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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15938 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 20:50:01 返信 報告

こんばんは、皆さん、本⽇、待望のＺＡＲＤの駅メロが渋沢駅に流れました。記念式典に次いで、ＺＥＳ
Ｔによる路上ライブ、その後オフ会が⾏われ、楽しい⼀⽇でした。参加された⽅々、お疲れさまでした。

朝から記念ピンズを求めて沢⼭の⼈が並び私は9︓30に到着したのですが、その時既に締め切り、聞くと
こによると昨夜から並んでいた⽅もいるとの事で驚かされました。

式典では実際に駅メロが流されご来賓の⽅の祝辞の中に坂井泉⽔さんの事も触れられ今後、この駅メロが
渋沢の街の⽅々に愛されるようにとの事も述べられていました。
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式典が終わり 南⼝の春と同じ渋沢百貨店前でＺＥＳＴによる路上ライブが⾏われ、私は池袋のライブを観ているのであの時の感
動が蘇りました。途中ご愛嬌の失〜敗もありましたが、和やかな雰囲気で笑いありで路上ライブならではの楽しい⼀時でした。ア
ンコ－ルでは何と幸（ゆき）さんのリ－ドボ－カル︕も聴けて楽しく♪負けないで♪を全員で熱唱、本当に盛り上がりましたね。

演奏後、オフ会は近くのカフェでＺＥＳＴの皆さんも含めて楽しい⼀時を過ごさせていただきました。オフ会ならではコアな話題
も上がり盛り上がりましたね。

参加された皆さん、本当にありがとうございました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15939 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 20:56:13 返信 報告

配られた式典のプログラムの内容です。

上のかるめ焼きはライブの休憩中に渋沢駅前商店会、渋沢百貨店のご好意でいただきました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15940 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 21:04:28 返信 報告

式典の中でも紹介された記念プレ－ト、こちらは来年、南⼝の⽅へ設置されるそうです。メッセ
－ジカ－ドを募集していました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15941 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 21:07:25 返信 報告
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式典の中でも紹介された記念プレ－ト、こちらは来年、北⼝の⽅へ設置されるそうです。同じく
メッセ－ジカ－ドを募集していました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15942 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 21:15:02 返信 報告

オフ会で⽴ち寄ったカフェでの⾷事

オムライスにはカプチ－ノがよく合いますよね︖ このラテア－トは⼥性に⼈気でした。絵⼼あ
りますよね!(^^)!

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15943 選択 myumyu 2014-12-23 22:43:08 返信 報告

 こんばんはみなさん。myumyuです.吟遊詩⼈、本⽇はお世話になりました。noritamaさんや陸奥亮⼦さんともお会い
できました。都合で午後１時過ぎには後ろ髪を引かれる思いで渋沢を後にしたのですが、吟遊詩⼈さんのレポートをみま
すと後半のライブもなかなか盛り上がったようですし、オフ会も楽しかったことが読み取れました。（次回は参加したい
です）

  本⽇、私は午前７時半ころ渋沢駅に着きましたが、改札を出て右⼿を⾒るとすでに⻑蛇の列ができていて驚きました。
さいわい１９１番でピンズはもらえたのですが、家を出るのがもう３０〜４０分遅かったらだめだったかもしれません。

  ところで、２時間半くらい並んでいたので周りの⼈をそれとなく観察していると、どうもこの場に似合わない様な⼈も
⾒受けられました。転売⽬的なのかアルバイトで並んでいるのかちょっと違和感を感じました。家に帰ってからヤフオク
をみるとすぐさまオークションにかかっていました。あっという間に７７５０円でした。もっと上がると思いますが、な
んか複雑な気持ちです。（私はこれを家宝にするつもりなのでオークションにかけることなどいたしません）
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 南⼝のライブは前半しか聞けませんでしたが、よかったです。ギター、ベース、キーボード、シンセ、ドラム、コーラ
スといった編成だと聞きごたえがありました。⼀⽅、北⼝の中学⽣の演奏も思ったより⼤⼈数の演奏でしたが、よくでき
ていました。（公⽴の中学校で、あのくらいの⼈数を維持するのは、いまどきは⼤変なのですが）私は北⼝と南⼝を⾏っ
たり来たりしていました。

  渋沢にいたのは５〜６時間ですが、実に楽しかったです。吟遊詩⼈さん、noritamaさん、陸奥亮⼦さんをはじめ多くの
皆さんと楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15944 選択 陸奥亮⼦ 2014-12-23 22:52:38 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、渋沢駅ＺＡＲＤ駅メロ実現、本当に御⽬出と

