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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

10回⽬の御命⽇
21935 選択 stray 2017-05-27 13:45:17 返信 報告

10回⽬の御命⽇を迎えました。
 あれから10年ですか・・・

 ⻑いようであっという間の10年でした。

毎年この⽇は上京していたので、初めて命⽇を⾃宅で過ごしています。
 DVDの中の、泉⽔さんの笑顔に癒されてます。

東京や⼤坂の献花場は、そろそろ⼈が集まってきているでしょうか。
 現地レポートお待ちしております︕
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Re:10回⽬の御命⽇
21936 選択 sakura 2017-05-27 14:22:54 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> 毎年この⽇は上京していたので、初めて命⽇を⾃宅で過ごしています。

私も今年は⾃宅で黙祷です。昨年のオフ会が懐かしいですね。

> 現地レポートお待ちしております︕

舞台挨拶の内容も、お願いいたします。

Re:10回⽬の御命⽇
21937 選択 PAN 2017-05-27 14:37:29 返信 報告

所⻑、皆さん、こんにちは。
 ⿃居坂のビーイング事務所より⽣レポです。

 先ほど献花を済ませ、坂井さんにメッセージを
 お届けしました。

 今⽇の様⼦はドキュメンタリー番組で放映される
 ようです︕

 画像が添付出来なくて残念。。(´･ω･`)

Re:10回⽬の御命⽇
21938 選択 WO 2017-05-27 14:38:40 返信 報告

strayさん、

こんにちわ︕お久しぶりです。

10年ということで感慨深いです。

東京は昨⽇と打って変わって変わり、ZARD晴れです。
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⿃居坂では、ファン向け坂井さんへのメッセージカード
記⼊が促されています。会場に掲⽰されます。

カメラ隊もスタンバイしています。20代位の⼥性で会場
 で垢抜けていた⽅が、インタビューされていました。

Re:10回⽬の御命⽇
21939 選択 ひげおやじ 2017-05-27 15:16:13 返信 報告

私も、今年は⾃宅で静かに。たった今、黙祷を終えたところです。

Re:10回⽬の御命⽇
21940 選択 stray 2017-05-27 15:21:57 返信 報告

皆さんこんにちは。
 PANさんWOさんもお久しぶりです︕

東京はZARD晴れですか・・・さすが晴れ⼥
 ドキュメンタリー番組︖ まさか地上波ってことはないでしょうけど

 B社の⾃社番組って何かありましたっけ︖

画像が無くて淋しいので⾃分で拾ってきました(笑)。
 これは事務所の中っぽいので、献花台ではないのかな︖

Re:10回⽬の御命⽇
21942 選択 PAN 2017-05-27 15:37:33 返信 報告

所⻑、こんにちは︕

ドキュメンタリー番組、たぶん地上波ですよ︕
 ヒント「ひよっこ」︕

Re:10回⽬の御命⽇
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21943 選択 stray 2017-05-27 15:38:46 返信 報告

PANさん︕

な、なんとNHKですか︕︕︕︕(笑)
 

Re:10回⽬の御命⽇
21944 選択 shun 2017-05-27 15:47:18 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> 10回⽬の御命⽇を迎えました。 
 > あれから10年ですか・・・ 

 > ⻑いようであっという間の10年でした。 
 そうですね、あっという間でしたね。

> 東京や⼤坂の献花場は、そろそろ⼈が集まってきているでしょうか。 
 早速⿃居坂を登ってきました(^_^;)

 12時半頃でしたが、既に沢⼭のお花が供えられていました。
 献花に訪れる⽅も絶え間なくといった感じです。

 泉⽔さんへのメッセージを書き、外へ出て暫く「ぼー」っと、⼈の流れを⾒ていました。
 毎年のことですが献花の後は気が抜けたようになります(ー_ー)

