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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

記念モニュメント設置完了
16195 選択 幸（ゆき） 2015-02-10 20:19:11 返信 報告

皆様、こんばんは。

駅メロの記念モニュメントとして渋沢駅に以下のパネルが設置されましたので、改めてお知らせ致します。

渋沢駅前商店街 facebookより
 >ZARDデビューシングルの発売記念⽇の本⽇（2⽉10⽇）、ZARD駅メロプレートモニュメントの設置が完了いたしました。 

 >当商店会がございます渋沢駅南⼝ロータリー⻄側に設置されたのは「揺れる想い」のプレートです。 
 >御覧の皆様のお越しを当商店会ではお待ちしております。

https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432516600247477&id=220709821428157
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上記の写真では隠れてますが、パネルを⽀える棒の⾜元はプランターの花で囲まれてるんですよ。

明⽇以降に、関東におられて⾏かれる⽅々は是⾮じっくりご欄下さい。

Re:記念モニュメント設置完了
16196 選択 幸（ゆき） 2015-02-10 20:28:14 返信 報告

WEZARDにも掲載されてます。

http://www.wezard.net/news.html#ekimero5

Re:記念モニュメント設置完了
16199 選択 noritama 2015-02-10 21:17:57 返信 報告

こんばんは｡

さっそく観てきました(^^)
 渋沢は本⽇も快晴のいい天気でした｡

Re:記念モニュメント設置完了
16200 選択 noritama 2015-02-10 21:20:37 返信 報告

>上記の写真では隠れてますが、パネルを⽀える棒の⾜元はプランターの花で囲まれてるんで
すよ。 

 それぞれの設置はこんな感じです(^^)

Re:記念モニュメント設置完了
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16201 選択 noritama 2015-02-10 21:24:23 返信 報告

まずは､北⼝の設置場所｡

駅の北⼝､左⼿の階段を降りたところ､
 

Re:記念モニュメント設置完了
16202 選択 noritama 2015-02-10 21:25:35 返信 報告

ミスタードーナッツ/ケンタッキーフライドチキン前、
 バス停横の､

Re:記念モニュメント設置完了
16203 選択 noritama 2015-02-10 21:31:40 返信 報告

案内地図前に設置されています。

Re:記念モニュメント設置完了
16204 選択 noritama 2015-02-10 21:33:19 返信 報告
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本⽂なし

Re:記念モニュメント設置完了
16205 選択 noritama 2015-02-10 21:34:44 返信 報告

本⽂なし

Re:記念モニュメント設置完了
16206 選択 noritama 2015-02-10 21:40:54 返信 報告

南⼝設置場所は､
 駅の通路からみた駅前ロータリー右側､

 この写真中央の⼗全堂薬局前の樹⽊とベンチがある付近です｡

Re:記念モニュメント設置完了
16207 選択 noritama 2015-02-10 21:42:12 返信 報告
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こういう感じです(^^)

Re:記念モニュメント設置完了
16208 選択 noritama 2015-02-10 21:45:07 返信 報告

プランターがあると華やかですね(^^｡

Re:記念モニュメント設置完了
16209 選択 noritama 2015-02-10 21:46:40 返信 報告

本⽂なし

Re:記念モニュメント設置完了
16210 選択 noritama 2015-02-10 21:50:35 返信 報告
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撮影した時は､午後の⽇差しが少しだけ当っていました｡

Re:記念モニュメント設置完了
16211 選択 noritama 2015-02-10 21:52:32 返信 報告

駅へのお迎えの⾞がよく⽌まっているところです｡
 樹⽊周りのベンチに座るとこんな感じです｡

ベンチに座って､商店会で買った⾷べ物飲み物をのんびりといただくのもいいかなぁと。
 すぐ近くには[16052]と[16053]があります(^^)

 ゴミは散らかさないようマナーは守りましょうね(^^;

Re:記念モニュメント設置完了
16212 選択 noritama 2015-02-10 21:55:33 返信 報告

北⼝の⼣刻はこんな感じです｡

Re:記念モニュメント設置完了
16213 選択 noritama 2015-02-10 21:58:25 返信 報告
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夜になると､
南⼝はこういう感じで街路灯がちょうどいい具合にあります｡

