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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16483 選択 ソルト 2015-04-19 01:23:02 返信 報告

こんばんは。丹沢まつり2015に⾏ってきました。
 お⽬当ては「ZARDミニ写真展」。

  
 泉⽔さんが卒業された秦野市⽴⻄中学校での開催︕

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16484 選択 ソルト 2015-04-19 01:24:41 返信 報告
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着くまでは秦野市⽴⻄中学校が丹沢まつり2015の
メイン会場とは知りませんでした。

 校庭の周囲には屋台の出店が軒を連ねて⼟曜⽇と
 ⾔う事も有り家族連れで⼤盛況。

  
 「ZARDミニ写真展」の会場は、ここ。

以外にもモンゴルの遊牧⺠みたいな感じのテント
 での開催でした。(・Д・)︖・・・

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16485 選択 ソルト 2015-04-19 01:26:28 返信 報告

内部は撮影禁⽌。そりゃあそうですよね。

中は1枚のパネルで仕切られていて⼊って左の壁と
 合わせて⼤まかに展⽰は5⾯で展開。

  
 奥の⼀⾯がイギリス特集みたいだった様な。

 ⼊り⼝の裏側にあたる⾯にはバイオグラフィ。
 （写真集の巻末に必ず掲載されてる、あれ）

 他の⾯はいろいろ。NYのとか、ジャケ写のとか。
  

 ⼊り⼝左の外壁の写真の⼤きさのが8枚。
 奥の壁のイギリス物が中くらいで5枚。約43cm×35cmくらい︖

⼊り⼝から⾒える写真くらいの⼩さめが16枚。
 ⼊り⼝の駅メロの2枚がポスター⼤で、全部で31枚。

  
 私の知識不⾜のせいだと思いますが⾒た事ないのが

 2枚くらい有りました。
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Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16486 選択 ソルト 2015-04-19 01:28:23 返信 報告

着くまでは、教室を借りて展⽰してるのかな︖
 と思っていました。

  
 しかし考えてみると校舎の中より校庭のこの場所

 の⽅が沢⼭の⼈の⽬にとまり、ZARDを知らない⼈
 にもアピール出来て良かったかも。d-(^_^)-b

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16487 選択 ソルト 2015-04-19 01:29:09 返信 報告

販売ブースの撮影をしてもいいか確認したら
 ⼭野楽器の販売員さんが⼊り⼝で作業をしていた

 B社の⼈に確認してくれて商品の撮影はOKとの事。
  

 さすがB社。抜け⽬ない・・・

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16488 選択 ソルト 2015-04-19 01:29:43 返信 報告

こうやって⾒ると屋台の出店と⾔えなくもないかと･･･

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
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16489 選択 ソルト 2015-04-19 01:30:33 返信 報告

今⽇は普段⼊る事が出来ない泉⽔さんが出た中学校の
 校庭に⼊れて、「ZARDミニ写真展」も有り、その上
 お祭りも楽しめて最⾼の⼀⽇でした。

  
 この後、駅の南側の⾼台（頭⾼⼭ [ずっこうやま] ）

 に上がり渋沢駅周辺を⾒下ろしてみました。
 ⾃然が豊かで本当にきれなところで泉⽔さんは⻘春を

 送ったんだなぁ、と実感。
  

 写真展は思ったより⼩規模でしたが、これがきっかけ
 でファンになる⼈もいるでしょう。

 そう考えるとミニ写真展とCD販売のセットは良かった
 んじゃないかと思います。

 楽曲も素晴らしいですが私の場合、泉⽔さんの容姿
 はファンになる⼤きな要素でしたから。

  
 B社さん、今後も頑張って下さい。と⾔いたいですね♪

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16490 選択 noritama 2015-04-19 05:28:56 返信 報告

ソルトさん おはようございます｡

私も昨⽇⼣⽅〜ふらり(笑)と"『丹沢まつり2015』ZARDミニ写真展in 秦野市⽴⻄中学校"⼀⽇
⽬観てきました(^^)
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Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16491 選択 noritama 2015-04-19 05:30:05 返信 報告

渋沢駅に着くと少し変化が｡
 北⼝にも駅メロ記念プレートのところにプランターが置いてあります(^^)/

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16492 選択 noritama 2015-04-19 05:32:49 返信 報告

南⼝は､メッセージノートの案内があり､ベンチのところに商店会の案内パンフもありました｡(^
^)

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16493 選択 noritama 2015-04-19 05:35:44 返信 報告

イベント会場の⻄中学校に着くと､
 ⻄中学校にも変化があって､

 ⼀番北側の古い校舎が無くなっていました･･･

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校

https://bbsee.info/newbbs/id/16483.html?edt=on&rid=16491
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16491
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e7f75a0eb5d2448a933a050d60ff2bcc.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16483.html?edt=on&rid=16492
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16492
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/67039300a84e6edee2cea5ae4d7eb634.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16483.html?edt=on&rid=16493
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16493
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/945bcf80a53881dafde56a1aef8f627e.jpg