 ほどなくしてその場を離れました。
 来年以降もこのような場を設けて頂くことを願うばかりです。

Re:10回⽬の御命⽇
21945 選択 WO 2017-05-27 15:52:52 返信 報告

strayさん、

あまり上⼿ではありませんが、添付してみます。
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Re:10回⽬の御命⽇
21946 選択 WO 2017-05-27 15:56:45 返信 報告

strayさん、

皆さんのメッセージ泉⽔さんに届きますように︕
 

Re:10回⽬の御命⽇
21947 選択 WO 2017-05-27 15:59:20 返信 報告

strayさん、

紹介⽂です。
 

Re:10回⽬の御命⽇
21948 選択 stray 2017-05-27 17:11:27 返信 報告

WOさん、写真どうもありがとうございます︕
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屋外の[21944]がメッセージ記帳台で、献花台は屋内、
[21940]は開場前の写真ですね。

やっぱり、命⽇に⼤勢でワイワイ騒げないのは淋しいものですねぇ。
 B社さん、来年は何でもいいからやってちょうだい(笑)。

Re:10回⽬の御命⽇
21950 選択 shun 2017-05-27 17:47:33 返信 報告

皆さん、こんばんは。

帰りにたい焼き⾷べようと、初めて浪花家の2F「Naniwaya Cafe」へ︕

厨房に1番近い席に通されたのですが、そこで聴こえてきたのが、
 「Don't you see︕」や「負けないで」など2007年以降のWBM⾳源(MC付)

浪花家さんの愛を感じた瞬間でした(^-^)v
 エンドレスでリピート再⽣されてるような感じでした。

お時間のある⽅、寄ってみてはいかがでしょうか。⾳が⼩さいので厨房付近の席しか聴こえないかもし
れません(^_^;)

因みにたい焼きは、注⽂すれば直ぐ出てきますよ︕
 添付画像はたい焼きが先に出てきて⾷べ終わった後のものです…あしからず…

Re:10回⽬の御命⽇
21960 選択 チョコレート 2017-05-27 22:06:49 返信 報告

所⻑さん、Z研にお集まりの皆さん、こんばんは。
 今⽇は10回⽬の命⽇ですね・・・もう10年。

 早いな・・・というのが私の今の気持ちです。

今⽇も仕事でこんな時間になってしまいましたが、
 SHに参加組の皆さんからレポもあるのかな︖
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所⻑さんは参加されなかったのですね。
ドキュメンタリー番組にちょこっと期待しちゃいますね。

私も今夜はZARDを聴きながら、静かに過ごします。

Re:10回⽬の御命⽇
21966 選択 SW 2017-05-27 22:50:19 返信 報告

皆さんこんばんは

私は午前中に豊洲でSHLを観てから15時に⿃居坂へ⾏って参りました。
 ⾏きも帰りもずっとWBM(⾳のみ)などを聴いて過ごし、昨年のライブを思い出して⼿を動か

したり、たまにちょっと涙⽬になったりし、ずっと泉⽔さんの歌声を聴いておりました。
 （⾃分で聴いているならSHLの意味があったかな︖と思う部分もありますが。

  （しかも、あんまりにも静かで、終演の拍⼿すらなかった…︕））

⿃居坂では15:10にお祈りさせてもらいました。
 この時間、列が敷地からはみ出しそうなほどできていて、改めて泉⽔さんの⼒に驚きました。

いらしていたカメラ、あれはNHKでしたか。
 いまのタイミングでNHKが撮りにきてくれるというのは嬉しいですね。いつ⾒られることになるのでしょうね。

 私もちょいちょい撮られたのでどこかで映るかなぁ(笑)

今⽇はまだ寝るまでずっと泉⽔さんの声を聴いて過ごします
 ♪あなたを想うだけで ⼼は強くなれる

 これからもずっと⾒つめていますからね、泉⽔さん。

[21948]strayさん
 > 屋外の[21944]がメッセージ記帳台で、献花台は屋内、 

> [21940]は開場前の写真ですね。

中にも記帳台が3台ありました。その奥の壁⼀⾯が献花台でした
 添付の画像、扉の左が外の記帳台ですが、ちょうどこの反対側のあたりに並んでいました。

 （strayさんはこの部屋の構造をご存知でしょうから、こう書けばおそらく伝わる…はず）
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> やっぱり、命⽇に⼤勢でワイワイ騒げないのは淋しいものですねぇ。 
> B社さん、来年は何でもいいからやってちょうだい(笑)。