Re:記念モニュメント設置完了
16214 選択 noritama 2015-02-10 22:00:58 返信 報告

北⼝は､少し薄暗くこういう感じです｡

少し気にかかるのは､
 プレートがむき出しなので､⾵⾬による経年劣化と､⼼無い⼈による損壊イタズラ(犯罪です)酔っ

払っちゃった⼈による損壊も⼼配ですね･･･

予算もあるでしょうのでなんですが､
 プレートの上に保護の透明板(強化ガラスやポリカーボネートのような耐衝撃･耐候性のあるも

の)があるとなんとなく安⼼ですね｡

Re:記念モニュメント設置完了
16215 選択 noritama 2015-02-10 22:35:59 返信 報告

以上設置状況レポでした(^^)

Re:記念モニュメント設置完了
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16217 選択 noritama 2015-02-11 00:59:21 返信 報告

－追記－
 別件で軽チャーに書いていたことですが､

 渋沢を訪れる際は､こちら↓も参考にして飲⾷も楽しんでくださいね(^^)/

"渋沢駅周りは､何も調べずに⾏くと､第⼀印象はお店が少ない･何処に何の店があるかわからない感じがしましたが､
 こちらで↓飲⾷店情報など場所関係を⾒て散策すると､⼩規模店舗ながら結構飲⾷店が点在して有ることがわかります｡"

 http://tabelog.com/kanagawa/A1408/A140804/R4695/rstLst/
 

Re:記念モニュメント設置完了
16232 選択 幸（ゆき） 2015-02-12 20:41:03 返信 報告

[16215]noritamaさん、ありがとうございます。
 > 以上設置状況レポでした(^^)

後で聞いたのですが、デビュー記念⽇ということもあって出来るだけ良い雰囲気にと南⼝の商店会⻑さんが設置当⽇にプ
ランターの花を置いて下さったそうです。多分、ポケットマネーで。

温かい気持ちが根付いた⼈々が集う、いい街だなぁと改めて思うとともに、こうした気持ちがとっても有難いですね。

Re:記念モニュメント設置完了
16238 選択 stray 2015-02-12 21:48:47 返信 報告

幸（ゆき）さん、noritamaさん、こんばんは。

noritamaさん、現場レポどうもありがとうございます。
 パネル⾃体は12/23の式典で披露されたものですよね︖

 何も2/6まで待つ必要はなかったと思うのですが(笑)、⽀柱の⼯事に時間がかかっていたのでしょうね。

北⼝は⽬⽴つ場所ですが、南⼝は寂しく⽴ってますね(笑)。
 ⽀柱とパネルのつなぎ⽬が気になるのですが、溶接してあるのでしょうか︖

 そうでないと簡単に持ち去られてしまいそう、という⼼配からですが。
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Re:記念モニュメント設置完了
16260 選択 彦パパ 2015-02-16 20:38:09 返信 報告

こんばんは、彦パパです。
 先⽇、渋沢駅に⾏ってきました。noritamaさんのレポがしっかりツボをおさえているので私は雑感などを。

 プレートについては想像していたよりも⼩さかったのですが、しっかりした造りでブルーの⾊がすごく綺麗でした。
 プレートの⾜元を飾るプランターは南⼝の『揺れる想い』の⽅だけでしたので、北⼝の『負けないで』のほうが少し寂し

く感じました
 駅メロは駅に⼊場しなくても、南⼝のホーム脇(柵があるだけ)から直接聞けました。

 こちらは想像以上に " 爽やか " でした。キレイなメロディーでしたよ。
 このメロディーを聴いて会社に⾏ける⼈が羨ましいです。

 スイマセン、レポが下⼿で。
 でも⼀つ⼼配ごとがありました。

 先⽇の⽇曜⽇のお昼時に訪れたのですが、ほとんど⼈が居なくて閑散としてました。⽇曜⽇だからでしょうか。これを機
にご尽⼒いただいた商店街も活気を取り戻してくれたらなと思いました。

