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秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20472 選択 幸（ゆき） 2016-09-20 18:20:56 返信 報告

皆様、以下のように、
 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016 を開催します︕

⽇時︓11/23（⽔・祝）12:00-13:00
    

 場所︓⼩⽥急渋沢駅南⼝の路上
    商店会の「えびす講まつり」に出演、11時AMより歩⾏者天国

 （⾬天は⼗全堂薬局のガレージ内で演奏するので天候に関係なく集まって︕）
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出演︓ アコギの２組予定 
 ⽔⽉さんVo.+キーボード

  繭さんVo.+キーボード（弾き語り有）

代表的な演奏予定曲は後⽇お知らせ致します。

この場をお借りしてm(_ _)m
 演奏後に⼣⽅頃まで、駅近辺の店で恒例のオフ会を予定してます。

 場所は以前にも利⽤した、「⿂丸⽔産（渋沢漁港）」で飲み放題
 の会費4000円です。

 ご参加希望の⽅々は早めに「返信」にてご表明頂けますよう、
 お願い致します。

故郷の渋沢駅で11/23祝⽇に、ずっと毎年開催していきたいと
 思いますので、ZARD 坂井泉⽔さんとトリビュートバンドを、

 末永く応援して下さいね。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20477 選択 陸奥亮⼦ 2016-09-20 22:43:07 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、毎回の事ながら、渋沢ＺＡＲＤトリビュート

バンド路上ライブ開催に御尽⼒、有難う御座います。

暇⼈の私ですので、勿論、渋沢路上ライブに⾏く予定です。

オフ会にも、参加させて戴きたいと思いますので、宜しくお願

い致します。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20481 選択 狐声⾵⾳太 2016-09-21 08:06:07 返信 報告
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皆さん、お早う御座います。

路上ライブ、オフ会の開催連絡、有り難う御座います。
 「暇⼈その２」も参加の予定です。

よろしくお願いします。
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20482 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-21 13:23:18 返信 報告

幸(ゆき)さん、陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、こんにちは。

季節の移り変わり早いですね。もうそんな時期ですか︖

毎回企画運営ご苦労様です。m(__)m

路上ライブ、オフ会、「暇⼈その3」(笑)も参加の予定です。

よろしくお願いします。

アナログさんには、連絡したら10⽉末にならないと

お仕事スケジュール未定の為、休みだったら参加との事

なのでオフ会締切時期にまた問い合わせしてみます。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20484 選択 幸（ゆき） 2016-09-21 18:40:10 返信 報告

[20482]吟遊詩⼈さん、陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、オフ会ご参加承りました。
 ありがとうございます。

> アナログさんには、連絡したら10⽉末にならないと 
 > お仕事スケジュール未定の為、休みだったら参加との事 

 > なのでオフ会締切時期にまた問い合わせしてみます。

了解しました。また分かったらお知らせ下さい。
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20485 選択 彦パパ 2016-09-22 09:44:14 返信 報告

幸（ゆき）さん、いつもいつもご苦労様です。
 ライブ、オフ会共に「暇⼈その4」も参加の頭数に⼊れておいてください。

 なんとか調整してみます。
 よろしくお願いします。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20491 選択 noritama 2016-09-23 09:20:56 返信 報告

幸(ゆき)さん おはようございます｡
 いつもお誘いありがとうございます｡

オフ会参加させていただきたく(^^)/､よろしくお願い致しますm(_ _)m
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20498 選択 幸（ゆき） 2016-09-24 15:30:58 返信 報告

[20485]彦パパさん、noritamaさん、ありがとうございます。
 オフ会へのご参加、承りました。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20512 選択 幸（ゆき） 2016-10-02 09:18:37 返信 報告

[20472]
> 出演︓ アコギの２組予定 
>  ⽔⽉さんVo.+キーボード 

 >  繭さんVo.+キーボード（弾き語り有）
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皆様、以下が主な演奏予定曲です。各30分なので、曲数は落ち着いて聴ける5-6曲くらいになると思います。
お楽しみに︕

Spring Water: ⽔⽉さん、ken(鍵)さん
 突然

 運命のルーレット廻して

繭さん︓
 遠い⽇のNostalgia 

 あの微笑みを忘れないで

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20526 選択 らぱん 2016-10-09 09:55:32 返信 報告

はじめまして。何時も楽しく拝⾒させて貰ってます。春に路上ライブル無かったので、秋の路上ライブ絶対⾏きます。繭
さん、⽔⽉さんのライブ聴けるの楽しみにしております。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20527 選択 幸（ゆき） 2016-10-09 16:42:45 返信 報告

