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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17528 選択 幸（ゆき） 2015-09-06 16:40:47 返信 報告

皆様、以下ご案内します︕

渋沢駅南⼝ 駅前商店会主催
 えびす講まつり 11⽉23⽇(祝・⽉）午後 12:30-13:30

 参加費無料 歩⾏者天国(12:00-17:00頃)
 ※ ⾬天は⼗全堂薬局さんのガレージ内

昨年に引き続き↓、渋沢での11/23の演奏は2回⽬になります。
 末永く駅メロが地元で愛され続けることを願い、またファンが集まれる機会を

 

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/17528.html
https://bbsee.info/newbbs/id/17528.html?edt=on&rid=17528
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17528
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c7f7f308ee310f29336ab9d0f2af9a10.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


絶やさない為にも、毎年この時期(11/23祝⽇)に路上ライブを⾏っていきたいと
考えています。

[15319]「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」 のお知らせ
[15762]「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会

順番未定の以下の構成で、各20分ほどのトータル1時間の枠を頂けました!!

Spring Water: Vo.⽔⽉さん＋ キーボード
 「かけがえのないもの」「グロリアスマインド」など4曲

 minicalla︓ Vo.綾さん＋ ギターx2（アコギ＋エレキ）
 「瞳そらさないで」「突然」など4曲

 Vo.繭さん＋ キーボード
「Don't youe see!」など4曲

ライブ終了後に14:00頃〜ランチオフ会も計画中です。
 皆様、是⾮ともご予定頂き、お集まり下さい︕

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17529 選択 陸奥亮⼦ 2015-09-07 08:24:54 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、毎回（春と秋の）、渋沢路上ライブ開催の

件では、⼤変お世話になりまして、有難うございます。

未だ、２ヶ⽉以上先になりますが、カレンダーに記⼊しました

よ〜〜。（笑）。今回は、時間的には、何時もより、少な⽬で

すが、ランチオフ会と共に、参加させて戴こうかと思います。

宜しくお願い致します。

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
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17530 選択 吟遊詩⼈ 2015-09-07 13:21:30 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは

「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015」

の告知、ありがとうございます。

今のところライブ、ランチオフ会、共に

参加したいと思います。宜しくお願いします(^-^)

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17531 選択 狐声⾵⾳太 2015-09-07 17:39:20 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん今晩は。

私も早速スケジュールに登録しました。
 ランチオフ会も参加の予定です。

また皆さんにお会い出来るのを楽しみしています。
 

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17532 選択 幸（ゆき） 2015-09-07 18:46:36 返信 報告

[17529]陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、早々ご参加表明下さり、ありがとうございます。

> 今回は、時間的には、何時もより、少な⽬

昨年の秋は、25分 x ⼆部構成でしたので今回の⽅が⻑めなんです。ご参加下さる皆様が他の出演による中断で待つ時間が
申し訳ないので、ギュッと詰めた時間帯にして貰いました。

リハが落ち着き次第早めに始められるでしょうから、途中パレードによる中断時間を引いた春の丹沢まつりの時と同じく
らいの演奏時間になるかもと思ってます。

吟遊詩⼈さん、y-guitarさんらもお誘い下さると幸いです^^。
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ご予定の皆様、本件のレスにてご参加表明をぼちぼちして頂けると助かります。
よろしくお願い致しますm(_ _)m。

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17533 選択 陸奥亮⼦ 2015-09-07 19:46:15 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、レス、有難う御座います。

> > 今回は、時間的には、何時もより、少な⽬ 
 > 

> 昨年の秋は、25分 x ⼆部構成でしたので今回の⽅が⻑めなんです。ご参加下さる皆様が他の出演による中断で待つ時間
が申し訳ないので、ギュッと詰めた時間帯にして貰いました。 

