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ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16334 選択 幸（ゆき） 2015-02-27 21:10:09 返信 報告

皆様
 こんばんは。また開催します↓ので是⾮お集まり下さい。

イベント名︓ZARDトリバン in 「丹沢まつり」2015
 ⽇時︓4/19（⽇）12:00-15:30くらい 途中パレードで中断有

    
 場所︓渋沢駅南⼝ 歩⾏者天国の路上 

    渋沢百貨店と喫茶ドリアンの間あたり
    （⾬天は⼗全堂薬局のカレージ内を予定）
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出演︓ アコースティック的な４組
    ⽔⽉（ソロVo）、⽂⾹（ソロVo）、HARD、minicalla

 参加費︓無料
     

 その他︓終了後にファン交流企画とオフ会も予定
     

 [16279]駅メロ応援 みんなのメッセージノートへの記帳も是⾮︕
 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16335 選択 陸奥亮⼦ 2015-02-28 10:18:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）」さん、お久しぶりです。

いつも、お世話様です。＾－＾。

「丹沢まつり」２０１５、参加したいな〜〜〜。

私の場合は、主に、オフ会⽬的になるかと思いますが、

宜しくお願い致します。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16336 選択 幸（ゆき） 2015-02-28 21:12:51 返信 報告

[16335]陸奥亮⼦さん

お久しぶりです。
 最近少しお静かでしたので少々⼼配してましたが、お元気そうですね。

> 「丹沢まつり」２０１５、参加したいな〜〜〜。 
 > 

> 私の場合は、主に、オフ会⽬的になるかと思いますが、 
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> 
> 宜しくお願い致します。

ありがとうございます。ご無理のない範囲でよろしくお願いしますね。

皆様、前回前々回とまた違う楽曲も⼊っています。
 ノートの記帳、交流企画、オフ会も楽しみにして下さい︕︕

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16337 選択 Awa C62 2015-02-28 22:02:49 返信 報告

[16334]幸（ゆき）:
 > イベント名︓ZARDトリバン in 「丹沢まつり」2015 

 > ⽇時︓4/19（⽇）12:00-15:30くらい 途中パレードで中断有 
 >     

 > 場所︓渋沢駅南⼝ 歩⾏者天国の路上 
>    渋沢百貨店と喫茶ドリアンの間あたり 

 >    （⾬天は⼗全堂薬局のカレージ内を予定） 
 > 出演︓ アコースティック的な４組 

 >     ⽔⽉（ソロVo）、⽂⾹（ソロVo）、HARD、minicalla 
 > 参加費︓無料 

 >      
 > その他︓終了後にファン交流企画とオフ会も予定 

 >      
 > [16279]駅メロ応援 みんなのメッセージノートへの記帳も是⾮︕ 

度々の企画,御苦労様です。何事も無く無事(⾃分が)⾏ける事を祈ります。今からでもリクエストが間に合へば,以下の2曲
を宜しく御願します。

 「READY GO!」「The Only Truth I know is you」
 今回は,出来れば,準備から御⼿伝ひしたいと思つてゐます。渋沢百貨店前に何時位に参ればよいのでせうか︖

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
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16338 選択 幸（ゆき） 2015-02-28 22:20:58 返信 報告

[16337]Awa C62さん、ありがとうございます。

> 今回は,出来れば,準備から御⼿伝ひしたいと思つてゐます。渋沢百貨店前に何時位に参ればよいの
でせうか︖

サポータは11時集合となる⾒込みですが、作業量はさほどではなさそうなので演奏開始予定の12時で
構いませんよ。むしろ、お時間があるようでしたら演奏終了後の交流企画やオフ会にご参加頂ければ
幸いです。

遠⽅から御越し頂き貴重なお時間でしょうから、メッセージノートへのご記帳等にお時間をあてるの
も良いかも知れません。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16340 選択 吟遊詩⼈ 2015-03-03 14:09:24 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは 春の渋沢路上ライブ詳細

ありがとうございます。 また皆さんとお会い出来る事を

楽しみにしています。いまのところ参加希望です。オフ会も

よろしくお願い致します。 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16386 選択 幸（ゆき） 2015-03-20 22:48:18 返信 報告

ここZ研からのオフ会参加は今のところ、陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、
 （何事もなければ）Awa C62さんと受け賜りますね。

 ご予定の⽅はぼちぼちご表明頂ければ幸いです。

皆様
 祭り期間中、⺟校⻄中にてミニ写真展が催されるようです。

 パレード中断の時間あるいは19⽇午前中や前⽇などご都合の良い時に
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ご覧になられると良いなと思います。
詳細は近々アナウンスされるでしょう。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16388 選択 狐声⾵⾳太 2015-03-21 09:11:40 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん今⽇は。