 ⾃分たちにできることは何だろう︖
 （参考）

 http://s.ameblo.jp/izumilove0206/entry-11990502010.html

Re:記念モニュメント設置完了
16262 選択 stray 2015-02-16 22:11:27 返信 報告

彦パパさん、こんばんは。

現場レポどうもありがとうございます。
 ⾃転⾞で⽚道80Kmですか︕︕︕︕

 ひょえ〜、すごいですね、私なんか10Kmペダル漕いだら死にそうになります(笑)。

ブログで画像を拝⾒しましたが、ホントに⼈っこ⼀⼈いませんね・・・
 まるで無⼈駅の駅前のようです。
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う〜ん、何とかせにゃならんですが、特効薬は、渋沢でしか買えないZARDグッズしかないでしょうねぇ。
あとはスタンプラリーかなぁ、あちこち回ってくるとZARDグッズプレゼントとか。

 

Re:記念モニュメント設置完了
16272 選択 彦パパ 2015-02-17 06:57:54 返信 報告

stray所⻑、ありがとうございます。
 所⻑が⼼配されていた " 持ち去り " の⼼配はありません。しっかりした造りでした。

 特効薬は、、、2⽉に泉⽔さん所縁の地を巡る " ハーフマラソン " てのはいかがでしょうか︖
 マラソンブームですし、スタートが『Ready,Go!』、ゴールで『負けないで』、途中は要所要所でトリバンの⽣演奏︕B社

を巻き込んで、、、。
 いかがでしょうか︖

 追伸
 あまりにも⼈が居なかったので、プレートの泉⽔さんに " チュー " しちゃおうかと思いましたよ︕

Re:記念モニュメント設置完了
16273 選択 幸（ゆき） 2015-02-17 12:01:59 返信 報告

[16272]彦パパさん、stray所⻑、皆様

⻑距離の⾃転⾞完⾛、すごいです︕
 渋沢界隈のこれから春のお勧めコースは、

  ⽩泉⽔がある「⽩泉寺」と「⽔無川の桜並⽊」
  歩き向きなら秦野駅から「渋沢丘陵」経由で弁財天様の「震⽣湖」

  距離が短めならチューリップが綺麗な「泉蔵寺」
 などか良いかと思います。⾃分は現地で⾞からチャリを降ろして

 ⾛ったことがあります。

「坂井さんの故郷に⾏きたくなるMAP」↓参照
 http://www53.tok2.com/home2/RespectZARD/Hadano/MAP2/hometown1.html
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⽴ち寄れるお店もいろいろありますので、「駅メロを聴きに
○○から来た」等と話しかけて頂けるとお店にも喜ばれます

 し、良き想い出にもなりますので是⾮お願いします。

>う〜ん、何とかせにゃならんですが

「まかないde たんざー丼」はどうなったんでしょうかねぇ︖

それはさておいて、⽬⽟になりそうな企画が間に合わず申し
 訳ありません。案を出しながら、ご協⼒頂ければと思います
 m(_ _)m。

今は⾔えませんが、記念イベント時のメッセージカードに
 関して良いお知らせが出来そうなので、お楽しみに。

あと、こちらは未だ⾃分個⼈の希望レベルなんですが、南⼝
 にせっかくプランターをご好意で設置して頂いたので、ここ
 にお好きだったカラーの花を植えられたらと思います。

 2⽉のタイミングは過ぎてしまいましたが、球根などの植え付
けをファンが集まって出来ると良いではないですか︕

 ただ、毎⽇の⽔やり、好意とは⾔え花束や鉢などを勝⼿に置い
 ていくケースがもし増えると枯れたり後⽚付けなどが懸念され
 ることもあって、商店街さんとも相談しないといけませんが。

トリバンとしては、4/19（⽇）午後に昨年同様に路上ライブを
 準備しています。出演の内諾済で改めてお知らせしますが、

 ご予定しておいて頂けると幸いです。「丹沢まつり」の⽇です。
 もちろん、⼈数が集まればオフ会もしたいです︕︕

>マラソンブームですし、スタートが『Ready,Go!』、ゴールで『負けないで』、 
 >途中は要所要所でトリバンの⽣演奏︕B社を巻き込んで、、、。

地元で秋にマラソン⼤会はあるので、それが候補でしょうか。
 主催する体育協会等を説得して市の企画課等に働きかけが必要かも。

 