 > 
> リハが落ち着き次第早めに始められるでしょうから、途中パレードによる中断時間を引いた春の丹沢まつりの時と同じ
くらいの演奏時間になるかもと思ってます。

私は、いつも、路上ライブでは、前半の途中位からの、参加が

多いので、「総ライブ時間」に付いては、知りませんでした

が、途中にパレード等が⼊ると、何となく、気が抜ける感じも

有りましたので、今回の様に、ギュッと１時間に詰める⽅が、

良いと思いますね。楽しみにしています。＾－＾。
 

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17534 選択 吟遊詩⼈ 2015-09-07 20:07:33 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは

> 吟遊詩⼈さん、y-guitarさんらもお誘い下さると幸いです^^。
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y-guitarさんのお仲間からも情報が⼊ると思いますが、
y-guitarさんにはブログのコメントにて、幸(ゆき)さんの告知をそのままコピペで書き込んでおきました。

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17535 選択 myumyu 2015-09-08 00:56:02 返信 報告

 幸さん、はじめみなさんmyumyuです、こんばんは。

 今年も11⽉23⽇たばこ講まつりにてライブが⾏われるとのことで
 ⼤変うれしく思います。ライブ実施にはいろいろご苦労もあるともいますが、ご尽⼒いただいている幸さんには感謝で

す。

 また、この1，2年、4⽉は丹沢まつり、5⽉はSHでそして11⽉にたばこ講まつりで皆さんにお会いできるのも楽しみで
す。当⽇は多分また、試合がはいるでしょうが、ちょこっと顔を出してから渋沢に向かいます。まだ先ですが、天気がよ
いと良いですね。

 ライブ後、ランチオフ会が１４︓００からとのことなのでこの時間なら参加できると思います。１７︓００ころからだ
と都内までさすがに帰りがきついのですが、この時間なら⼤丈夫でしょう。よろしくお願いします。

 

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17536 選択 幸（ゆき） 2015-09-08 12:46:03 返信 報告

[17535]myumyuさん、ありがとうございます。
 試合は野球orサッカー...いずれにしろお待ちしてますね。

ちなみに、「たばこ講」ではなく「えびす講」なんです、揚げ⾜取りでm(_ _)m。
 ついでに、9/27（⽇）たばこ祭では「揺れる想い」のメロディ花⽕が秦野で披露されます。

吟遊詩⼈さん、y-guitarさんのお仲間さん⼤歓迎です、またお知らせ下さい。

皆様、この11/23の機会に駅メロを聞いたり、ファンからのメッセージが記載されてる
「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」↓を拝⾒するのも良いかも知れません。

 [16454]記帳してきました︕
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Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17545 選択 彦パパ 2015-09-10 10:21:41 返信 報告

皆さんこんにちは。
 幸（ゆき）さんご苦労様です。

 渋沢路上ライブに参加希望です。
 オフ会にも出たいので今回は " 電⾞ " で⾏きます︕

 何かお⼿伝いすることがあれば⾔ってください。
 よろしくお願いします。

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17546 選択 幸（ゆき） 2015-09-10 12:03:12 返信 報告

[17545]彦パパさん、ありがとうございます。
 > 渋沢路上ライブに参加希望です。 

 > オフ会にも出たいので今回は " 電⾞ " で⾏きます︕

安⼼して飲めますね^^。
 またオフ会の詳細が決まりましたらお知らせします。

 楽しみにしていて下さい︕

Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17616 選択 吟遊詩⼈ 2015-10-04 13:06:46 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんにちは、

私の知⼈で、アナログ&カミオンさんにお話したら

ライブ&オフ会に参加したいとの事なので御本⼈に

代わり私が、申し込ませていただきます。

宜しくお願いします。m(__)m
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Re:祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
17618 選択 幸（ゆき） 2015-10-04 15:21:51 返信 報告

[17616]吟遊詩⼈さん、了解しました。ありがとうございます。
 > 私の知⼈で、アナログ&カミオンさんにお話したら 

 > ライブ&オフ会に参加したいとの事なので御本⼈に 
 > 代わり私が、申し込ませていただきます。

店名など決まりましたらまたお知らせします。

ランチオフ会の予定
17667 選択 幸（ゆき） 2015-10-15 17:54:47 返信 報告

11/23の路上ライブ終了後の午後２時頃から渋沢駅北⼝の居酒屋︓
 渋沢漁港を名乗る「⿂丸⽔産」にてランチオフ会を予定してます。
 会費は3000-4000円くらい。