> ここZ研からのオフ会参加は今のところ、陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、 
 > （何事もなければ）Awa C62さんと受け賜りますね。 

 > ご予定の⽅はぼちぼちご表明頂ければ幸いです。

オフ会に参加の予定です。よろしくお願いします。
 ２⽉末から、⾵邪、インフルエンザ、⾵邪と⽴て続けに掛かり、やっと平常に戻った感じです。

 その為、ＢＢＳを⾒るのが精⼀杯で書きこむ気になりませんでした。

皆さんもお⾝体を⼤切にして下さい。
 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16389 選択 吟遊詩⼈ 2015-03-21 13:44:01 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんにちは

> ２⽉末から、⾵邪、インフルエンザ、⾵邪と⽴て続けに掛かり、やっと平常に戻った感じです。 
 > その為、ＢＢＳを⾒るのが精⼀杯で書きこむ気になりませんでした。 

 >

最近、お名前が出てこなかったので、気になっていました。(ーー;)

丹沢まつりまであと⼀カ⽉、お元気な姿でまたお会い出来る事を楽しみにしております。(^J^)

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16390 選択 noritama 2015-03-22 02:30:14 返信 報告
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こんばんは｡

4/19何事もなければ参加できると思いますので､
 オフ会参加含みよろしくお願いいたします｡

 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16392 選択 幸（ゆき） 2015-03-23 13:16:24 返信 報告

[16388]狐声⾵⾳太さん、⼤変でしたね。
 > オフ会に参加の予定です。よろしくお願いします。 

 > ２⽉末から、⾵邪、インフルエンザ、⾵邪と⽴て続けに掛かり、やっと平常に戻った感じです。

お元気になられてまたお会い出来ることを期待してます。

[16390]noritamaさん、以下ありがとうございます。
 >オフ会参加含みよろしくお願いいたします｡

皆様
 ZARDミニ写真展、アナウンス↓されてました。観覧無料です。

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

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16449 選択 幸（ゆき） 2015-04-03 17:56:50 返信 報告

渋沢商店会のfacebook↓でもアナウンスして頂きました。

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

4/19(⽇)午後、渋沢駅南⼝から右⼿⽅向の交差点付近に是⾮お集まり下さいm(_ _)m。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16452 選択 ソルト 2015-04-05 15:27:00 返信 報告
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こんにちは。Z研、いつも楽しみに拝⾒してます。
お祭りまであと2週間となりましたね♪

ZARD Official.web を⾒ていたら･･･「ZARDミニ写真展」開催場所︓秦野市⽴⻄中学校と書かれていて驚きました。
 勝⼿に駅周辺かと思い込んでいましたが、考えてみるとそんな訳は無いですよね。（B社もちゃんと頑張ってるんですね♪

それとも幸さん企画でしょうか︖）

ご⾃⾝が卒業した学校で、社会に出てからの⾃⾝の功績が認められ写真展が開催されるとは、泉⽔さんも思ってもいなか
ったでしょう。

 ファンにとって普段は⾜を踏み⼊れてはいけない泉⽔さんの出⾝校と⾔う聖地にファンとして訪れる事が出来る貴重な機
会ですね。

『⼩⽥急線渋沢駅の駅メロにＺＡＲＤの名曲「負けないで」、「揺れる想い」が採⽤されたことを記念し、ミニ写真展を
開催します。』

 秦野市の広報にこう書かれていました。あくまで駅メロ採⽤記念なので今回限り唯⼀無⼆の催しなのは、間違い無いでし
ょう。

■第59回 秦野丹沢まつり
  ⼩⽥急渋沢駅 ZARD駅メロ採⽤記念

  ZARDミニ写真展

⽇時︓4⽉18⽇（⼟）12:00〜19:00 ※トリバン⾒た後でも間に合います。
     4⽉19⽇（⽇）10:00〜16:00 ※早めに写真展に⾏って12:00トリバン開始に間に合う様に︕

以上は、B社のZARD Official.webからの転載です。（※印の注釈は、もちろん違いますが）

既出の写真なのは想像がつきますが、⽇時の都合のつくファンなら⾏かない⼿は無いでしょう。
 泉⽔さんの⻘春が詰まった出⾝校でZARD写真展が開催されるなんて、♪またとない ⼆度と来ない♪ ⼤変に貴重な催しな気