16494 選択 noritama 2015-04-19 05:37:35 返信 報告

>モンゴルの遊牧⺠みたいな感じのテントでの開催でした。 
 (^^)

 昨年と同じで､校庭にぐるりと出店が並んでますね｡
 ぐるりとある出店の中央というか､ステージの対⾯の判り易い良い場所に陣取られていました｡

 ミニ写真展は､昨年のまつりの雰囲気からたぶん校舎内の展⽰ではないだろうと感じてました｡
 テントにての販売･展⽰は､屋外イベントでよくあるスタイルですね｡ 

  
 
>しかし考えてみると校舎の中より校庭のこの場所 

 >の⽅が沢⼭の⼈の⽬にとまり、ZARDを知らない⼈ 
 >にもアピール出来て良かったかも。d-(^_^)-b 

 その通りだと思います。別の場所にある展⽰って閑散としてしまうこと多いですからね｡
 展⽰を競う場合や占有のイベントならばなんですが､､､

 この場合はミニ展⽰ですし、近寄りがたい雰囲気よりも(笑)
 スタイルを周りにあわせ馴染ませることでフレンドリーな感じになったので良いかと｡

 物販もそうですが､映像物のミニモニター展⽰が少しあると⼀般アピールにはいいかもですね｡

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16495 選択 noritama 2015-04-19 05:43:28 返信 報告

1⽇⽬は天気は快晴でしたが時折⾵が強かったです｡
⼟ほこりがたって出店テント直撃･･･こういうときの展⽰･販売はつらいですね(^^;
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Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16496 選択 noritama 2015-04-19 05:45:32 返信 報告

展⽰写真は､ソルトさんと同じ感触で､
 ごく⾒慣れたものと､

 初出ではないかもしれませんが(若⼲不得意です(笑))よく⾒慣れたものの別(続き)ショット?みたいな感じの写真でした｡

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16497 選択 noritama 2015-04-19 05:49:23 返信 報告

写真展⽰､詞集とベストCDと駅メロの元曲シングルの販売というところで､限られたスペースの中､まま⼀般向けのツボは
おさえられていると思います｡

 本来なら"きっと忘れない"みたいなZARD関連の書籍があるといいんですけれどね｡
 ギャラリー･20thの時も販売無かったと思いますし､最近イベントでも⾒かけないので在庫がないのでしょう｡

 来年25thの時はどうなのかな｡｡新しい書籍出ないかなぁ

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16498 選択 noritama 2015-04-19 05:54:03 返信 報告

⼀時期会場から離れて､ちょっと近くのHard-Offに⾏っていてしまっていたので､2チーム⽬
の途中から⾒たんですけれど(笑)

 3チーム対抗⽕起こしの時には『負けないで』がBGMでかかってました｡ 
 

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16499 選択 noritama 2015-04-19 05:56:12 返信 報告

秦野市⻑さんもみかけました｡
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Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16500 選択 noritama 2015-04-19 05:58:38 返信 報告

⼀⽇⽬(前夜祭)の〆はキャンプファイヤーと花⽕でした｡(^^)

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16509 選択 ソルト 2015-04-20 02:26:05 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

> ⼀⽇⽬(前夜祭)の〆はキャンプファイヤーと花⽕でした｡(^^) 
 すごい、最後まで会場に居たのですね。

 私は昼くらいに着いたので最後まで我慢できず写真展を⾒終わったら
 すぐに渋沢散策に出かけてしまいました。

 写真の様⼦だと⽕祭りみたいな感じで⼤盛り上がりだったんでしょうね♪
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今⽇はトリバンライブも有って⼤忙しだったんじゃないでしょうか︖
幸い⾬も⼩降りで良かったですね。お疲れ様です。

 

Re:丹沢まつり2015「ZARDミニ写真展」in 秦野市⽴⻄中学校
16510 選択 ソルト 2015-04-20 03:08:33 返信 報告

今⽇はトリバンの後にまた写真展に⾏ってみました。
 B社のLa PomPonのミニライブ直後で⼤変なことになってました。

 なんだかなぁ〜〜って感じですが・・・
 B社も商売ですし、泉⽔さんの貢献度いまだに⾼し︕

 と、考えれば良いのでしょうか︖
  

 ZARD BEST Request Memorialのジャケ写撮影時の別ショットで右を向いて
 ニコッとしてる写真が有りましたが・・あれ、可愛いですね♪

 SHのDVD化も切望しますが、写真集に未収録のベストショットをまとめて
 コアなファン向けに限定販売してくれないかなぁ、と思う今⽇この頃です。
  

 それから昨⽇の[16485]で出展の写真数を29点と書いてましたが
 今⽇、数え直してみたら31点でしたので訂正しました。
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