う御座います。三年に亘る御苦労が、実りましたね。＾－＾。

私は、余裕︖︖を持って⾏きましたので、１２時過ぎに到着し

ましたが、渋沢駅の２〜３⼿前の鶴巻温泉か東海⼤学前を出た

辺りから、快晴の空に⾒事な富⼠⼭が⾒えましたね。今⽇は、

[泉⽔さん⽇和」で良い天気になりました。

吟遊詩⼈さん、ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、ＭＹＵＭＹＵさん、た

らみさん、たかＺさん、ＳＵＵさん、ＭＩＸ系の皆さん、

そして、路上ライブをして戴いた「ＺＥＳＴ」さん、さらに、

幸（ゆき）さんのお友達で静岡県からと滋賀県からお出での

お２⼈さん、今⽇は、本当に楽しい時間を過ごさせて戴き

ました。有難う御座いました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
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15945 選択 goro 2014-12-23 23:11:56 返信 報告

みなさん こんばんわ
 そして、PANさん、陸奥亮⼦さん 吟遊詩⼈さん noritamaさん suuさん こんばんわ

 そして、ZESTの和さん バンドメンバーのみなさん こんばんわ
 そして、幸さん こんばんわ

私の読み⾟い⽂章で申し訳ないですが、⽇記のようにお伝えしますね。

今⽇は渋沢駅の駅メロを聴きに、そしてZEST路上ライブを聴きに⾏きました。
 11時頃には渋沢駅について、駅メロを聴いていました。

 真新しい⾳⾊でどちらも素敵ですね。
 ⼀つ私の思い違い︖があり、ドアが閉まる時に駅メロがながれるのと思っていたのですが、電⾞が来る時に流れるのです

ね︕
 電⾞を降りた時に流れなかったので、⼀瞬⽇時を間違えたのかと思ってしまいました(笑)

駅メロをホームで聴いていると、バンド⾳、そして和さんの歌声が聴こえてきたので、
 ライブ会場はすぐにわかりました。リハーサル中だったようですね。

 ホームで駅メロと和さんの歌声がマッチしていて素晴らしかったです。

駅をでると北⼝では街の催しがされていて、少しのぞいていましたが、
 そこにPANさんがいて、合流しました。

ZEST路上ライブ会場へ⾏くと、既に⼤勢の⽅々がいました。
 ここで、既に聴いていらしゃった吟遊詩⼈さん 陸奥亮⼦さん noritamaさん suuさんにお会いすることができました。 

 そうそう、たらみさん にも初めてお会いすることができました。
 歩⾏者天国になっていて、道の真ん中でのライブは爽快ですね。
 ただ、⽇陰になっていて、寒そうだったのが⼼配でしたが、寒さに負けずにライブをされていて、聴いている⽅々も魅了

されているようで、⼀体感があって最⾼でした︕
 和さんともお話できて、良かったです。

 本当に⼤盛況です︕ バンドメンバーの⽅々ともに、ありがとうございました。

そして、ライブ会場には 幸さんが控えめ︖に観ていらしたのが、印象的でした。
 幸さんを筆頭に多くの⽅々の願いや努⼒の積み重ねで駅メロの実現につながったのだと思います。
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今後も⼤切に駅メロを流していただいて、坂井泉⽔さんの⾜跡を残して欲しいものですね。
渋沢の商店街の⽅々も、近隣に住んでいる⽅々も感謝です︕

本当にありがとうございました。
 また、渋沢に⽴ち寄りたいものです。

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15946 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-23 23:41:26 返信 報告

myumyuさん、待ってました。!(^^)!
 駅構内のパン屋でmyumyuさんを⾒つけた時、嬉しかったです。noritamaさんは早い時間から来られたので到着後⾒つけ

られたのですが、あとは陸奥さんしか来る予定は掌握していなかったので・・・・

>  本⽇、私は午前７時半ころ渋沢駅に着きましたが、改札を出て右⼿を⾒るとすでに⻑蛇の列ができていて驚きまし
た。さいわい１９１番でピンズはもらえたのですが、家を出るのがもう３０〜４０分遅かったらだめだったかもしれませ
ん。