今のところ、Z研からは以下の６⼈（敬称略）を伺ってます^^。
 吟遊詩⼈、陸奥亮⼦、狐声⾵⾳太、myumyu、彦パパ、アナログ&カミオン

＋サポータ4⼈とmixiファンや演奏者数名が出席表明で15-20⼈くらいになる⾒込みです。

追加、変更などありましたら早めに知らせ貰えると助かります。

Re:ランチオフ会の予定
17669 選択 noritama 2015-10-16 07:06:01 返信 報告

幸(ゆき)さん おはようございます｡

私もランチオフ会参加でよろしくお願いいたします(^^)/

Re:ランチオフ会の予定
17671 選択 幸（ゆき） 2015-10-16 18:38:21 返信 報告
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[17669]noritamaさん、ありがとうございます。
ランチオフ会へのご参加、了解しました。

ランチオフ会の補⾜
17715 選択 幸（ゆき） 2015-11-13 12:10:32 返信 報告

いよいよ11/23（⽉・祝）トリバンライブまで10⽇となりました。
 オフ会について補⾜しておきますね。確認済の参加予定者はZ研から
 の7名を加えて34⼈です。

【お店の場所】
 渋沢駅北⼝『⿂丸⽔産』

 ⼊店14時頃から可能。
 ※オフ会開始は全員（もしくはある程度）が揃ったら。

 ⽚付け等で少し遅くなりますが、オフ会開始前の注⽂をされる⽅は
 個別会計となりますのでご了承ください。

コース料理＋α（飲み放題付き）席は座敷

料⾦︓3,500円（オフ会前に集めます）

お天気はやや気になりますが、⾬天でも⼗全堂薬局ガレージ内で
 演奏します。もちろん、演奏後のオフ会も⾏いますよ。

[17707]で紹介しました秦野市⺠による♪負けないで合唱
 のように、地元の皆さんの温かさにも触れられるかと思います。

 オフ会は難しい⽅々も路上バンド演奏を聞きに、是⾮ご参加下さい︕

Re:ランチオフ会の補⾜
17717 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-13 12:52:24 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、ランチオフ会の詳細な情報、有難う御座いま
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す。３４⼈の参加者数とは、前回予想の１５〜２０⼈と⽐べる

と、約２倍ですね〜〜。

楽しみにしていますので、宜しくお願い致します。

明⽇11/23のお天気
17739 選択 幸（ゆき） 2015-11-22 15:15:45 返信 報告

皆様

路上ライブが⾏われる明⽇の秦野の天気は、どうやら曇りで何とか降られずにすみそうな感じです。
 http://www.tenki.jp/forecast/3/17/4620/14211.html

⾬でもガレージ内で演奏しますので、是⾮お集まり下さい︕

Re:明⽇11/23のお天気
17740 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-23 08:01:07 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、今⽇の天気の予報のお知らせ、有難う御座い

ます。昨⽇の時点で、私も普通に掲載されているＹＡＨＯＯの

天気予報を⾒ていましたが、少しだけ、良くなる⽅向になりま

したね。＾－＾。と申しましても、気温が、午後３時の時に、

１℃上がっただけですが・・・・（笑）。

今⽇は、宜しくお願い致します。

秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17744 選択 吟遊詩⼈ 2015-11-24 01:12:14 返信 報告

こんばんは。相変わらず酔っ払い投稿です。♪〜(￣。￣)

https://bbsee.info/newbbs/id/17528.html?edt=on&rid=17739
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17739
https://bbsee.info/newbbs/id/17528.html?edt=on&rid=17740
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17740
https://bbsee.info/newbbs/id/17528.html?edt=on&rid=17744
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17744


本⽇、路上ライブ及びオフ会に参加して来ました。

当初、⾬の⼼配もされていましたが、なんとか曇り空で天気が

持ち、やはり晴れ⼥の泉⽔さんのご加護でしょうか︖(^O^)