がします。

沢⼭の⼈が訪れてくれたら泉⽔さんも嬉しいんじゃないでしょうか♪

B社版のモモクロみたいな La PomPon が「負けないで」を秦野市⽴⻄中学校校庭 特設ステージで披露します︕って⾔っ
てるんで

 これもある意味、微妙ですが･･･貴重な経験になるかもです。



とにかく、ZARDと渋沢を結び付けてるのはファンに他ならないので、こういう機会は逃さず集結したいものです。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16453 選択 幸（ゆき） 2015-04-05 21:09:36 返信 報告

[16452]ソルトさん、皆さん、こんばんは。
 > ZARD Official.web を⾒ていたら･･･「ZARDミニ写真展」開催場所︓秦野市⽴⻄中学校と書かれていて驚きました。

ご紹介ありがとうございます。
 ミニ写真展は秦野市とB社の企画です。

写真展を観に、⾃分は18⽇（⼟）午後に⾏こうと思ってます。

19⽇（⽇）午後はトリバンの裏⽅してます。途中1-2時頃にパレードで中断するので、トリバンに来て頂ける⽅々でお時
間がないようなら、この中断時に⻄中に⾏って写真展を観ることも可能ですよ。

多くのファンが集まってくれることを期待してます。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16462 選択 幸（ゆき） 2015-04-06 17:26:13 返信 報告

皆様

演奏終了後のオフ会ですが、Z研からの参加予定者は今のところ以下の5名と聞いています。
  陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、Awa C62さん、狐声⾵⾳太さん、noritamaさん

上記にサポータと演奏者、mixi関係のファンも加わって⼗数⼈くらいになりそうです。

予約の都合上、ご予定あるいはキャンセルされる⽅は来週中にはお知らせ下さい。オフ会は16:00-18:00、駅近くのお洒
落なお店を貸切にしてオードブルで考えてます。軽く⾷べて飲んで、ワイワイ話す感じですかね（居酒屋ではありませ
ん）。

オフ会の費⽤が気になる⽅は個別に私宛に問い合わせて下さい。普通に飲みに⾏く程度とお考え頂ければ⾜りると思いま
す。
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Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16464 選択 幸（ゆき） 2015-04-07 09:47:21 返信 報告

オフ会へのご参加あるいはキャンセルのご連絡は、今週中にお願い致しますm(_ _)m。
 お店への⼈数報告の都合上、14⽇（⽕）お昼頃が最終確定とさせて下さい。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16478 選択 幸（ゆき） 2015-04-13 21:05:58 返信 報告

オフ会への参加追加およびキャンセルは明⽇で締め切りとさせて下さい。

皆様
 19⽇、お天気は何とか晴れそうですね。

 ⾬が降っても⼗全堂薬局のガレージで演奏します。オフ会も中⽌になりません。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16501 選択 myumyu 2015-04-19 23:43:24 返信 報告

 どうもmyumyuです。幸さんお疲れ様でした。今年もトリビュートバンドの演奏を聴けてよかったです。陸奥亮⼦さん
ともお話が出来ました。吟遊詩⼈さん、noritamaさんにもお会いできました。陸奥亮⼦さんのお聞きしたところAwa C6
2さんも四国から来られたとのことで驚きました。ほかにもどなたかいらしたのでしょうが気がつきませんでした。

  オフ会にはまたも参加できませんでしたが、盛り上がったのでしょうね。ぜひその様⼦を知りたいものです。
  noritamaさんや吟遊詩⼈さんはトリバン終了後、プレート下におくプランターに花を移し替える作業されていました

ね。⼟で⼿が真っ⿊になっていました。本当にご苦労さまでした。花が咲くのが楽しみです。また、5⽉のSHでお会いで
きるのを楽しみにしています。

  

ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16502 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:17:27 返信 報告

こんばんは、ZARDトリバン in 「丹沢まつり」2015に⾏ってきました。
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出演された４組の⽔⽉（ソロVo）、⽂⾹（ソロVo）、HARD、minicallaの皆さん、お疲れさま
でした。

其々の解釈によるＺＡＲＤの楽曲の素晴らしさが再確認出来ました。セットリストもかぶらず
様々な楽曲が聞け良かったです。

個⼈的にはこの渋沢は昨年、Ｚ研の皆さんに最初にお逢いした地でもありその後何回も⾜を運ん
だ事もあり感慨深いです。

Ｚ研の⽅達は勿論、その他のファンの⽅達とも顔⾒知りが増え昨年以上に楽しい⼀⽇でした。

⼜、駅メロも流れる様になり、よりＺＡＲＤゆかりの地になりました。午前中ちょっと早⽬に着き、泉⽔さんの⺟校であ
る中学校にもミニ写真展を⾒てきました。

まぁ内容はともかく多くの⽅に泉⽔さんの功績が知れ渡り新たなファンが増えると良いのですが・・・

ZARDトリバン 4組の演奏終了後、南⼝の駅メロ記念プレ－トの下に泉⽔さんのお好きだったカラーの苗を設置した事が印
象的でした。5⽉には⾒事な花が咲く事でしょう。(^○^)