問題は、諸々の⼿配を誰がどうするかですね。B社は秦野市の
⾏事に（特別扱いして）協⼒することは⽴場上ないと思います。

Re:記念モニュメント設置完了
16277 選択 彦パパ 2015-02-17 15:43:09 返信 報告

幸（ゆき）さん、ありがとうございます。
 > 「坂井さんの故郷に⾏きたくなるMAP」 
 参考にさせていただき次回は電⾞で⾏きます︕

 > 「まかないde たんざー丼」はどうなったんでしょうかねぇ︖ 
 実は「たんざー丼」の⽂字を探してみたのですがありませんでした(悲)。

 > あと、こちらは未だ⾃分個⼈の希望レベルなんですが、南⼝ 
 > にせっかくプランターをご好意で設置して頂いたので、ここ 
 > にお好きだったカラーの花を植えられたらと思います。 

 そうですね、特に北⼝が淋しそうでした。
 > トリバンとしては、4/19（⽇）午後に昨年同様に路上ライブを 

> 準備しています。出演の内諾済で改めてお知らせしますが、 
 > ご予定しておいて頂けると幸いです。「丹沢まつり」の⽇です。 

 ぜひ参加させていただきたいと思います。
 > 問題は、諸々の⼿配を誰がどうするかですね。B社は秦野市の 

 > ⾏事に（特別扱いして）協⼒することは⽴場上ないと思います。 
 マラソンとなると、関係所轄が多すぎますよね。⼀から⽴ち上げるよりは秋の地元マラソンに " Z研オリジナルTシャツ "

で皆んなで⾛るとか、、、。所⻑に仮装で⾛ってもらうとか(笑)。
どうでしょう︖

Re:記念モニュメント設置完了
16278 選択 幸（ゆき） 2015-02-17 20:14:00 返信 報告

[16277]彦パパさん
 > > 「坂井さんの故郷に⾏きたくなるMAP」 
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> 参考にさせていただき次回は電⾞で⾏きます︕

クリッカブルマップになってるので、名称や画像を
 クリックするとリンク先の情報がご欄になれます。

皆様、メッセージカードの件ですが早々にお伝えし
 ます。以下、渋沢商店会のfacebookをご欄下さい。
 今⽇メールでやりとりしたばかりなのに早︕

 https://ja-jp.facebook.com/pages/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%95%86%E
5%BA%97%E4%BC%9A/220709821428157

カードだと場所をとるのと、常に⼈⽬に触れて
 躊躇されることを考えてノートにして頂きました。

これで、想いに共感した時空を超えたファンの交流
 が促されることを期待します。もちろん、これらの
 地元のお店に⾏かないと、読めない、書けない、

 ココだけ限定のものです︕
 

Re:記念モニュメント設置完了
16279 選択 幸（ゆき） 2015-02-17 20:20:10 返信 報告

以下、引⽤です。

>昨年12⽉23⽇より、渋沢駅⾞両到着メロディーZARDの「負けないで」「揺れる想い」が開
始したことに伴い、渋沢駅前商店会ではメモリアルプレートとメッセージノートを設置いたし
ました。 
>メッセージノートの設置店舗は 
>・⾁の松屋 

 >・喫茶ドリアン 
 >・kiks kaffe 

 >・渋沢百貨店 
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>・かみむら酒店 
>の5店舗です。

それぞれのお店ごと５冊のノートだと思います。

Re:記念モニュメント設置完了
16280 選択 myumyu 2015-02-18 00:57:54 返信 報告

 彦パパさん、みなさんこんばんは。皆さんも⾔われているように⽚道８０キロは凄すぎます。２〜３０キロなら私でも
可能かとも思いますが。ところでマラソン⼤会の企画いいですね。たしかに11⽉に⼤会はあるのですが、会場とコースは
渋沢駅からだいぶ離れたところです。それに時期的にも少し寒くなっているころです。

  やはり時期的には春でしょうか、それとモニュメントプレートのある駅の近くを⾛りたいです。ハーフのような距離で
なくとも5キロか10キロくらいの規模の⼤会で良いと思います。（個⼈的には現在、右⾜ふくらはぎ痛が慢性的なのでハ
ーフは持ちません）スタート、ゴールは秦野⻄中グランドでどうでしょうか。関係各所に申請をして許可が必要なのです
が、実現したらいいですね。そうしたら私はランナーとしてでもスタッフとしてでも参加したいですね。