同感です。
 「泉⽔さんを⼤切に想うみんなで時間・空間を共有したい」そんな機会が年に1度はあって欲しい、と思いますね。

私は昨年がライブ初めてでしたが、本当にあれが忘れられないです。
 あっても4年先でしょうけれど、次もやって欲しいなあと願っています

[21950]shunさん
 > 帰りにたい焼き⾷べようと、初めて浪花家の2F「Naniwaya Cafe」へ︕ 

 > 
> 厨房に1番近い席に通されたのですが、そこで聴こえてきたのが、 

 > 「Don't you see︕」や「負けないで」など2007年以降のWBM⾳源(MC付) 
 > 

> 浪花家さんの愛を感じた瞬間でした(^-^)v 
 > エンドレスでリピート再⽣されてるような感じでした。 

 > 
> お時間のある⽅、寄ってみてはいかがでしょうか。⾳が⼩さいので厨房付近の席しか聴こえないかもしれません(^_^;)

そんな素敵なお気遣いをしてくださっていたのですね。
 ⽬の前を通りながら「おお、ここかー」と⾒て満⾜して通り過ぎてしまいましたが、⼊ってみれば良かったなあ。

Re:10回⽬の御命⽇
21967 選択 もんど 2017-05-27 23:06:05 返信 報告

皆様
お久しぶりです

泉⽔さんが亡くられて早10年ですね。

⼤阪の献花台に献花にいってきました。その様⼦です。
 13:30ごろです。
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Re:10回⽬の御命⽇
21968 選択 pine 2017-05-27 23:41:03 返信 報告

皆さま こんばんは
 朝から家の⽤事でﾊﾞﾀﾊﾞﾀしていて、こんな時間になってしまいました。

 もう10年なんですね。
 あの⽇、まだ訃報を知らずに漬け込んだ梅酒、ずーっと飲めずにいましたが、今⽇やっと飲みました。琥珀⾊で味わい深

くなっていました。

皆さんそれぞれに、泉⽔さんを想われて過ごされた⼀⽇。
 そろそろ、泉⽔さんの声に癒されながら、眠ります。

Re:10回⽬の御命⽇
21971 選択 FMシアター２３ 2017-05-28 00:46:54 返信 報告

strayさん、皆様こんばんは。⼀⽇お疲れ様でした。
 サイトの更新が凄いですね。

 私もわずかですが書き込みます。

献花に⾏ってきました。平凡ですがカラーの花です。
 東京の午後は無事に晴れましたよね。

 ３︓２０分ごろに到着したので、坂井さんの遺影の周りはお花だらけでした。中央の写真の右に「みんなZARDファミリ
ー」とメッセージがあり、左のメッセージは、⾒たのですが覚えていません（しまった、笑）。

shunさん、今⽇の浪花屋さんの２Fはそうだったのですか。
 私は1匹だけ買いました（４０分待ちました）。

 ZARDを気にかけてくれるようで。嬉しいですよね。

SHL六本⽊TOHOのこと、どなたも書いてないようなので、観てきたのでとりあえず簡単に述べます。
 映像に新しいものは無。

 もちろん梅⽥からの舞台挨拶の⽣中継もありませんでした。
 午後７︓００開始〜上映終了は８︓５５分ごろ
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会場の雰囲気としては、特別席は完売ではないようで、多少空席が⾒られました。
⼀般席は事前に売り切れということですが、私の隣や前は空席でした。