Spring Water: Vo.⽔⽉さん＋ キーボード

minicalla︓ Vo.綾さん＋ ギターx2（アコギ＋エレキ）

Vo.繭さん＋ キーボード

の3組のバンドの皆さま並びに幸（ゆき）さんを初めとする

スタッフの皆さま、この場を提供していただいた渋沢駅南⼝ 

駅前商店会の皆さま、ありがとうございました。

路上ライブ及びオフ会に参加された皆さん、お疲れさまでした。

其々のシンガーの持味を活かした歌い⽅で様々なＺＡＲＤ楽曲

の素晴らしさ、アコ－ステック演奏でシンプルな⾳の世界に

詞の持つ奥深さが⼼に染みました。

演奏後の⼀次会オフ会は14︓00〜16︓40頃まで和気藹々の

雰囲気の中、様々な⽅との会話が楽しく、最後には綾さんと

⽔⽉さんによるこれまた酒場のライブはお酒が⼊った中での

⼤合唱、⼤いに盛り上がりました。その後まだ呑み⾜りない︕

⼈は⼆次会オフ会へとこれまた21︓30頃まで結構居ましたね。

初めて逢う⽅でも共通の話題があると直ぐに打解け会話が弾み

楽しいですね。

改めてこの素晴らしい仲間に巡り合わせていただき泉⽔さんに

感謝です。泉⽔さんも故郷に⾃分の歌が響いてるのを上から
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聴いてさぞお悦びの事でしょう。（笑）

プレ－トの下のお花が変わっていましたね。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17745 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-24 10:26:34 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

吟遊詩⼈さん、昨⽇は、有難う御座いました。楽しいオフ会

でしたね。＾－＾。参加された皆さん、ご苦労様でした。

私の別スレでも、⼀部、重複する部分が、在りますね。
  

その後まだ呑み⾜りない︕
 > 

> ⼈は⼆次会オフ会へとこれまた21︓30頃まで結構居ましたね。 
 > 

> 初めて逢う⽅でも共通の話題があると直ぐに打解け会話が弾み 
 > 

> 楽しいですね。 
  

あれから、⼜、⼆次会とは、皆さん、凄いパワーですね〜〜。

体⼒の無い私には、とても［無理、無理で〜〜す」。（笑）。

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17746 選択 吟遊詩⼈ 2015-11-24 12:38:55 返信 報告

陸奥亮⼦さん、こんにちは。昨⽇はお世話になりました。
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> あれから、⼜、⼆次会とは、皆さん、凄いパワーですね〜〜。 
> 
> 体⼒の無い私には、とても［無理、無理で〜〜す」。（笑）。

総勢17〜20名位居たと思いますが、ロディさんに引っ張られる様に

noritamaさん、彦パパさん共に参加しました。(^.^/)))~~~

やっと記憶の⼀部が甦ってf^_^; Sさんが22年前の11⽉22、23⽇

はあの⽇本⻘年館で、膨⼤なPVを⼆⽇間かけて撮ったと話していた

のが印象的でした。
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17747 選択 狐声⾵⾳太 2015-11-24 16:35:25 返信 報告

吟遊詩⼈さん、陸奥亮⼦さん、皆さん、今⽇は。

昨⽇は楽しく過ごさせて頂きました。
 特に、オフ会での急遽⾏われた、綾さん、⽔⽉さんの酒場ライブは良かった。

 Ｚ研以外の⽅と再会でき、楽しい時を過ごせたのも良かった。

路上ライブの様⼦も添付します。画⾯には4⼈しか写っていませんが、結構な数の⾒物⼈が居ま
した。

 駅メロのおかげで泉⽔ちゃんの縁の場所が、少しは認知されて来て居るのでしょうか。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17748 選択 myumyu 2015-11-24 21:31:50 返信 報告

昨⽇はお世話になりました。myumyuです。5⽉のSH前のオフ会から6ヶ⽉近くたち久々に吟遊詩⼈さん、陸奥亮⼦さ
ん、noritamaさん、狐声⾵⾳太さん、幸さんに南⼝路上ライブ会場でお会いできてうれしかったです。