[20526]らぱんさん、はじめまして。
> 春に路上ライブル無かったので、秋の路上ライブ絶対⾏きます。繭さん、⽔⽉さんのライブ聴けるの楽しみにしており
ます。

ありがとうございます。当⽇まで楽しみにお待ち下さい。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20593 選択 幸（ゆき） 2016-10-24 17:03:14 返信 報告

皆様

Ｚ研からのオフ会参加は以下の６名で幹事に報告しておきます。追加等あれば早めにお知らせ下さい。全部で30名くらに
なる⾒込み。
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陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、彦パパさん、noritamaさん、⾃分

当⽇、12:00-13:00の予定ですが、機材⽚づけを早めにしないといけないことから、12:00前に開始となります。早めに
お集まり下さい。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20692 選択 noritama 2016-11-21 06:56:07 返信 報告

おはようございます｡

ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016＆オフ会
 今週11/23（⽔・祝）ですね｡(^^)

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20693 選択 幸（ゆき） 2016-11-21 08:01:04 返信 報告

[20692]noritamaさん、皆様、おはようございます。
 > ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016＆オフ会 
 > 今週11/23（⽔・祝）ですね｡(^^)

はい、明後⽇に迫ってきました^^。
 今のところお昼頃までは何とか曇で降られずに済みそうな感じですね。

 当⽇ふらっと来られる⽅も歓迎致します︕

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20695 選択 彦パパ 2016-11-21 19:12:09 返信 報告

幸（ゆき）さん、ホントにスミマセン︕
 どうしても外せない仕事が⼊ってしまいました（悲）。

 何とかオフ会だけでもと思い調整してみましたがダメでした。
 ⾊々動いてくれていたのに申し訳ありません。

 参加される⽅は楽しんでください。
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20700 選択 吟遊詩⼈ 2016-11-23 20:29:08 返信 報告

こんばんは(^^)v 路上ライブ＆オフ会に参加してきました。 

⽔⽉さん＆繭さんのお⼆⼈によるミニライブ、秋空のもと

泉⽔さんの故郷に響きました。今回もお⼆⼈のカバー

によりZARD楽曲の⼼に響く歌詞の素晴らしさを実感(^o^)

その後、近くの居酒屋にて楽しい⼀時、

みんな、実はこちらがメインだったりして︖（笑）

今年もお座敷ライブ開催、ほろ酔い気分で盛り上がったのは

⾔うまでもありません(^^)v

末永くこの路上ライブ＆オフ会が続けられる様、

来年も盛り上げていきましょう

幸（ゆき）さんをはじめ実⾏委員会の⽅々、ライブ関係者の

⽅々、集まったファンの皆さんお疲れさまでした。<(_ _)>
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20702 選択 noritama 2016-11-23 21:51:20 返信 報告

こんばんは

路上ライブ＆オフ会レポです(^^)｡

曇天で⾬が降りそうで⼼配でしたが､ﾊﾟﾗっと数滴(笑)きたぐらいで天気はもちました｡よかったよか
った｡
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20703 選択 noritama 2016-11-23 21:56:16 返信 報告

今回は､⽔⽉さん＆繭さんのお⼆⼈
 (オフ会の時に今回写真掲載(顔出し)OKいただきました(^^))

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20704 選択 noritama 2016-11-23 21:58:04 返信 報告

⽔⽉さん
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20705 選択 noritama 2016-11-23 22:00:24 返信 報告

繭さん
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20706 選択 noritama 2016-11-23 22:34:37 返信 報告

ラストは､⽔⽉さん＆繭さんのDUOで『負けないで』

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20707 選択 noritama 2016-11-23 22:39:37 返信 報告

⽔⽉さん､繭さんの熱唱堪能いたしました｡
 ありがとうございました(^^)｡
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20708 選択 noritama 2016-11-23 23:14:53 返信 報告

路上ライブが終わった頃に､
 急に冷え込んできたので､⼩腹の⾜しに露店でたいやきを･･･1個買って⾷べて､､､⾜りなくてもう

1個(笑)

幸(ゆき)さんから頼まれました､来年のための調べ物を(笑)､ 狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さんとと
もにチョコっと⾏ってきて､

 オフ会へ

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20709 選択 noritama 2016-11-23 23:44:07 返信 報告

⼈数は約30⼈弱位だったでしょうか｡
 ZARD等々についての語らいと密談(笑)をしつつ､

 お座敷ライブもあり､楽しいひとときを過ごすことができました｡
 ありがとうございました｡

また機会がありましたらよろしくお願いいたしますm(_ _)m
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20710 選択 狐声⾵⾳太 2016-11-24 06:59:17 返信 報告