Re:記念モニュメント設置完了
16285 選択 彦パパ 2015-02-18 12:45:55 返信 報告

myumyuさん、みなさんこんにちは。筋⾁痛の彦パパです(笑)
 >  11⽉に⼤会はあるのですが、会場とコースは渋沢駅からだいぶ離れたところです。 

 そうなんですか。やっぱり駅の近くは混乱を招くのかな。
 マラソンが無理そうであれば、「秦野丹沢まつり」に" ZARD神輿 " を出すってのはどうですか︖

 stray所⻑が実⾏委員⻑、幸(ゆき)mさんが副委員⻑、myumyuさんが実⾏委員で︕
 そしてZ研と商店会の⽅たちと地元の⼦供たちで駅前商店会を引いて回るってのはどうでしょう︖

 

Re:記念モニュメント設置完了
16286 選択 noritama 2015-02-18 17:20:12 返信 報告

彦パパさん こんにちは｡
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⾃転⾞での渋沢訪問ご苦労様でした｡
それにしても⼀⽇往復で約160km｡すごいなぁ｡

⼋王⼦からの相模原の橋本5差路までの16号と､分岐してそれにつづく129号､
厚⽊⾦⽥陸橋で246号(129号)に合流、厚⽊市内で(厚⽊インター⽅⾯)平塚⽅⾯の129号と秦野⽅⾯の246号が分岐して
と､

 下調べ･⼟地勘がないとちょっと苦労しますね｡ 何処も合流/分岐が⽴体交差なので･･･

橋本5差路で､16号そのまま横浜インター⽅向に⾏っちゃって、
 相模原市内でリカバーしようとして脇道に⼊ると､

 場所によってはちょっと⽅向⾳痴に陥りやすくて⼟地勘が無いと迷っちゃうかも｡

⼋王⼦から厚⽊までの16号-129号も何箇所か⼤きなUp-Downがありますね(^^;
 246号もUp-Downは結構あって､､

 最⼤の難所は､⻑距離で疲れたところに⽴ちはだかる､伊勢原(鶴巻温泉)-秦野間の急勾配"善波峠"ではなかったでしょうか?
(^^;;

 あの坂を知るものとしては(苦笑)､､⾃転⾞で越えようとは思わず(^^; 秦野⽅⾯に⾏くなら､､､
鶴巻温泉⽅向で東海⼤前を抜けて⾏く(Up-Downがありますが)坂登り標⾼の低いルートに迂回するか､

 遠回りで道幅が狭い割りに⾞がﾋﾞｭﾝﾋﾞｭﾝ⾛っていて⾃転⾞だと危険度⾼いですが､
厚⽊から⼩⽥原厚⽊道路の側道を⾏って､平塚-秦野の道路で曲がって平塚⽅⾯からアクセスする平坦な道で⾏くか｡｡｡です
ね｡

疲れを癒すなら､､駅から若⼲距離ありますが､
 ･渋沢にはカプセルホテルは無いみたいですね､25︓00までのスーパー銭湯はあります｡

 http://www.yukaraku.com/hadano/
 ･旅館ならここぐらい?

 http://www9.ocn.ne.jp/~takanoya/plan.html
 どちらも､フランドール本店の周辺です(笑)

 ･ネットカフェならここぐらい(シャワー無し､持込の⾷べ物飲み物NGですけれど･･)
 http://www.relafull.co.jp/amusement/hadano/

銭湯⼊ってから⾃転⾞で帰ると湯冷めして⾵邪引いちゃうかも(^^;
 駅には有料駐輪場ありますけれど､､⾃転⾞は置き場も⽬を離す所では気をつけないとですね｡



>先⽇の⽇曜⽇のお昼時に訪れたのですが、ほとんど⼈が居なくて閑散としてました。⽇曜⽇だからでしょうか。 
⽇曜だからとは限らないと思います(^^; 
乗降客の集中する通勤･通学時間帯以外は､神奈川県内といえども(笑)駅によってはよくある光景です。

 ゆったりとした静かな時間(とき)と優しい駅メロが流れているということですね｡
 ⼼配になっちゃう気持ちも判りますし､商売的には⼈の動線と活気があるほうが本来は望ましいですね｡

 実際はどのくらいかわかりかねますが､昼下がりの乗降客の流れは南1:北3ぐらいなのでしょうかね?