 いつもは早く来ていつの間にか帰ってしまう私でしたが、昨⽇は遅れてしまい、繭さんの最後の1曲と綾さんのライブし
か聞けず残念でした。それでも⼗分楽しめました。（幸さん本当にお疲れ様でした）
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 また、渋沢でのオフ会は初めてでしたが、スタッフの⽅、mixiの⽅、そしてZ研の⽅々と40名くらいでしたでしょう
か、⼤変にぎやかで盛り上がりこちらも楽しいものでした。残念ながら、途中でアナログさんとともに先に帰らせていた
だきましたが、その後、1次会で⽔⽉さんと綾さんのライブ合ったと知り残念です。

 いつもながらZ研の⽅達の知識量には驚かされます。mixiの⽅達も明るく賑やかな⽅達でしたね。minicallaの⽅達が隣
に座られ、ギターの琴さんとお話しさせていただき、ミュージシャンと話などしたことは今までなく、これもよい機会で
した。

 それと彦パパと私に意外な接点があることもわかり、何とも愉快でした。本当に有意義な1⽇でした。本当に皆さん、あ
りがとうございました。また、会いましょう。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17749 選択 彦パパ 2015-11-24 21:37:14 返信 報告

お久しぶりです。
 たまに書き込まないと忘れ去られてしまいますね。

 昨⽇の路上ライブ&オフ会に参加された⽅々お疲れ様でした。
 また⾊々教えていただきありがとうございました。

 アットホームなライブもイイですね。
 内容については吟遊詩⼈さんや陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さんを参考にしてください（笑）。

 私としては、myumyuさんが⺟校（⾼校）の先⽣をしていることが判明した事が驚きです︕
 世間は狭い︕

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17754 選択 狐声⾵⾳太 2015-11-25 09:27:49 返信 報告

皆さん、今⽇は。
 酒場ライブの様⼦を少しでもお伝えできればと思い、その模様を写真で載せます。

minicallaの皆さん、minicallaの綾さん
 ⽔⽉さん、キーボード+ギター
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です。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17756 選択 幸（ゆき） 2015-11-25 12:04:39 返信 報告

皆様

集まった⽅々はとても素敵なひと時を過ごせたのではないか思います。裏⽅冥利につきます。

以下、mixiで教えて頂いたブログですが雰囲気が伝わるかと思い、ご紹介します。取り急ぎ。
 http://ameblo.jp/zardmikko/entry-12099324635.html

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17761 選択 noritama 2015-11-25 17:43:26 返信 報告

こんばんは｡

出演者の⽅々と幸(ゆき)さん･たかZさんはじめサポーターの皆様お疲れ様でした｡
 素敵なひと時をありがとうございました(^^)

 ←今回は､渋沢駅南⼝の若⽵⾷堂側での開催でしたね｡
 お天気も⾬模様の予報がハズレ(^^)曇り空でしたが⾬は降らず良かったです｡

 また参加されました皆様の元気なお顔を拝⾒できしまして嬉しく思いました(^^
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17762 選択 noritama 2015-11-25 17:44:32 返信 報告
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オフ会では､
吟遊詩⼈さんの知⼈のアナログ&カミオンさんにお逢いできたりお話など伺ったり楽しく過ごせ
ました｡

 アナログ&カミオンさんまたお話伺えましたら幸いです(^^)/
 オフ会酒場ライブもすごく良かったですね!!