 こんな⽇でも当⽇になってこれない⼈もいるようですね。
 観客のノリですが、当然のごとくずーと静かでしたが、

 「⼼を開いて」からスタンディング、⼿拍⼦が⽬⽴つようになりました。
 私は「Don't you see!」だけ⼿拍⼦と拳突き上げ（⼩さく）をやりました。

 最期は後ろの⽅の⼈達は１００⼈くらい⽴ってたかもしれません。
 それでもいままで⾒たSHLの中では⼀番盛り上がっていたと思います。

 がんばった後⽅のファンの⽅々、お疲れ様でした。
 あとラストのノリノリの泉⽔さんのところは皆さん静かに観ていた感じです。

個⼈的な感想ですが、
 ２⽉の六本⽊と今⽇の六本⽊の両⽅を観たのですが、

 今⽇の⽅が⾳響は良かった（なんか⾳に広がりを感じた）かと。
 あと映像を⾒ながら坂井さんは「美しい⼈だなー」というのが浮かびました（今更ながら、笑）。

 上映も終わりが近づいたころ、お隣さんが涙を拭いていたのが
 印象的でした。

 

Re:10回⽬の御命⽇
21972 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 01:08:59 返信 報告

皆さん、こんばんは。昨⽇は六本⽊界隈を数⼈の⽅々で

廻ってきました。

狐声⾵⾳太さん、アナログさん、ジーさん、

野原さん、彦パパさん、献花委員⻑のおつとめ

にご同⾏、ありがとうございました。<(_ _)>

それはさておき、14︓00過ぎにmyumyuさん、

たらみさんと定番待ち合わせ場所で合流
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そうです︕アマンド前

お昼のオフ会会場、正直、初めて⼊りました。

以外に待たずに⼊れてラッキー!(^^)!

昭和⾷堂なるレトロなメニューに惹かれ

都会のランチには持ってこい︕

飲み物付いてどれも1000円前後

Re:10回⽬の御命⽇
21973 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 01:20:45 返信 報告

⽪⾁にもメニュー⾒て各⼈頼んだのですがご飯類は残り⼀⼈分︕

皆さん優しいから私に譲ってくれて、ハンバーグライス︕

お⼦ちゃまなので〜(^_^) 

あとの⼤⼈達はスパゲッティ〜 こちらも美味しそう(^.^)

歓談する事⼀時間ちょっと 趣味嗜好共通で盛り上がったのは

⾔うまでもありませんヽ(^o^)⼃

Re:10回⽬の御命⽇
21974 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 01:45:22 返信 報告

16︓00過ぎに献花台会場へ

まさかの再会︕noritamaさんとPANさんに会えました。o(^-^)o

六本⽊界隈はZARDファンで溢れていましたね︕昨⽇は(^.^)

数⼈の顔⾒知りの⽅々とも会話を交わし交流の場に
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チケット予約をお願いしていたkeyさんと合流出来て

これで映画館に無事⼊れる︕(^△^)

⼊⼝付近にメッセージボードや案内⽂が・・・

Re:10回⽬の御命⽇
21975 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 02:01:59 返信 報告

外にも花束

Re:10回⽬の御命⽇
21976 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 02:09:34 返信 報告

中は花束で⼀杯

Re:10回⽬の御命⽇
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21977 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 02:12:27 返信 報告

映画館に⾏く前に名物鯛焼き屋さんへ

かぶりつかないと(^o^)

映画館では新作カレンダーの販売なし

上映中は前半は静かでしたが後半から

サイリウムを振る⼈あり、歌う、⼿拍⼦、

叫ぶ、正に昨年の再現を映像に合わせて

の⼤盛り上がり、やはり5/27は皆さんに

とって特別なのでしょうか︖ 熱気が凄かった︕

ある意味、泉⽔さんには、ファンの気持ちは届いたでしょう︕

ご本⼈不在でも残された映像だけで観客を熱狂させられる

凄い⼈である事は間違いない︕

内容はさておき、メモリアルデイのシメにはよかったです。

Re:10回⽬の御命⽇
21978 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 02:46:47 返信 報告