>駅メロは駅に⼊場しなくても、南⼝のホーム脇(柵があるだけ)から直接聞けました。 
 そうですね。ホームのベンチにしばらく座っていると､

 ホーム脇の柵の所に⾞を⽌めてしばらくいる⼈や､⼦供連れの⽅々などをよく⾒かけます｡
 

Re:記念モニュメント設置完了
16287 選択 noritama 2015-02-18 17:23:21 返信 報告

幸(ゆき)さん こんにちは｡

>皆様、メッセージカードの件ですが早々にお伝えし 
 >ます。以下、渋沢商店会のfacebookをご欄下さい。 
 >今⽇メールでやりとりしたばかりなのに早︕ 

 南⼝の駅前商店会HPもRe-newされてますね(^^
 http://shibusawaekimae.com/

 南⼝の駅前商店会でお買物の場合の駐⾞場はここですね｡

Re:記念モニュメント設置完了
16288 選択 幸（ゆき） 2015-02-18 18:42:27 返信 報告

[16287]noritamaさん、皆様
 >  南⼝の駅前商店会HPもRe-newされてますね(^^ 

 > http://shibusawaekimae.com/

お知らせありがとうございます。

https://bbsee.info/newbbs/id/16195.html?edt=on&rid=16287
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16287
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/78ae3d5657c8387d77ec6e9d243154a4.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16195.html?edt=on&rid=16288
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16288
https://bbsee.info/newbbs/id16287.html


[16273]で触れましたが、記念モニュメントのパネル下のプランターにカラーの花をファンでという案についてご意⾒を
お願い出来ると幸いです。

 ファンが渋沢に⾜を運ぶきっかけの１つになることを願ったものです。

各⾃が適量を随時に持ち寄って、枯れた分を捨てて新しい花に植え替えることを⾃主的に出来れば理想です。
 そうは⾔っても、花束や鉢を黙って置いていって増えてしまう問題も懸念されますが、そういうのを⽴ち寄った際に⽚付

けて頂けると有難いですね。最初から都合の良いことだけ前提にしては駄⽬でしょうけど。

普通は3-4⽉頃に球根を植えるので、今から検討すると最初はある程度育ってる苗が現実的かも知れません。球根なので次
年度からは（そのまま越冬して）植え替え＋肥料やりで良いかと。

 毎⽇の⽔やりは地元商店主に頼まざるを得ないと思います。

年に１－２度集まって作業するのも貴重な交流になって良いとは思うものの、遠⽅からは難しく⽇程調整も⾮現実的でし
ょう。

 トリバンなどのイベントに合わせてというのならアリかも知れませんが。

商店街の協⼒がないと出来ないのは明らかで、細かい相談は⾃分がします。商店街からちょっと無理という返答であれ
ば、お許しを。

Re:記念モニュメント設置完了
16289 選択 彦パパ 2015-02-18 19:01:05 返信 報告

noritamaさん こんばんは｡
 > それにしても⼀⽇往復で約160km｡すごいなぁ｡ 

バカなだけです︕
 それにしてもnoritamaさんアッチ⽅⾯の道路情報に詳しいんですね。参考にさせていただきます。

 次は⾚レンガ倉庫を計画しています。
> 伊勢原(鶴巻温泉)-秦野間の急勾配"善波峠"ではなかったでしょうか?(^^;; 

 そうそう、鶴巻温泉辺りからジワジワと体⼒を削られました。
 > どちらも､フランドール本店の周辺です(笑) 

 もしやフランドール本店というのはZARDゆかりのお店ですか︖
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Re:記念モニュメント設置完了
16290 選択 noritama 2015-02-18 22:05:31 返信 報告