⾒事、ＧＥＴ︕おめでとうございます。是⾮、家宝にして下さい。（笑）
 noritamaさんから実物は⾒せてもらったのですが思ったより⼩さいものでしたね。

> ところで、２時間半くらい並んでいたので周りの⼈をそれとなく観察していると、どうもこの場に似合わない様な⼈も
⾒受けられました。転売⽬的なのかアルバイトで並んでいるのかちょっと違和感を感じました。家に帰ってからヤフオク
をみるとすぐさまオークションにかかっていました。あっという間に７７５０円でした。もっと上がると思いますが、な
んか複雑な気持ちです。

⾦儲けの道具にされて・・・(-_-;)ちょっと悲しい気待ちになりますね。

陸奥さん、今⽇はご苦労さまでした。前回はオフ会でアルコ－ルが⼊ったけど今回は素⾯（しらふ）＼(^o^)／なのでと
りあえず速報で思いつく事と写真投稿で先頭を切らしていただきました。
今頃noritamaさんがじっくり詳細にレポを考えてると思いますよ・・・（笑）

goroさん、まさかお会い出来るとは思っていませんでしたから短い間でしたが再会出来て良かったです。今後ともよろし
くお願いします。
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PANさんは式典の時、報道記者の様に正⾯に座られていて、でもどこかで観た事あるな〜と思っていました。⽇本⻘年館
で初対⾯でnoritamaさんに確認したらやっぱりPANさんでビックリでした。

 余りにもカメラを持つ姿が様になっていたので・・・短い間でしたがお話出来て良かったです。

suuさん 、たらみさんとは帰りの電⾞で雑談出来ました。
お⼆⼈ともまともに喋ったのは初めてでしたので今後ともよろしくお願いします。

こうやってＺＡＲＤの仲間の輪が広がって⾏く事は全て泉⽔さんのおかげです。改めて泉⽔さんに感謝<(_ _)>

⾃分の歌が故郷に流れて今⽇の事を⼀番喜んでいるのは泉⽔さんご⾃⾝でしょう(*^_^*)

幸（ゆき）さんもオフ会でお話されていましたが、今⽇が始まりだから駅メロが無くならないようにファンが盛り⽴てて
いかなければなりませんね。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15948 選択 陸奥亮⼦ 2014-12-24 09:31:28 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

昨⽇は、渋沢駅ＺＡＲＤ駅メロ記念ライブに参加し、オフ会で

皆さんと楽しく過ごさせて戴きました。そして、帰りに⼣⾷を

した際、お酒を飲んだので、帰った後、レスを書く時には、少

し酔い加減でしたので、お会いした⽅を全員、覚えていたと思

いましたが、ＧＯＲＯさんとＰＡＮさんを忘れていました。

真に、済みませんです。

実を申しますと、渋沢に約５時間も居ながら、[駅メロ」を

「負けないで」、[揺れる想い」の両曲とも、聞いて居りませ

ん。えええええええええ〜〜〜〜〜〜の、え︕︕︕︕︕︕

なんですが、渋沢駅に着いた時、遅めのランチオフ会に参加す

る予定でしたので、駅舎構内の売店で、お握りとお茶を購⼊す
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るのに気を取られ、さらに、南⼝に出ると、ＺＥＳＴさんの

歌声が聞こえて来たので、「まあ、帰りの時に、聞けばいいか

な〜〜〕と思いました。ところが、帰りは帰りで、[後、１分

という処で相模⼤野⾏きの電⾞」が来て、帰りに御⼀緒した皆

さん達と乗⾞したので、[負けないで」を聞きそびれました。

（うわ〜〜〜ん）、(涙、涙）です。

でも、ランチオフ会の時に、ＮＯＲＩＴＡＭＡさんから、恐ら

く、始発電⾞の時の駅メロの映像と録⾳を聞かせて戴いたの

で、今回は、⾃分的には、良しとします。(笑）。

ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、有難う御座いました。

次回は、[きっとじゃなく、絶対〕聞きまっせ。（⼤笑︖︖）。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15952 選択 noritama 2014-12-24 19:15:29 返信 報告

こんばんは
 出遅れました(^^;

「駅メロ記念イベント ピンズ配布､記念式典､ZARDトリビュートバンド演奏､オフ会」にいっ
てきました(^^

 参加されました皆様､運営の皆様お疲れ様でした｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15953 選択 noritama 2014-12-24 19:22:54 返信 報告

近場でも始発を撮るとなると･･･(笑)