元BIRDMANスタジオに程近い場所で有名な店珉珉(みんみん)

と⾔う中華屋さんでアナログさん、ジーさん、彦パパさん

keyさんと夜のオフ会です。以前に⾷べているので

泉⽔さんセットのチャーハン&餃⼦は外せません(笑)

その他の料理も安くて美味しかったです。

⻑い⼀⽇が終わった︕皆さんお疲れ様でした。＼(^_^ ) ( ^_^)／
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Re:10回⽬の御命⽇
21979 選択 noritama 2017-05-28 04:41:40 返信 報告

10年ひと昔とはよく⾔われますが､､
 あの⽇･あの時は､そんなに昔ではない前の出来事のように感じます｡

 ⼼の中の時間(とき)が⽌まってしまったのか､
 それとも歳をとるにつれて⽇々/1年というものが短く感じているせいでしょうか｡｡

 この⻘空のこの季節の空気感､そして前々⽇･前⽇の愚図ついた空模様･･
 あの時の想い､今なお続く想い､変わりゆく想い､それぞれの想い､

 この⽇は毎年､泉⽔さんを愛するすべての⼈の⼼の中に様々な想いを､そして在り続ける⽇ですね｡

Re:10回⽬の御命⽇
21980 選択 noritama 2017-05-28 05:19:01 返信 報告

今年は例年のような感じではなく､
 追加上映のSHLと献花というシンプルな､

 私は､すでに2回観ているSHLに参加しないので献花だけの予定と･･(^^;

他の⽅のレポとダブる部分もあるかと思います(笑)が
 いつもの様にレポしてみます｡

さて､六本⽊に向かう途中で､吟遊詩⼈さん達にバッタリ逢ったのは(笑)･･なぜでしょうね(^^;

で､私は⼀⼈ふらりとして､
 そのあと渋⾕で献花の花を地下コンコースの花屋さんで買おうとしたら･･･いつもの花屋さんが無い(･.･;

 時間も15時に⿃居坂に着きたかったので､時間が無いと焦って花屋を探すが改装中の渋⾕駅･･ちょっと迷う(苦笑)
 仕⽅ないので東横線改札の⽅に⾏ったら､HIKARIEの⼊⼝に花屋さんがありました｡

 良かった(冷汗)

Re:10回⽬の御命⽇
21981 選択 noritama 2017-05-28 05:25:55 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21979
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21979
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9de877106e8af0bc028f97b4728a3069.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21980
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21980
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b02d8e29b2848ee5cd4387d2db1d379c.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21981
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21981
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/eb4f335eb073875d0faca60ca65d2b5f.jpg


今回はひまわりが⼊っているのが無かったので､
近々に話題が出ていたオレンジ⾊に絡めオレンジ⾊の花が⼊っているのをチョイス｡

 ちょうど⻘･⽩･オレンジでいい感じのがあった｡(^^)
 あれ､この花屋さんの名前､､昔コンコースにあったのと同じ?? 

 まぁいいや､⾏かないと･･

Re:10回⽬の御命⽇
21982 選択 noritama 2017-05-28 05:35:57 返信 報告

15時の5分前に⿃居坂到着｡
 ⼈が集まってますね｡

Re:10回⽬の御命⽇
21983 選択 noritama 2017-05-28 05:52:35 返信 報告

Z研の⼈は･･･と､みまわしたところ･･･居なさそうで
 声をかけてくれたタカZさんとしばらくおしゃべり(^^)

 近場ではなにやらTVカメラ撮影隊が撮影を(^^;

Re:10回⽬の御命⽇
21984 選択 noritama 2017-05-28 05:58:02 返信 報告

外のメッセージカード記帳台
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Re:10回⽬の御命⽇
21985 選択 noritama 2017-05-28 06:17:30 返信 報告

