICEビル裏側」に⾏きました。繭さんの出演時間は、当⽇に決



まるという事でしたが、昼⾷を済ませて、午後１時過ぎに⾏き

ますと、男性２⼈組の⽅達の演奏が始まっており、観衆は、恐

らく、１０〜１５⼈位でしたでしょうかね。ポスターやGOOD

売り場の傍に、昨⽇のオフ会でお⾒かけしたMIXI系の⽅(サ

ポーターの⽅かもですが）が、お１⼈、居られましたので、

挨拶しました。すると、其の⽅が、「繭さんは、午後２時半頃

の出演です」と答えられたので、私は、「繭さんのHPも観まし

たが、この所、⼤分、活動されていますね。」と答え、「今⽇

は、時間が合わないので、これで、失礼します」と⾔いまし

て、残念ながら、繭さんのライブは、観れませんでした。その

後、買い物をして、２時までに、帰る予定でしたので。(涙）。

Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15786 選択 stray 2014-11-25 12:19:18 返信 報告

皆さんこんにちは、staryです。

秋の渋沢路上ライブに参加された皆さん、主催の幸（ゆき）さん、
 オフ会幹事のたかZさん（初めまして）、たいへんお疲れさまでした。

 吟遊詩⼈さん、noritamaさん、狐声⾵⾳太さん、早速のレポどうもありがとうございます。

春のライブは肌寒い曇天でしたが[14436]、
 今回は富⼠⼭がくっきり⾒えて⾒事な⽇本晴れですね。

 私は⽚道４時間かかるので（笑）、今回はパスさせてもらいましたが、
 ファン同⼠が交流を深められたようで何よりでした。

駅メロ使⽤曲も決まったようですし（別スレ[15785]）、
 次回も有るとすれば、かなりの盛り上がりになるのではないでしょうか。

 幸（ゆき）さん、もうひと頑張りよろしくお願いします︕（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/15762.html?edt=on&rid=15786
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Re:「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
15800 選択 noritama 2014-11-26 05:01:22 返信 報告

たかZさんオフ会幹事ご苦労様でした｡
 ありがとうございました!

>楽しいひと時と交流も深められましたでしょうか︖ 
 はい､楽しいひと時を過ごせました(^^)/

 また機会がありましたらよろしくお願い致します｡

>ちょっと横顔シルエットに⾯影があるでしょ。 
 幸(ゆき)さん､⽬に留まったのは富⼠⼭じゃなくてそっち主でしたか(笑)

 ちなみに[15781]の写真は幸(ゆき)さんが⼆⽇酔いで傾いているのではなく(^^;
 渋沢駅がカーブしているところにあるので､電⾞が⼤きく傾いています(^^)
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