オフ会もその後、⾏われ洒落たお店での楽しい⼀時でした。参加され⽅、ありがとうございました。

そして幸（ゆき）さん、及びサポ－タ－の皆さま、本当にご苦労さまでした。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16503 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:24:29 返信 報告

個⼈的に⾏ってみたかったフランド－ル本店、遂に⾏ってきました。駅から15分とちょっとあ
りましたが、中々機会が無いので・・・（苦笑）

 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16504 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:33:05 返信 報告
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噂のチョコ幸（さち）、持ち帰らずその場で試⾷、店内はカフェは併設されてませんが店員さん
にお願いして

お⽫に⼊れてもらい、コ－ヒ－も御馳⾛になりました。

ちょっとほろ苦くしっとりとした味わい︕

幸（ゆき）さん、noritamaさん う〜ん〜美味しゅうございました。( ^^) _旦~~

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16505 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:35:53 返信 報告

オフ会での会場は洒落たフレンチのお店でした。

マスターもシブく素敵な⽅でした。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16506 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:41:39 返信 報告

オ－ドブルも豪華に⼭盛り、どれも美味しゅうございました。

( ^)o(^ )モグモグ

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16507 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 00:47:17 返信 報告
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必要にして⼗分の飲み物も⽤意されてましたね。

皆さん、お好きなお飲み物で⼝も軽やかに話題も多岐にわたり多いに盛り上がりました。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16508 選択 吟遊詩⼈ 2015-04-20 01:26:31 返信 報告

Awa C62さんがご持参した⻲泉と⾔う⽇本酒が⾮常に美味しゅうございました。( ^^) _旦

まるでワインの様なまろやかさで、こちらはライブ中だったのですが、御馳⾛になりました。

今回初めて、お逢い出来てお話が出来ました。

遠路遥々夜⾏で来たと⾔われ驚きです。他にも関⻄の⽅から来られてる⽅もいてその⾏動⼒にビ
ックリです。

P.S・・・・彦パパさん、チャリンコ遠征︕ご苦労さまでした。 無事帰れましたか︖

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16511 選択 陸奥亮⼦ 2015-04-20 09:02:10 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ＺＡＲＤトリバンＩＮ「丹沢まつり」２０１５に参加してきま

した。其の後のオフ会にも、参加しました。＾－＾。

トリバン会場では、幸（ゆき）さん、狐声⾵⾳太さん、

吟遊詩⼈さん、ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、ＧＯＲＯさん、

ＭＹＵＭＹＵさん、彦パパさん、ＡＷＡ Ｃ６２さん、

ＨＡＲＤのたらみさん、ＭＩＸの「たかＺ」さんともお会いし
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ましたね。

幸（ゆき）さん、今回も⼤変お世話になりました。ＺＡＲＤト

リバン２０１５、成功おめでとう御座います。

その後のオフ会では、私を含めた３⼈で、チョットしたサプラ

イズをご⽤意したのですが、こちらのＢＢＳでは、その内容に

付いては、申し上げられません事を御了承願います。

トリバンとオフ会に参加された皆さん、⼤変楽しい⼀時を過ご

させて戴きました。有難う御座いました。

⼜、次回、お会い出来ましたら、宜しくお願い致します。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16512 選択 狐声⾵⾳太 2015-04-20 09:38:04 返信 報告

皆さん、お早う御座います。
 南⼝の駅メロ記念プレ－トの下に⽩のカラーの苗を移植したのはすでに報告されていますが、実

はnoritamaさんが移植の⼿伝いをすることになり、その姿をアップします。（アップの件はご
本⼈に確認済みです）

 苗と移植⽤の⼟などを花屋まで取りに⾏き、プランターに植え替えていました。
 ⼿を⿊く汚し、ご苦労様でした。

 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16513 選択 彦パパ 2015-04-20 14:13:03 返信 報告