皆さん、お早う御座います。
 昨⽇は、楽しい⼀⽇を過ごさせていただきました。

所で、添付の画像のプレートが有りました。⽇付から⾒ると、去年のこの時期にはすでに有った
はずなのに、昨⽇初めて気づきました。

 ストリートライブの開催など、商店街を含んだ渋沢地区の⽅々（共有地管理組合も含み）の数々
の活動には頭が下がります。
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20711 選択 幸（ゆき） 2016-11-24 07:38:20 返信 報告

[20710]狐声⾵⾳太さん、皆さん、おはようございます。

昨⽇は寒い中にお集まり下さった⽅々、遠⽅から秘かに応援して下さった⽅々、路上ライブは気に留めずZARD曲を愛して
下さってる⽅々に改めて感謝申し上げます。

> 所で、添付の画像のプレートが有りました。⽇付から⾒ると、去年のこの時期にはすでに有ったはずなのに、昨⽇初め
て気づきました。 

 > ストリートライブの開催など、商店街を含んだ渋沢地区の⽅々（共有地管理組合も含み）の数々の活動には頭が下がり
ます。

ご紹介ありがとうございます。気づきませんでした。
 ⼭型の南北が陸橋で繋合った現在の駅舎以前の1992年までは、このような駅だったことを写真で⾒せて頂いたことがあり

ます。
 記憶に焼きつけられた⾵景でもありますね。

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20712 選択 幸（ゆき） 2016-11-24 07:53:37 返信 報告

皆様
 昨⽇の様⼦です↓。ご参考までに。

 http://ekimeropj.blog.fc2.com/blog-entry-15.html

毎年、11/23(祝)には故郷渋沢でトリバン演奏を続けていきたいと思ってます。
 また、来年お会いしましょう︕

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20713 選択 陸奥亮⼦ 2016-11-24 10:48:53 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

https://bbsee.info/newbbs/id/20472.html?edt=on&rid=20711
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20711
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昨⽇の渋沢 ＺＡＲＤトリビュートバンド路上ライブ２０１６

及その後のオフ会に参加された皆さん、⼤変ご苦労様でした。

路上ライブ運営の幸（ゆき）さん始めスタッフの⽅々、出演

された｢⽔⽉さん」、｢繭さん」、キーボードの｢健さん」、

有難う御座いました。＾－＾。

ここから先は、最近｢⼈の名前」が時々、思い出せない陸奥亮⼦

ですので、昨⽇、何処で、何⽅とお会いし、何を話したか︖の

「忘備録」を兼ねての書き込みになります事をお許し願いたい

と思います。(半ば⼤笑かな〜〜）。

[20700]~[20712]まで、吟遊詩⼈さん、ＮＯＲ

ＩＴＡＭＡさん、狐声⾵⾳太さん、幸（ゆき）さんが既にレス

されていますので、それに被らない程度に｢個別」にしたいと思

います。

路上ライブでは、他にＭＹＵＭＹＵさんと御挨拶だけさせて戴

きました。ＭＹＵＭＹＵさんは、路上ライブだけで、帰られま

した。たかＺさんとまえじぃさんとも、御挨拶させて戴きまし

た。ＳＵＵさんが路上ライブ(オフ会にも）に居られるのを

⾒ています。らぱんさんという⽅が来たいと⾔われていました

が、何⽅か︖は、判らなかったようですね。

路上ライブは、１２時より始まり、１時に終了しました。

曇り空で、寒い⽇でしたが、楽しませて戴きました。＾－＾。

次に続きます。

https://bbsee.info/newbbs/id20700.html
https://bbsee.info/newbbs/id20712.html


Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20714 選択 陸奥亮⼦ 2016-11-24 11:49:21 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