前⽇渋沢へ(^^;
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PM10:30頃渋沢駅改札を出ると･･･Wooo!案内所前に寝袋が⼀つ(汗; すごいなー､たぶん整理券配布待
ち､､

私は､20〜30分ぐらい歩いてネットカフェへ(^^;)

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15954 選択 noritama 2014-12-24 19:29:31 返信 報告

あっという間にAM4:00過ぎ｡さてさて､出発｡とことこ歩いて渋沢駅へ｡

渋沢駅に到着すると､

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15955 選択 noritama 2014-12-24 19:31:25 返信 報告

数名の⽅がいらっしゃいました｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15956 選択 noritama 2014-12-24 19:34:35 返信 報告
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わ〜TV報道カメラもいる｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15957 選択 noritama 2014-12-24 19:40:52 返信 報告

イベント運営スタッフの⽅も準備をしていて､
 AM5:00前には､さっきよりも⼈が増えて､ゾロゾロと待ち帯列がつくられていました｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15958 選択 noritama 2014-12-24 19:42:55 返信 報告

それを横⽬に⽬的の始発電⾞の映像を撮りにホームへ

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15959 選択 noritama 2014-12-24 19:46:35 返信 報告
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マナーを意識しつつ(^^;上りホームで同じように撮影する⽅と話しながら待つこと⼗数分､､

5時16分の時間が迫り近くの踏み切り鳴った! 
 ♪負けないで〜♪♪ キター ♪

 うう〜ん感激｡

昨⽇までとは違い、駅メロが流れることで､駅のグレードが上がったというか品格が増したと
いうか｡そんな感じです｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15960 選択 noritama 2014-12-24 19:51:16 返信 報告

次は下りホームへ(^^)

地元の若い⽅も撮っていて､すぐYTにUpするつもりって⾔っていました｡

さてさて､5時27分の時間が迫り ♪揺れる想い〜♪♪キター ♪
 下り電⾞到着と同時に今度はまた上りホームから♪負けないで〜♪♪が､､感激!!

ホームのスピーカーは､周辺に⾳が拡散しないよう指向性が強いので場所によって聴こえる⾳
量が極端に変わりますね｡

 ただ､曲調の繊細さからか､メロディーの⾳数や和⾳の数なのか､『揺れる想い』の⽅が⼩さく聴こえます｡
 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15962 選択 noritama 2014-12-24 20:15:33 返信 報告

始発を撮り終えて､
 ピンズ配布整理券待ち列の⽅へ､､どの位の列になっているかな･･･と戻ってみると､

 50⼈ぐらいで折り返して70〜80⼈位って所でした｡よかった｡
 でもあと4時間半待ち(^^;

 なんと嬉しいホッカイロ⽀給です。気が利いています!
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15963 選択 noritama 2014-12-24 20:25:00 返信 報告

始発後1時間ぐらいたってもさほど列が伸びないなぁと､､
 隣の⼈との話で東京⽅⾯新宿からの始発がまだ着いていないからかもと･･･なるほど｡

 待ち場所からちょうど富⼠⼭が⾒えました(^^
 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15965 選択 ひげおやじ 2014-12-24 20:28:25 返信 報告

昨⽇は顔を出せず、⼤変残念でした。
 何時れ、記念プレイトが設置された暁には聴きに⾏きたいと思っております。

陸奥亮⼦さん、「５時間で駅メロを聴けなかった」理由って何だったのか、是⾮知りたいところです。
 ちなみに、私も現在はフレシネのＣＡＶＡで準・酩酊状態（︖）。明⽇は乗⾺だと⾔うのに。（年末に、酒が抜けずの落

⾺は避けたいところ。）
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15966 選択 noritama 2014-12-24 20:36:59 返信 報告

6時40分頃新宿始発到着｡待ち列少し伸びた(笑)次の電⾞が着くとまた少し伸びる｡

7時ごろ折り返してきた列最後尾がとなりに｡これで130⼈ぐらいかな｡
 朝⽇が昇り、富⼠⼭綺麗(^^) 快晴!