参加されました皆さん、楽しかったです︕
 19時30分ごろ無事帰宅しました︕

幸(ゆき)さん、今回は⾊々お話できて光栄です。⾊々ご苦労様でした。
 noritamaさん、ミニ写真展でnoritamaさんに会えて良かったです。会わなければ30秒で⾒学終了でした（笑）。
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Awa C62さん、せっかくのお酒のお誘いを⾃転⾞のためにお断りしてスミマセンでした。次回はゴチになります︕
吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、陸奥亮⼦さん、またお会いできましたね。SHでもお会いしましょう︕

 GOROさん、帰りが遅くなってしまうのでほとんど⼊れ違い状態でお話できなかったのが残念でした。次回は是⾮ロケ地
のことを聴きたいです。

 、、、、、、次回とSHは電⾞で⾏きます︕
 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16514 選択 noritama 2015-04-20 18:55:00 返信 報告

こんばんは｡

昨⽇は､出演された ⽔⽉さん、⽂⾹さん、HARDさん、minicallaさん そして幸(ゆき)さん､たか
Zさんはじめサポータの皆さんお疲れ様でした｡

 彦パパさん､AwaC62さん､陸奥亮⼦さん､狐声⾵⾳太さん､吟遊詩⼈さん､goroさん､myumyuさ
ん 再びお会いできまして嬉しかったです。

 ZARDトリバン in 「丹沢まつり」2015そしてオフ会と楽しいひと時を過ごすことが出来まし
た｡ありがとうございました｡

 5⽉末のSH､渋⾕で再びお会いできることを楽しみにしています｡(^^)

>会わなければ30秒で⾒学終了でした（笑） 
 彦パパさんに声かけいただいて⼀緒に写真展⾒れてよかったです。

 連れ⽴ってワイワイと⾒るのも楽しいものですね(^^)

AwaC62さん"⻲泉"ご馳⾛様でした。
 ⼝当たりがよいお酒なのでついつい飲みすぎてしまいそうで(笑)

 美味しゅうございました｡

開催前に⾬がぽつぽつと降り始めて､ 
 ⼗全堂薬局のカレージ内に移動されたようで､

 路上も良いですが､こちらもステージみたいでなかなかいい感じでした｡
 ザーザー降りの⾬でなくほんのちょっとでやんだのでよかったですね｡
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私事で恐縮ですが、私に執りましての４⽉１９⽇の諸々の事柄
16517 選択 陸奥亮⼦ 2015-04-21 18:42:15 返信 報告

皆さん，こんばんは。陸奥亮⼦です。

私事な部分も含めて、少しお話をさせて頂こうかと思います。

４⽉１９⽇に、渋沢に⾏きましたが、私の⽬的としては、先

ず、「駅メロ」を実際に、この⽿で、聞く事が、２割位、「駅

メロ」のプレートの設置されている所を⾒るのが、１割位で、

「ＺＡＲＤミニ写真展」を⾒るのが、２割位、そして、最後

に、路上ライブと「オフ会」に参加するのが、５割位でした。

去年の１２⽉２３⽇には、渋沢に５時間も居たのに、「駅メ

ロ」を聞いていませんでしたから、今回、もし、聞いていない

と、「ヒゲおやじ」さんに、何て⾔われるか、判りませんから

ね。でも、⼤丈夫でしたよ。1時半頃に渋沢駅に着きまして、

下り線ホームで、「負けないで」を２回、次に、「揺れる想

い」を２回、ちゃんと聞きました。＾－＾。それから、⻄中学

校に⾏き、「ＺＡＲＤミニ写真展」も、⾒ました。其の⽇の

朝に、ソルトさんとＮＯＲＩＴＡＭＡさんのレポを⾒ていまし

たので、あまり期待はしていませんでしたが、泉⽔さんの⺟校

で開催されるのですから、彼⼥の「在学当時」の写真や資料等

が有っても良さそうにも感じましたんですがね。その後、以前

に、ＮＯＲＩＴＡＭＡさんが、校歌の写真を載せて頂いてまし

たので、探しました処、校舎の前⾯側位に有りましたね。
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⽴派な⽯碑に、校歌の歌詞が、１番から４番まで有り、さら

に、端の⽅には、「楽符」が有りました。⼜、⽯碑の前の⽅に

は、プランターが拾数個あり、⾊取り取りの花が、植えられて

いました。只、少し残念でしたのは、年⽉が経っていますの

で、⽯碑の上⾯の部分から、「鉄分」が滲み出していて、

「歌詞」の上部の部分に、⼀部が、掛かって居た事です。

次に続きます。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16519 選択 幸（ゆき） 2015-04-21 21:24:27 返信 報告

陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、noritamaさん、彦パパさん、
 Awa C62さん、皆様、こんばんは。