彦パパさん こんばんは｡

>もしやフランドール本店というのはZARDゆかりのお店ですか︖ 
 いえいえ､

 幸(ゆき)さんが以前に、渋沢に"チョコ幸"というケーキを売っているお店があるんだよとご紹介されていたお店です｡
 ケーキ名に泉⽔さんの本名(幸⼦)と同じ漢字"幸"がついているってことです(^^) 本店と渋沢駅北⼝駅前店があります。

  
 
幸(ゆき)さん こんばんは｡

懸念されることが思い浮かぶのです｡

引き合いに出すのは少し変かもしれませんが、たしか以前こんなことがあったように思います｡
 転落現場のあったスロープのすぐ下に､病院関係者によって作られたのでしょうか?不明ですが､､⼩さな花壇があってごく

⾃然に花を咲かせていました｡
 しかしその現場には献花をされることが後を絶たず､､病院という場所柄もあって､､献花するという⾏為が問題視されてし

まったということがあったかと思います｡
 その影響なのかわかりませんが、⼩さな花壇もいつの間にか無くなってしまっていました｡

今回の場所も､⼀般の⼈から⾒て例えば､交通事故のあった現場に献花されているような印象になったらよろしくなく､
 花束の類や供え物が訪問者によって置けるような献花台状態･類する⾏為はとりあえずは⼀切ダメなのだと個⼈的な意⾒と

して思うのです｡
 悲しい場所･追悼の場所ではなく､ZARDの駅メロが泉⽔さんの育った故郷響くようになった記念の喜びの場所ですからね｡

 モニュメントの周りの植込みやプランターにごく⾃然に花が咲いていて花壇として慎ましく華やぎをそえている加減が良
いのではないかと思うのです｡

 なので､南⼝のモニュメントにプランターを添えたというのは､簡易的ではあれGJな適切な配慮だと私は感じました｡
 ⼀⽅､北⼝は北⼝の雰囲気といいましょうか(笑)､モニュメントの下だけぽつんと花があってもという感じがして､､

 飾るなら背後左右にある案内図の下にも植込みやプランターが並び･･というのが華やかで効果的な⾃然な感じがします｡
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プランターは倒れたり倒されたり安定が悪いと厄介ですけれどね。
たしかに､花は植⽊と違って､､ほったらかしでもそこそこという訳にはいかないですね(^^;世話も費⽤もかかりますし｡

勝⼿に思ったことを述べてしまいましたm(_ _)mスミマセン

Re:記念モニュメント設置完了
16292 選択 幸（ゆき） 2015-02-19 08:03:33 返信 報告

[16290]noritamaさん、コメントありがとうございます。
 良く分かります。

> 懸念されることが思い浮かぶのです｡ 
 > 

> しかしその現場には献花をされることが後を絶たず､､病院という場所柄もあって､､献花するという⾏為が問題視されて
しまったということがあったかと思います｡

この話は脳裏に浮かんで、献花の場所になっては困ると考えてはいます。病院以外でも枯れた花はゴミになってしまい、
そういう点でも各⾃が⾃⼰規制しない限り難しいかも。

 例え禁⽌の⽴札とか出したとしても守ってくれるとは限りませんし、主旨や願いを説明したところで、訪れる⼈の⾏為を
制御できないでしょうね。まさか⾒張りを付ける訳にもいかないし。

サポータとも相談してもう少し考えますが、せっかくのご厚意を台無しにしないよう、商店会⻑さんとやりとりしてみよ
うかと思います。多分、何を植えるか、いつまで置いて貰えるか等、お任せするしかないかな。

Re:記念モニュメント設置完了
16293 選択 stray 2015-02-19 08:39:22 返信 報告

幸（ゆき）さん、noritamaさん、こんにちは。

> パネル下のプランターにカラーの花をファンでという案についてご意⾒をお願い出来ると幸いです。

現実的なご提案ですが、noritamaさんのご懸念もごもっとも。
 お花の世話となると特定の⼈に負担がかかるかと思うので、
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「ZARDファンに来てもらいたい」という、商店会の⾃主的な
活動として取り組んでもらうのが望ましいかと。