[20713]の続きです。

路上ライブは、午後１時に終了しましたが、後⽚ずけ等も在り

まして、現場で皆さんと暫く談笑して、オフ会が２時半からと

いう事で、移動をし始めたのですが、宴会予約時間に未だ５０

分近く有りましたので、私と幸（ゆき）さんでオフ会参加の皆

さんの居る商店街の喫茶店に⼊りました。私が殿(しんがり）

でして、私の正⾯が幸（ゆき)さん、右向かいがみっこさん、

左隣が、ロディーさんでした。幸（ゆき）さんの右隣にずら〜

〜と４⼈の２０代と思われる若い⼥性ファンの⽅々が居られま

したね。ロディーさんの左側にＺＡＲＤブルーさん、ピンク

ダイアモンドさんらが居られましたね。＾－＾。もう、⼀⽅側

の座席にたかＺさん⽅が居られたようです。

ここでも、⾊々とお話が出ましたが、印象に残りましたのは、

私事で申し訳ありませんが、ＺＡＲＤファンの⽅で、ＺＡＲＤ

のイベントでもない時に｢偶然に」予期しない場所での｢遭遇」

の話になりました。私の場合ですと５⽉２７⽇の東京ドーム

シティホールでお会いした後の６⽉２⽇に、再びＡ⽒と某駅

周辺の路上で、「バッタリ」お会いしましたが、ロディー

さんも、〇〇さんと某空港の⾦属探知検査ゲートの前で、これ

https://bbsee.info/newbbs/id/20472.html?edt=on&rid=20714
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20714
https://bbsee.info/newbbs/id20713.html


また、｢バッタリ」だったそうです。そして、同じ⾶⾏機で、

座席まで隣同⼠、普段は、あまり話されない〇〇さんだそうで

すが、良く話されたようで、機内でぐっすり休まれようとして

いたロデイーさんとしては、予定外の事になったようですね。

世間は広いようで狭いという事なんでしょうけど、皆さんは、

こういう事は、有りましたでしょうかね。＾－＾。

次に続きます。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016
20715 選択 陸奥亮⼦ 2016-11-24 14:24:34 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

[20714]の続きです。

宴会時間が近づいて来ましたので喫茶店を出て、オフ会会場に

向かいました。２時半頃に会場に⼊りましたが、何だかんだで

、宴会開始は、午後３時頃となりましたね。＾－＾。

何時もの様に、ＺＡＲＤ研究所さんの⽅々と｢⼀グループ」に

なりましたが、⼀列に各６名で４列ですので、参加された⽅は

、約２４名位でしたでしょうかね︖。＾－＾。

私は、２列⽬の前から３⼈⽬で、私の右隣が、狐声⾵⾳太さん

、さらにその右に吟遊詩⼈さん、私達の向かい側になる⼀列⽬

は⼀番⽬が、ｎｏｒｉｔａｍａさん、以下右隣に、幸（ゆき）

さん、ＺＡＲＤブルーさん、ピンクダイアモンドさん(私の正⾯

になります）、みっこさん、繭さん、健さんです。

https://bbsee.info/newbbs/id/20472.html?edt=on&rid=20715
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20715
https://bbsee.info/newbbs/id20714.html


私の左隣が、今回初めてお話させて戴いた、「おがっちさん」

、そのさらに左に、まえじぃさん、さらに左にたかＺさんだっ

たと思います。３列⽬、４列⽬は、ＭＩＸＹの⽅達で、⽔⽉さ

ん、ＳＵＵさん、ロディーさん他の⽅々が陣取られた様です。

宴会会場に向かう途中で、ピンクダイアモンドさんとお話させ

て戴きましたが、中京地区から何時も来られるという事で、

ＺＡＲＤブルーさんの関⻄地区、みっこさんの東海地区と皆さ

ん、毎回の事とは⾔え、ＺＡＲＤイベントに数多く参加される

「情熱」には、感服致します。＾－＾。

おがっちさんと私は、１９９３年の「揺れる想い｣以来のファン

という事が⼀致点でしたね。でも、私とは、相当年齢が離れて

いますね。⼜、⾊々なお話もさせて戴きました。＾－＾。

ＺＡＲＤブルーさんには、今回も、｢素敵なプレゼント」を戴き

ました。去年は、「ＺＡＲＤ研究所様宛て」でしたが今回は、

「ＺＡＲＤ研究所」の所が上に⼩さく有りまして、

「陸奥亮⼦様宛て」でしたので余計に感激しましたね。(笑)。

ＺＡＲＤブルーさんから、このプレゼント作成に関しまして、

⾊々と試⾏錯誤をされたお話を伺いまして、皆さんの⼿元にお

渡しされるまで、３０数回も修正の連続だったそうです。

泉⽔さんのレコーディング並みに凄んご〜〜〜ぃですね〜〜。

折⾓の｢労作」ですので、⼤切に使わせて戴きます。＾－＾。

ピンクダイアモンドさんとみっこさんとも、お話させて戴きま



した。実は、ちょっと｢⾵邪気味」でしたので、医者に処⽅され

た薬を服⽤して居て、宴会では、あまり⾃分から動かずの⽅針

でした。帰りの電⾞では、狐声⾵⾳太さんと吟遊詩⼈さんと

３⼈で同じ電⾞で、少しお話しながら帰りました。＾－＾。
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