 放射冷却で寒!! 
 でも天気良く､⾵がなくてよかった｡本当に｡

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15967 選択 noritama 2014-12-24 20:45:23 返信 報告

8時頃急に列が伸び始めた?
 「通路がいっぱいになってきたので詰めて並んでください」と

8時半頃〜9時頃 "最後尾"の看板がどこかに･･･しばらくして"終了"の貼り紙が｡
 ､､残り1時間(^^;

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15968 選択 noritama 2014-12-24 20:52:36 返信 報告

雪化粧の富⼠⼭
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15969 選択 noritama 2014-12-24 20:57:01 返信 報告

9時50分ごろいよいよ列が動き出しました｡
 整理券配布開始です｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15970 選択 noritama 2014-12-24 21:03:41 返信 報告

記念ピンズ(ピンバッチ)整理券(引換券)ゲットしました(^^)/

式典チラシと整理券｡
 整理券は2⾊あって、⻩緑⾊整理券は南⼝引換え交換所､ピンク⾊整理券は北⼝引換え交換所でし

た｡
 吟遊詩⼈さんに会えて､ピンズ整理券定員には間に合わなかったと･･･

 また､「式典の観客ところにいるのはPANさん?」というので⾒るとPANさんらしき⼈が(^^
 他関連スレの書き込みによるとPANさんもピンズ整理券定員には間に合わなかったのですね･･･
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15972 選択 noritama 2014-12-24 21:15:53 返信 報告

ちょっとトイレへと･･･
 北⼝に⾏くとブラスバンドが準備を､､､

!!
 左側のテントの看板･旗︕もしや(笑)

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15973 選択 noritama 2014-12-24 21:28:08 返信 報告

式典が始まりそうなので購⼊詳細は後でということで(笑)

まずは､ネーミングについて､
 stray所⻑さん､pineさん､チョコレートさんの評価はいかに? ワクワク(^^;

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15974 選択 noritama 2014-12-24 21:42:53 返信 報告

式典が始まりました｡市⻑･駅⻑はじめ市議･商店会会⻑などいろいろな⽅が祝辞を述べられ､
 続いて､駅メロ⾳を鳴らし紹介していました｡

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
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15975 選択 noritama 2014-12-24 21:45:31 返信 報告

展⽰プレートのお披露⽬も｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15977 選択 noritama 2014-12-24 21:49:03 返信 報告

式典終了後展⽰プレートを⾒ようと⼈だかりです｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15978 選択 noritama 2014-12-24 21:51:20 返信 報告

２つのプレート

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15979 選択 noritama 2014-12-24 22:04:35 返信 報告

記述⽂⾯は､曲名･商店会名以外同じでした｡
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15980 選択 noritama 2014-12-24 22:10:28 返信 報告

そうこうしていると､､

南⼝から聴きなれた⾳楽が････
 ピンバッチ引換の⼈が並んでいる｡

 じゃなくて･･･路上ライブ始まっちゃったと汗って移動(^^;
 早めの開始となったようです｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15981 選択 noritama 2014-12-24 22:14:53 返信 報告

⼀曲終わっちゃった(^^;

前半のセットリストです｡

･あなたを感じていたい
 ･My Baby Grand

 ･あなたを感じていたい(リクエストで後半部分)
 ･君に逢いたくなったら

･負けないで
 ･揺れる想い
 ･⼼を開いて
 ･IN MY ARMS TONIGHT
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･眠れない夜を抱いて
･あの微笑を忘れないで

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15982 選択 noritama 2014-12-24 22:16:35 返信 報告

ZESTさんの路上ライブを堪能して､30分休憩
 何か忘れてる･･そうだお弁当(笑)とピンバッチ交換｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15983 選択 noritama 2014-12-24 22:19:15 返信 報告

で､北⼝へ｡
 整理券とピンバッチを引換してもらってニコリ(^^)嬉しい

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15984 選択 noritama 2014-12-24 22:24:01 返信 報告

引換でいただいた
 "⼩⽥急線渋沢駅 駅メロ記念ピンズ"

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
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15985 選択 noritama 2014-12-24 22:26:06 返信 報告

さて､お待ちかね?の

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15986 選択 noritama 2014-12-24 22:31:02 返信 報告

ジャーン!
 『まかないde たんザー丼』 500円也

 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15987 選択 noritama 2014-12-24 22:32:13 返信 報告

キジ丼です｡ 持ち帰ってから⾷べましたが美味しゅうございました｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15988 選択 noritama 2014-12-24 22:54:30 返信 報告
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このお弁当を買ったときには、和太⿎演奏をしていて､
結局ブラスバンド演奏は聴くことが出来ませんでした｡

 式典後すぐやっていたのかな?