彦パパさん、myumyuさん、こんにちは。

> 所⻑が⼼配されていた " 持ち去り " の⼼配はありません。しっかりした造りでした。

そうですか︕安⼼しました。
 けっこうお⾦がかかったでしょうね、１基10万円以上︖

> 2⽉に泉⽔さん所縁の地を巡る " ハーフマラソン " てのはいかがでしょうか︖

> 地元マラソンに " Z研オリジナルTシャツ " で皆んなで⾛るとか、、、。所⻑に仮装で⾛ってもらうとか(笑)。

無理無理︕（笑）
 仮想以前の問題として、1Km⾛れるかどうかさえ⾃信ないです(笑)。

> 「秦野丹沢まつり」に" ZARD神輿 " を出すってのはどうですか︖

⾯⽩いですが、１度作ったら毎年使わないともったいないですよね。
 制作費は︖ 保保管場所は︖ 肖像権は︖ といった問題が⼭積ですね。

Re:記念モニュメント設置完了
16297 選択 幸（ゆき） 2015-02-19 12:36:01 返信 報告

[16293]stray所⻑

> 「ZARDファンに来てもらいたい」という、商店会の⾃主的な 
 > 活動として取り組んでもらうのが望ましいかと。

多分そうなると思います。

あの早朝に来ていた仮想の⼆⼈はメディア関係だろと思ってましたが、やっぱりでした。以下ちょっとコメディなレポで
す。

ココから秦野【2014年12⽉23⽇渋沢駅ZARD（ザード）駅メロ記念式典】 
 https://www.youtube.com/watch?v=FvzJxN5p1zQ&feature=youtu.be

https://bbsee.info/newbbs/id/16195.html?edt=on&rid=16297
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16297
https://bbsee.info/newbbs/id16293.html


Re:記念モニュメント設置完了
16298 選択 noritama 2015-02-19 14:42:48 返信 報告

こんにちは

>「まかないde たんざー丼」はどうなったんでしょうかねぇ︖

>あの早朝に来ていた仮想の⼆⼈はメディア関係だろと思ってましたが、やっぱりでした。以
下ちょっとコメディなレポです。 

 >ココから秦野【2014年12⽉23⽇渋沢駅ZARD（ザード）駅メロ記念式典】 
>https://www.youtube.com/watch?v=FvzJxN5p1zQ&feature=youtu.be

あっ! たんザー丼が2種類映ってる!!(^^;
 画質の関係でよく⾒えませんが

 ⼿前が[15986]の"きじ丼"
 右奥隣が､､"＊＊チャーシュー丼"ですね"＊"の部分が読めない(笑) 

 さらに隣にいくつか積んであるのが映っていますが･･何種類売っていたのだろう?
 この2種類なのかな?

  

>サポータとも相談してもう少し考えますが、せっかくのご厚意を台無しにしないよう、商店会⻑さんとやりとりしてみよ
うかと思います。多分、何を植えるか、いつまで置いて貰えるか等、お任せするしかないかな。

>「ZARDファンに来てもらいたい」という、商店会の⾃主的な 
 >活動として取り組んでもらうのが望ましいかと。

お⾦が絡むので可否･許可?設置場所いろいろと､あるかと思いますが、
 ⾃主的という意味では､プランター植え花⽤にファンから⼼添え箱(募⾦箱)なども有効なのでしょうか?

 まぁ､募⾦類は災害募⾦のように､時が過ぎると熱が冷めたように､しりつぼみになってしまいがちですけれど･･･

Re:記念モニュメント設置完了
16299 選択 noritama 2015-02-19 15:05:15 返信 報告
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テーブル左と右で2種類だったのかなぁ?
積んであるのは､､ラベルの雰囲気から"＊＊チャーシュー丼"っぽいですね｡

妄想(笑)
16308 選択 noritama 2015-02-22 14:44:19 返信 報告

こんにちは

>⼀⽅､北⼝は北⼝の雰囲気といいましょうか(笑)､モニュメントの下だけぽつんと花があってもという感
じがして､､ 

 >飾るなら背後左右にある案内図の下にも植込みやプランターが並び･･というのが華やかで効果的な⾃然
な感じがします｡ 

 >プランターは倒れたり倒されたり安定が悪いと厄介ですけれどね。

といったものの､イメージがわきにくいと思うので､
 (現実には許可･予算⾯といろいろ制約がありそうですし､､)

 妄想なら(笑)
 プランターがあるとこんな感じ?になりますかね｡(^^
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