丹沢まつりのトリビュートバンド演奏へのご参加、誠にありがとうござました。
⾬もポツポツしかけた程度で無事に終えることが出来て助かりました。この場を
お借りして改めてお礼申し上げます。「⻲泉」も美味しく頂きました^^。

いろいろトラブルがあって準備と開始が遅れ、国道と踏切の通過の影響でパレード
 も昨年より⻑め、花植えやオフ会の時間にも追われ、天気も⼼配で実はヒヤヒヤ

だったんです。
 サポータの⼈⼿も⾜りなくて花植えを⼿伝って下さり助かりました。

オフ会もキャパを若⼲超える盛況ぶりで⾝動きが取れず、余りお話が出来ません
でしたが、楽しんで頂けたように思います。またお会いしましょう!!

次回は、11/23(祝)えびす講まつり、にて路上ライブです。是⾮ご予定下さい︕

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16520 選択 幸（ゆき） 2015-04-21 21:28:59 返信 報告
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そうそう、goroさんとも再会できてヨカッタです。
myumyuさんはお⾒受け出来ず残念でした。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16521 選択 陸奥亮⼦ 2015-04-22 09:55:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

１６５１７の続きです。

歌詞の⽯碑の近くで、４〜５メーター程の所に、「ロダン」の

「考える⼈」の様な彫刻と台座が、有りましたね。こちらの台

座にも校歌の１番と２番の書かれているプレートが、嵌め込ま

れていました。そして、⻄中学校を後にして、トリバンライブ

会場に午後２時半頃に着きました。ＨＡＲＤのたらみさんが、

出演されていて、幸（ゆき）さん始め、皆さんと「再会」しま

した。ＡＷＡ Ｃ６２さんとは、初めて、お会いしました。

吟遊詩⼈さんが、投稿されている写真の「⻲泉」のお酒を薦め

られたのですが、「病み上がり」でしたので、丁重に「お断

り」させて頂きまして、ＡＷＡ Ｃ６２さんには、申し訳あり

ませんでした。吟遊詩⼈さんは、「⻲泉」の⼝当たりの良さも

あってか、もう、出来上がられている感じでしたでしょうか

ね。(笑）。ライブの最後に出演されたのは、「ＭＩＮＩ ＣＯ

ＬＬＡＲ」さんでしたかね。記憶が曖昧で、済みませんです。

この時は、歌と演奏を聞きながら、ＭＹＵＭＹＵさんと、少

し、お話をさせて戴きました。中々、お会いする機会も、そう
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度々無いので。

最後に、出演された４⼈のボーカルの⽅達に依る「負けない

で」の合唱(⼀部、ソロで）が有り、ライブ会場に居られた皆さ

んと⼀緒に歌った事は、⾮常に良かったと思います。

ライブ終了後に、泉⽔さんのお好きだったカラーのお花を「駅

メロ揺れる想い」のプレート設置近くのプランターに植えられ

たのも、良いアイデアだと思いました。

次に続きます。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16522 選択 陸奥亮⼦ 2015-04-22 12:39:23 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

１６５２１の続きです。

そして、路上ライブが、午後４時頃に終わり、オフ会に参加し

ました。恐らく、ライブの後かたずけ等がありました影響で、

オフ会は、４時半過ぎから、始まりましたかね。＾－＾。

この⽇、私が、オフ会に出る⽬的は、⼤袈裟に⾔えば、１６５

１１でも、少し、触れたのですが、チョットしたサプライズを

する為と⾔っても、過⾔では、有りません。＾－＾。

これより先は、「このチョットしたサプライズ」を「アレ」と

表記します。このオフ会に参加されたＺＡＲＤ研究所の⽅々、

そして、もしかしてですが、このＢＢＳを御覧になられてい

て、このオフ会に参加されたＭＩＸ関係や、その他の関係者の
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皆様⽅も、「アレ」の表記に御協⼒の程、宜しくお願い致しま