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17763 選択 noritama 2015-11-25 17:45:48 返信 報告

また､突然でしたが(笑) 
 ⾳違い8cmCD『負けないで』と『IN MY ARMS TONIGHT』の争奪ジャンケン⼤会に､

 オフ会の皆様参加していただきありがとうございます(^^)
 獲得されました⽅､⾳の違いわかりましたでしょうか?(^^;
 参考までに検証過去スレはこちら↓

 『負けないで』⾳の違い関連スレ [12225] [12306]
 『IN MY ARMS TONIGHT』⾳の違い関連スレ [15172]

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17764 選択 noritama 2015-11-25 17:46:08 返信 報告

オフ会2次会は､駅前の⽩⽊屋で(笑)､
 楽しい時間はあっという間でした｡

 こういう交流の機会はいいなぁとあらためて思いました(^^)

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
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17765 選択 幸（ゆき） 2015-11-25 18:52:39 返信 報告

[17764]noritamaさん、皆様
 > こういう交流の機会はいいなぁとあらためて思いました(^^)

駅南⼝記念プレート下のプランターのカラーに肥料をあげるイベントを春に予定していて、規模は⼩さめになりますが交
流の場となる企画をたかZさんらが考えてくれると思いますので楽しみにして下さい。

また、以下の5店舗に「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」も置いてあります。結構遠⽅からも訪れてるよう
で、時と場所を隔てた交流も楽しめると思います。

駅メロ記念 モニュメント・メッセージノート設置︓
 http://shibusawaekimae.com/2015/02/17/175/

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015及びオフ会
17770 選択 noritama 2015-11-25 20:07:18 返信 報告

幸(ゆき)さん こんばんは

>駅南⼝記念プレート下のプランターのカラーに肥料をあげるイベントを春に予定していて、

次回も頃合になりましたらお誘いよろしくお願いいたしますm(_ _)m (^^)/

秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015レポのご紹介
17794 選択 幸（ゆき） 2015-11-30 21:02:24 返信 報告

たかZさんのレポ↓です。続編もご期待下さい。
 http://ameblo.jp/tzf02/entry-12099975057.html

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015レポのご紹介
17796 選択 たかZ 2015-12-02 01:24:04 返信 報告

ZARD研究所の皆様、ご無沙汰しております。
 たかZです。
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先⽇は渋沢ではオフ会の幹事務めさせて頂きましたが
こちらからは７名の⽅々のご参加ありがとうございました。

 また楽しい会に盛り上げて頂き⼤変感謝しております。

ブログの記事で⼀部、記載ミスありましたのでお詫び申し上げます。
 minicallaさんのSET LISTの順番とサポートの⽅のお名前です。

 http://ameblo.jp/tzf02/entry-12099975057.html
 修正しましたのでご報告を。

失礼いたします。

[17794]幸（ゆき）:
 > たかZさんのレポ↓です。続編もご期待下さい。 

 > http://ameblo.jp/tzf02/entry-12099975057.html 
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015レポのご紹介
17797 選択 陸奥亮⼦ 2015-12-02 09:22:56 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

たかＺさん、レス、有難う御座います。

いつも、渋沢の路上ライブでは、⼤変お世話になっています。

⼜、オフ会でも、何度か、幹事役を勤められていますので、

感謝しています。本当にご苦労様です。

幸（ゆき）さん御紹介の「たかＺさん」のレポも拝⾒させて

戴きました。

ＺＡＲＤブルーの背景に、簡潔で⾒易い⽂⾯のレポで、

素晴らしいと思います。＾－＾。

路上ライブで、お⾒掛けした時に、たかＺさん個⼈に付いて、
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⼤変失礼な質問をしてしまいまして、真に、申し訳有りません

でした。ミクシーのお仲間の⽅々は、御存知かと思いますが、

こちらのＺＡＲＤ研究所さんの⽅では、他⾔無⽤を守ります。

オフ会では、偶々、ＭＩＮＩＣＡＬＬＡさんとサポートの

お２⼈が、私の向かいのお席でしたので、お話も出来ました。

約３時間程のオフ会では、皆さん達と、とても楽しい時間を

過ごせましたね。＾－＾。

⼜、宜しくお願い致します。

秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015レポ続編のご紹介
17829 選択 幸（ゆき） 2015-12-10 15:42:51 返信 報告

皆様

たかZさんのレポ続編↓です。取り急ぎ。

インタビュー①
 http://ameblo.jp/tzf02/entry-12100657747.html

インタビュー②
 http://ameblo.jp/tzf02/
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