15時過ぎると献花の列が｡
 TVカメラが並んでいる⼈の⼿元辺りを撮りながらスーっと前のほうへ

Re:10回⽬の御命⽇
21986 選択 noritama 2017-05-28 06:20:14 返信 報告

⼊⼝付近のオフィシャルメッセージ

Re:10回⽬の御命⽇
21987 選択 noritama 2017-05-28 06:22:05 返信 報告
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⼊⼝付近ではこちらの泉⽔さんがお出迎えでした｡(^^)

Re:10回⽬の御命⽇
21988 選択 noritama 2017-05-28 06:28:30 返信 報告

献花場内の様⼦

Re:10回⽬の御命⽇
21989 選択 noritama 2017-05-28 06:37:09 返信 報告

献花台パネル

Re:10回⽬の御命⽇
21990 選択 noritama 2017-05-28 06:38:07 返信 報告
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本⽂なし

Re:10回⽬の御命⽇
21991 選択 noritama 2017-05-28 06:38:56 返信 報告

 
 
黙祷

Re:10回⽬の御命⽇
21992 選択 noritama 2017-05-28 06:45:07 返信 報告

献花場内のメッセージカード記帳台

Re:10回⽬の御命⽇
21993 選択 noritama 2017-05-28 06:49:39 返信 報告

献花をして外に出てしばらくしてPANさん発⾒(^^)
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しばらく話をしていると､少しづつ⼈が少なく｡

Re:10回⽬の御命⽇
21994 選択 noritama 2017-05-28 06:51:47 返信 報告

⼊⼝外から⾒る献花台

Re:10回⽬の御命⽇
21996 選択 noritama 2017-05-28 06:58:16 返信 報告

16時過ぎた頃にまた⼈が徐々に増えてきました(^^;
 そうしてるうちに⾒慣れたZ研の⽅達が(^^)

Re:10回⽬の御命⽇
21997 選択 noritama 2017-05-28 07:02:46 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/cda6eea50e92e0d0b6d22b6b54364ff0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21994
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21994
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/841062598995b44b071fb4d5f73a5566.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21996
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21996
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/acac6e55a8890cb2666e7352729b18f1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/21935.html?edt=on&rid=21997
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21997


もう⼀度献花場内へ

Re:10回⽬の御命⽇
21998 選択 noritama 2017-05-28 07:09:08 返信 報告

献花台

Re:10回⽬の御命⽇
21999 選択 noritama 2017-05-28 07:11:11 返信 報告

メッセージカードボード

Re:10回⽬の御命⽇
22000 選択 noritama 2017-05-28 07:15:47 返信 報告
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1時間位話していたでしょうか｡
Z研ご⼀⾏様(笑)は､タイヤキを求めて⿇布⼗番へ

Re:10回⽬の御命⽇
22001 選択 noritama 2017-05-28 07:19:44 返信 報告

かなり待つのかと思いきや､30分位待ち｡
注⽂して､パティオ⽅⾯へ

Re:10回⽬の御命⽇
22002 選択 noritama 2017-05-28 07:25:17 返信 報告

道中､たらみさんに､⿇布⼗番もしもしシーンのなりきりを(^^;)
 ※顔出しOK聞くの忘れてましたのでボカシいれてますm(_ _)m

Re:10回⽬の御命⽇
22003 選択 noritama 2017-05-28 07:33:20 返信 報告
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彦パパさんがここで前回知り合った台湾の⽅に今回も出会って(右の⽅)
どうも以前書き込みのあったsushiさんとお知り合いのようです｡⽇本語お上⼿でした｡

 で､その向こうで何の相談をしているかというと､､

Re:10回⽬の御命⽇
22004 選択 noritama 2017-05-28 07:34:30 返信 報告

このシーンのなりきりの相談でした(^^;)

Re:10回⽬の御命⽇
22005 選択 noritama 2017-05-28 07:47:25 返信 報告

そうこう(笑)している間に､タイヤキが出来る頃合に｡
 なんとkeyさんがおごってくれると!ごちそうさまです(^^)