す。⼀応、「秘密」にしなければならない部分が、有りますの

で。(笑）。

「アレ」を思い付きましたのは、去年の秋頃でした。ＺＡＲＤ

研究所のＳＴＲＡＹ所⻑さんにも、相談させて戴いたのです

が、「アレ｝は、ＺＡＲＤ研究所では取り扱えない「案件」で

あるという事で、もし、⾏うとしたら、陸奥亮⼦の⽅で、して

欲しいと⾔う御回答でした。私と致しましても、「アレ」は

、今年の３⽉中旬から、遅くとも４⽉初旬辺りに、ひっそりと

穏便にやりたいかな〜〜と思っていました。ところが、私⾃⾝

が、２⽉中旬から、３⽉中旬まで、約１ヶ⽉近くに亘り「体調

不良」になりました。今回の「アレ」には、御協⼒して頂いた

⽅が２⼈居ます。その内の１⼈の⽅と連絡を取り合っている内

に、オフ会の時に、やるのはどうでしょうと提案されました。

その時は、どうかな〜〜と思いましたが、決局、時間的な事

も有りましたので、する事に決めました。＾－＾。

私⾃⾝は、「アレ」で、サプライズを実⾏する役柄をするに

は、根本的には、「⼩⼼者」ですので、余り、こういう事に

は、向いていないと思います。しかし、企画した「⾔い出しっ

ぺ」でもある張本⼈ですので、やるっきゃないと思いました。

シナリオ等、在りませんから、⾏きあたりバッタリの強⾏突破

です。何時やるかの「タイミング」が難しかったです。



そして、皆さんと「乾杯」の後にしようかと、もう、１⼈の協

⼒者の⽅と相談しました。もし、途中で、詰っかえてしまった

ら、２００４年のＷＢＭの時の「泉⽔さんのＭＣ］の様に、

「緊張しています︕︕」って、時間稼ぎでもしようかと考えて

いました。しかし、以外と⾃分でも不思議な位に、順調に進

められたので、「杞憂」となり、「ホッ」としました。

約３分位でサプライズが終了し、その後、何だかんだで、約２

分程掛かりましたので、合計で、５分程、皆様のお時間を頂き

ました。「結果オーライ」でしたが、皆さんにも、喜んで戴け

て良かったです。

この後、帰りの電⾞でも、狐声⾵⾳太さんから、「ある情報」

で、⾊々と話が繋がる「オマケ」まで在りましたので、実に、

充実した１⽇となりました。＾－＾。

皆様、有難う御座いました。⼜の機会に、お会いしましょう。

⻑⽂で失礼致しました。
 

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015とオフ会
16524 選択 Awa C62 2015-04-22 22:19:59 返信 報告

[16508]吟遊詩⼈:
 > Awa C62さんがご持参した⻲泉と⾔う⽇本酒が⾮常に美味しゅうございました。( ^^) _旦 

> 
> まるでワインの様なまろやかさで、こちらはライブ中だったのですが、御馳⾛になりました。 
> 
> 今回初めて、お逢い出来てお話が出来ました。 

https://bbsee.info/newbbs/id/16334.html?edt=on&rid=16524
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16524
https://bbsee.info/newbbs/id16508.html


 
⾃分は,駅メロが実現して初めての澁澤詣でした。また新なるファン仲間に知り合へて⾃分も幸甚です。
因みに「⻲泉」のHPは,「www.kameizumi.co.jp/」です。

 「ZARDファンの中では⾃分が⼀番の飲んだくれのアル中ぢやないかな。」と思ふ1⽇でした。初⾒知りの⼈達にも喜んで
飲んでいただけて幸ひです。重い荷物を抱へて⾏つた甲斐がありました。オフ会のメニューにあつた「ハマチのイタリア
ン︖」は絶品でした。⾁嫌ひで⿂好きの⾃分には有難い御馳⾛でした。

      駅メロ記念プレート植栽
 幼酔(をさなゑひ) ⽴ち枯れせむかと 憚りて 雀泪の 酒注ぎたり

 

蛇⾜ながら...
16526 選択 幸（ゆき） 2015-04-27 17:03:07 返信 報告

皆様
 お知らせが遅くなってしまいましたm(_ _)m。

先⽇の丹沢まつりにおけるトリバン演奏をサポートして
 下さった元HARDろをりぃさんが独⽴起業されました。

↓家庭で撮ったビデオ等のダビングや⾼画質化する
 リマスターを主に提供されてる横浜の会社です。

 http://www2s.biglobe.ne.jp/ym5105/
 近隣の⽅々を中⼼に応援して頂けたら幸いです。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16531 選択 たかZ 2015-05-04 00:59:40 返信 報告

ZARD研究所様 
 こんばんは︕

 私たかZと⾔います。
 11/23の路上ライブのあともこちらでコメントさせて頂きましたが今回で２度⽬の書き込みを

失礼致します。

https://bbsee.info/newbbs/id/16334.html?edt=on&rid=16526
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先ず先⽇の丹沢祭り 路上ライブに参加されました皆様、
遅くなりましたがお世話になりました。