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15989 選択 Awa C62 2014-12-25 00:02:55 返信 報告

駅メロ実現おめでたうございます。幸(ゆき)さん始め,これまで尽⼒して来られた⽅々に感謝申上げます。
 祝賞歌

 遂(つひ)に成る 三年(みとせ)願ひて 取組みて 「負」「揺」(ふよう)⼆曲の 駅メロ響けり
 幸(ゆき)さんには僭越ながら,もう１⾸

 故郷(ふるさと)に 駅メロ響けと 尽し來(こ)し
 幸(ゆき)の労苦(いたづき) 労(ねぎら)はまほし

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15990 選択 noritama 2014-12-25 04:11:20 返信 報告

メッセージカードコーナーもありました｡

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15991 選択 noritama 2014-12-25 04:12:31 返信 報告

ZESTさん路上ライブ
 後半セットリストです｡
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･pray
･マイフレンド

 ･Season
 ･Don't you see!

 ･Good-bye My Loneliness
 ･揺れる想い

 ･負けないで

･マイフレンド(アンコール)
 ･⼼を開いて(アンコール)

 ･負けないで(Vocal:幸(ゆき)さん)(^^)

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15992 選択 noritama 2014-12-25 04:27:38 返信 報告

渋沢百貨店の前に昔の渋沢の写真本が展⽰してありました｡
 

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15993 選択 noritama 2014-12-25 04:43:48 返信 報告

駅の古い写真が載っていましたけれど､
 泉⽔さんが使われていた頃の80〜90年代の駅舎周辺の写真てないかしら(^^

 検索したり⼩⽥急関連本⾒ても､この写真本に載っている古〜い時代の同じ写真しか出てこないんですよねぇ｡
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15994 選択 noritama 2014-12-25 04:45:41 返信 報告

路上ライブが終了して
 オフ会ランチ､すぐ近くの北欧料理カフェへ

看板の接⾻院じゃないですよ(笑)

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15995 選択 noritama 2014-12-25 04:47:21 返信 報告

本⽇貸し切り(^^
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15996 選択 noritama 2014-12-25 04:55:50 返信 報告

ちょこっとだけ店内の雰囲気を(^^)

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15997 選択 noritama 2014-12-25 05:02:15 返信 報告

私は､モッツァレラチーズのトマトパスタとキャラメルモカを注⽂しました｡

キャラメルモカが来てびっくりこちらもラテアートつきでした｡
 可愛いでしょ(^^)
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Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15998 選択 noritama 2014-12-25 06:27:02 返信 報告

オフ会ランチでは､
 あんな物(驚)やこんな物(!)で盛り上がりました｡

 ⼀応､､ザー丼も⾷いつきよかったです(笑)
 驚き物は超貴重品&資料ですから⼤切にしていただきたいなと思います｡

⾷事も終わりオフ会ランチもお開きとなりました｡
 楽しいひと時はあっという間ですねぇ｡(--;

後半の路上ライブの時にはgoroさんとPANさんとも会えました｡来年の何かのイベントの時にまたゆっくりお会いできたら
いいなと思います｡

帰りは上り⽅向の吟遊詩⼈さん､陸奥亮⼦さん､たらみさん､suuさんとご⼀緒しました｡

>帰りに御⼀緒した皆さん達と乗⾞したので、[負けないで」を聞きそびれました。 
 (^^;たしかにそうでしたね。

 下り⽅向に乗る⽅たちと､
 "駅メロ聴ける聴けない上りも下りも同じ時間ちょうど電⾞が来た"ってワサワサ話題にしていながらも､⼀本⾒送らず乗っ

てしまいました｡｡(^^;
   

   
 経緯はいろいろとあったかと思いますが､

 渋沢駅 駅メロが実現されて本当に良かったと思います｡
 ご尽⼒･ご協⼒された関係者の皆様､ほんとにお疲れ様でした｡

これを機にご発展･ご多幸がありますよう⼤切にしていっていただければと思います｡
よろしくお願い致しますm(_ _)m

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
15999 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-25 11:46:31 返信 報告
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noritamaさん、⼀昨⽇は御世話になりました。

期待通り今回もnoritamaストリートビューありがとうございます。
 ⾏かれなかった⽅達も⾏った気分を味わえたのではないでしょうか・・・( ^^) _旦~~（笑） 

やはり写真があるとその場の雰囲気が伝えられますよね。
 私も撮った事は撮ったのですが、半分はこれ使えない〜没テイクです(p_-) どうもありがとうございました。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
16000 選択 陸奥亮⼦ 2014-12-25 12:11:21 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ひげおやじさん、レス、有難う御座います。

> 陸奥亮⼦さん、「５時間で駅メロを聴けなかった」理由って何だったのか、是⾮知りたいところです。

⾊々と迷った事が在りましたが、お答えしたいと思います。

先ず、⼈に依り、１２⽉２３⽇に渋沢に⾏く⽬的の⽐重が違う

事が挙げられるかと思います。ＮＯＲＩＴＡＭＡさんやＰＡＮ

さんは、私の想像で恐縮なのですが、「駅メロとイベント」の

[情報収集」が８割⽅を占めるのではないかと思いますし、

ＭＹＵＭＹＵさんは、記念ピンズの取得が、主な⽬的かもしれ

ません。何しろ、[家宝」にされると仰られていますので・・。

吟遊詩⼈さんは、ピンズ、駅メロ、路上ライブ、オフ会等が

同等の割合かもですかね。＾－＾。

私は、駅メロが、⼀割から、多くて、⼆割で、路上ライブ

が、⼆割から、三割、そして、オフ会が、五割から、七割位で

した。駅メロの割合が、少ないのは、約１年前に某所で、幸

https://bbsee.info/newbbs/id/15938.html?edt=on&rid=16000
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16000


（ゆき）さん、狐声⾵⾳太さんと私の３⼈でお会いした時と、

１１⽉２３⽇のオフ会等で、幸（ゆき）さんから、「駅メロ」

に関して、[御苦労」と[裏話」を⾊々と伺って居りましたの

で、実際に[駅メロ」を聞く事よりも、[⼩⽥急さんの駅メロ

予算」等のお話の⽅が⾯⽩く、⼜、[駅メロも約１０秒前後」に

なるだろうという事も知っていましたので、既に、満腹状態で

した。(笑）。

渋沢に⾏く途中の⾞内では、渋沢駅に到着したら、ホームで１

回は、上り線と下り線の駅メロを聞くつもりでした。そして、

渋沢駅⼿前の鶴巻温泉〜東海⼤学前駅間の⾞窓で、富⼠⼭が⾒

えた時、余りに⾒事な富⼠⼭でしたので、泉⽔さんも、同じよ

うに、⾒られていたんだろうな〜〜と感慨に耽っていたのです

が、東海⼤学前駅を出た後に、急にトイレに⾏きたくなりまし

て、早く、渋沢に着かないかなと思い始めていました。これ

が、躓きの始まりでしたね。渋沢に着くと駅メロの事など、忘

れてホームの階段を上って、トイレに⾏きました。そして、ト

イレを済ませて、改札の⽅を⾒ると、⼩⽥急ＯＸストアーが⾒

えちゃったんですね〜〜。暖かいお茶とお握りかパンを１つ買

う気になりまして、フラ〜フラ〜という感じで、改札を通過し

ちゃいました。(笑）。暖かいお茶とお握りを買って、南⼝か

ら、商店街⽅向を⾒ると、ＺＥＳＴさんの演奏と和さんの歌声

が、聞こえ、テントの所では、ピンズの引き換えと何やら、机



で書き物をされている⽅達がいるので、駅メロは、帰りにしよ

うと思い、⾒に⾏きました。そして、路上ライブ会場では、吟

遊詩⼈さん、ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、ＭＹＵＭＹＵさん、たら

みさん、ＰＡＮさん、ＧＯＲＯさん、たかＺさん、幸（ゆき）

さん達と路上ライブを楽しみました。＾－＾。ライブ前半が終

わり、休息時間には、吟遊詩⼈さんとお話をしましたが、駅メ

ロの事は、完全に「忘却の彼⽅」状態でしたね。

後、帰りに付いてですが、ＮＯＲＩＴＡＭＡさんの１５９９８

と重複するのですが、オフ会会場から渋沢駅までの帰り道で

は、１２⼈位の⼈数でした。渋沢駅の改札に⼊ると、上り⽅向

の電⾞が、後、２分しかなくて、急いで階段を下りました。

本当は、１本⾒送れば、良かったのですが、相模⼤野⾏きの電

⾞でも、相模⼤野で江ノ島⽅⾯から、新宿⾏きが直ぐ来るよと

何⽅かが、⾔われたので、つい、御⼀緒して乗⾞する気になり

ました。残りの７⼈位の⽅達は、上り⽅向階段の中程で私達を

⾒送られていましたので、結果論的では在りますが、私も残れ

ば良かったかもです。

⻑くなりましたが、この後は、こちらのＢＢＳには、載せられ

ない内要も有るかと思いますので、軽チャーの⽅に掲載しよう

かと考えています。悪しからず、御了承願いたいと思います。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
16001 選択 stray 2014-12-25 12:38:21 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/15938.html?edt=on&rid=16001
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16001