ライブの内容は皆様ご存知かと思うの省かせて頂きます。

お花植えの件、お⼿伝い＆ご指南頂き本当にありがとうございました。

お花のご報告を・・・5/3に渋沢に⾏って参りました。

お花は10cm〜20cm位本数は20本位、
 葉の⾼さも30cm超える⾼さで成⻑し

 カラーのお花も綺麗に咲いておりました。
 画像載せておきます。

ZARD研究所の皆様の熱い活動を楽しみにしております。

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16532 選択 陸奥亮⼦ 2015-05-04 09:22:27 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

「たかＺ」さん、お久しぶりです。

４⽉１９⽇のＺＡＲＤトリバンＩＮ「丹沢まつり」２０１５

では、幸（ゆき）さんを始めとする「駅メロ スタッフ」の

⼀員として、⾊々と「お⼿伝い」をして頂き、有難う御座いま

した。

> 
> お花植えの件、お⼿伝い＆ご指南頂き本当にありがとうございました。 

 > 
> お花のご報告を・・・5/3に渋沢に⾏って参りました。 

 > 
> お花は10cm〜20cm位本数は20本位、 

https://bbsee.info/newbbs/id/16334.html?edt=on&rid=16532
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16532


 
> 葉の⾼さも30cm超える⾼さで成⻑し 
> カラーのお花も綺麗に咲いておりました。 

 > 画像載せておきます。 
 > 

> ZARD研究所の皆様の熱い活動を楽しみにしております。

１６５０２で、吟遊詩⼈さんが、１６５１２で、狐声⾵⾳太

さんが、写真と記事を載せられていますが、その時よりも、

「カラーの⼊ったプランター」の数が、２鉢から３鉢に増えて

いますね。＾－＾。⼜、カラーそのものも、⼤きく成⻑してい

ますね。あの時は、確か、「たかＺ」さん、ＮＯＲＩＴＡＭＡ

さん、吟遊詩⼈さんと、もう、お１⼈、⼥性の⽅と４⼈で、

プランターの中に、⼟や肥料を⼊れるのを⼿伝われていまし

た。「⼿が真っ⿊」に成る程で、⼤変ご苦労様でした。

次回、ＺＡＲＤ関連のイベント等の時に、お会い出来るのを

楽しみにしています。今後共、宜しくお願い致します。

、

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16534 選択 吟遊詩⼈ 2015-05-04 20:06:21 返信 報告

たかZさん、こんばんは、吟遊詩⼈です。

その節は御世話になりました。

> お花のご報告を・・・5/3に渋沢に⾏って参りました。

私も気になっていました。⼀時、⾬とか強い⾵が吹いた⽇があったから折れたりしてないかなぁ︖なんて・・・(-_-;)

⾒事に咲ましたね。＼(^o^)／

https://bbsee.info/newbbs/id/16334.html?edt=on&rid=16534
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たかZさんが投稿されてるのに気付かず、私も投稿してしまいました。失〜敗 (ーー゛)（苦笑）

まぁ〜泉⽔さんのお好きなお花なのでダブルで咲かしておきましょう。良いですよね︖ (^○^)

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16535 選択 たかZ 2015-05-08 01:22:47 返信 報告

皆さんこんばんは︕

陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、ありがとうございます。

ちなみに真ん中に申し訳程度ですがポカリも載せて写真撮ってます。
 「揺れる想い」にピッタリと思い（＾＾︔

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16552 選択 noritama 2015-05-10 16:10:59 返信 報告

こんにちは

>カラーのお花も綺麗に咲いておりました｡ 
 無事開花してなによりです(^^) 割と早く咲きましたね｡

>あの時は、確か、「たかＺ」さん、ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、吟遊詩⼈さんと、もう、お１⼈、⼥
性の⽅と４⼈で、 

 >プランターの中に、⼟や肥料を⼊れるのを⼿伝われていました。 
 モザイクかけてますが(^^; 作業中はこんな雰囲気でしたね｡(^^)

Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16553 選択 noritama 2015-05-10 16:16:45 返信 報告

カラーの⼀般的なお⼿⼊れ⽅法はこんな感じのようです｡
 http://yasashi.info/ka_00010g.htm

 https://www.youtube.com/watch?v=qWF1ag36upU
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Re:ZARDトリバンin 「丹沢まつり」2015
16554 選択 陸奥亮⼦ 2015-05-10 16:21:08 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

>  モザイクかけてますが(^^; 作業中はこんな雰囲気でしたね｡(^^)

ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、写真の掲載、有難う御座います。

そうです、こういう感じで、作業されていましたね。＾－＾。
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