noritamaさん、こんにちは。

待ってました、記念弁当︕（笑）

> 『まかないde たんザー丼』 500円也

まさか記念式典当⽇の弁当に、Z研流のダジャレを使うとは予想だにしてませんでした（笑）。
 う〜ん、「ザー丼」は多少ありきたりですが、丹沢がうまくかかっているので

 ギリギリ合格ってところでしょうか（笑）。

キジ丼と書いてありますが、キジ⾁にしては⾊が薄いし、
 「まかない（飯）」でキジ⾁はあり得ないので、きっとトリ⾁でしょう。

 ※鶏⾁のみりん醤油焼きを「キジ焼き」と⾔う

noritamaさんの詳細レポのおかげで、私に限らず、全国のZARDファンが
 記念式典に⾏った気になれたと思います。どうもありがとうございました。

始発の駅メロ映像は↓にアップしました。
 http://youtu.be/m3r5N2l-NPI

⻄中の吹奏楽演奏と、ZESTライブの⼀部（In My Arms…）は、↓で観ることができます。
 http://youtu.be/3LUXYuSQh-o

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
16002 選択 stray 2014-12-25 12:48:35 返信 報告

吟遊詩⼈さん、myumyuさん、陸奥亮⼦さん、goroさん、こんにちは。

記念式典および関連イベントへの参加、お疲れさまでした。
 詳細レポートもどうもありがとうございます。

 お天気に恵まれ、雪化粧の富⼠⼭もはっきり⾒えて、最⾼のイベント⽇和でしたね。

駅メロ（接近メロ）の感想ですが、
 「負けないで」は、ゆったり落ち着いた優しいアレンジで、癒やされます。

 「揺れる想い」は、noritamaさんも書かれているように、
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15938.html?edt=on&rid=16002
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「負けないで」よりも⾳量が低く、少し地味だなぁという印象です。
渋沢から東京へ上るのと、⼩⽥原⽅⾯へ下るのとの、⾼揚感の違いを表現しているのでしょうか（笑）。

ファンとしてはもう少し⻑めに聞きたいところですが（笑）、
 駅メロの制約を考えればこれが限界でしょう。

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
16011 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-26 19:36:24 返信 報告

strayさん、こんばんは、コメントありがとうございます。

記念ピンズが確保出来ないと解り、記念式典までの間、ホ－ム横に降りて肝⼼の駅メロを聴いていました。今回はその⾳
を撮ろうと動画⽤にそれ⽤にＳＤカ－ドも⽤意したのですが、

 撮るタイミングが難しくて何回かチャレンジして、帰宅後聴いたのですが⾳が途切れたり周りの雑⾳で消されてたりと⾒
事、失〜敗（苦笑）

 式典の始まる前にnoritamaさんに聞いたら踏み切の⾳が鳴った直後、駅メロが流れると教えてもらいましたが、式典やら
ライブやらで結局その後、機会がありませんでした。(p_-)

私なりの感想ですが「負けないで」は、上りなので渋沢の街の皆さんに勇気づけると⾔うか“頑張って⾏ってらっしゃい
〜”みたいな感じで確かに⾳量はちょっと⼤きめですね。

 逆に「揺れる想い」は下りなので“お帰りなさい〜”みたいな優しく繊細に温かく迎え⼊れてくれる様に「負けないで」よ
り⾳も⼩さめにしたとか︖

 まぁそんな所まで考えてアレンジされたかは定かではありませんが・・・︖その様に感じました。

> ファンとしてはもう少し⻑めに聞きたいところですが（笑）、 
 > 駅メロの制約を考えればこれが限界でしょう。

strayさんの仰る通りファンの⽴場で⾔えば良いところで切れてしまってるのでもう少し⻑めに流れて欲しいと⾔うのが本
⾳ですね。((-ω-)/

  

Re:ZARDの駅メロ、泉⽔さんの故郷の街に響く
16333 選択 stray 2015-02-27 16:15:20 返信 報告
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駅メロの⾳は、Sensationの⼤楠雄蔵さんが作ったそうです。

出典︓Music freak Es Vol.62 (2015.02)
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