Re:10回⽬の御命⽇
22006 選択 noritama 2017-05-28 07:51:55 返信 報告

ご⼀⾏様は銀⾏前･スタバ前のシーンの場所に⽴ち寄りながらパティオへ再び⾏ってタイヤキをの予定が･･･
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Re:10回⽬の御命⽇
22007 選択 noritama 2017-05-28 07:55:55 返信 報告

スタバ前で､⾷べて終わっちゃいました(^^;;;苦笑

このあとは六本⽊ヒルズへ

Re:10回⽬の御命⽇
22008 選択 noritama 2017-05-28 08:01:11 返信 報告

私はSHLの上映を観る予定ではなかったのですが､物販が気になったので､ヒルズのTOHOシネマ
までついていきました(笑)

物販はこんな感じ｡
 カレンダーはありませんでした｡

 

Re:10回⽬の御命⽇
22009 選択 noritama 2017-05-28 08:02:10 返信 報告
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あとパンフが少々レジのところに｡｡

Re:10回⽬の御命⽇
22010 選択 noritama 2017-05-28 08:12:19 返信 報告

皆さんをシネマホール⼊⼝まで⾒送って(苦笑)
 帰りの途に･･･

 そのときまたまた偶然｡
 エスカレーターで下っている時に､

 なんとエスカレーターで上ってくるgoroさんに会いました｡
 「 もう上にみんな････」で会話もろくに出来ないまま(笑)お互い遠ざかってしまいました(^^;

 献花会場で､今⽇goroさんみかけないねぇってPANさんと話していたんです｡

Re:10回⽬の御命⽇
22011 選択 幸（ゆき） 2017-05-28 08:33:08 返信 報告

[22007]noritamaさん、皆様

いつもながら詳しいレポ、ありがとうございます。
 たらちゃんのなりきりはナイスですね︕

⾃分も出張帰りに遠回りで寄り道して、献花に⾏ってきました。
 上は（ヤンキーズのは持ってないので）NIKEの紺Tシャツに、下はベージュに⾚NIKEスニーカで真似

っこ。
 ⽬⽴ってたのか、取材撮影に声を掛けられましたが、もしカミさんにバレるとまずいので断った次第

です。
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泉⽔ちゃんに観て頂ければ⼗分なんですが、気づいて頂けなかったみたいで、⼀応載せさせて下さい（[21976]3つ⽬に⼀
部写ってます）。

 2009年から毎年で9枚⽬、優良可では「良」くらいの出来かな。献花に持ってきてないのも含めると、スケッチブック3冊
⽬になりました。短いようで⻑い10年なのかも。

 午後2時過ぎ頃の様⼦で30分くらいは佇んでましたが、やっぱり3時過ぎは⾟いので早めに帰ってしまいました。

東京駅経由で向かったこともあって、国際フォーラム、WESTスタジオ、にも⾜を運んで、当時ご活躍された頃を思い浮
かべてました。⻄公園前にはネコちゃんも健在。

今回は⼊れ違いでしたが、また、みなさんとお会いしましょう︕

Re:10回⽬の御命⽇
22012 選択 彦パパ 2017-05-28 08:57:50 返信 報告

Ｚ研の皆様お久しぶりの彦パパです。
 たまには投稿しなければ忘れられてしまいますね。

 吟遊詩⼈さん、noritamaさんのレポにあるように私も昨⽇参加してきましたので少しだけ。
 shunさん（はじめまして︕）が上に書かれている浪花屋総本店２階のカフェでは2⽉10⽇もWBMが流れていました。

 あの時は偶然かなと思いましたが、ちゃんと知っていての配慮なんですね︕
 また、noritamaさんのレポにあるようにパティオ広場では昨年知り合った台湾から来⽇しているＲさん（仮名）と再会し

ました。
 25⽇から滞在しているそうで、今年も台湾からファンが駆けつけているそうです。

 しかもこのＺ研もご存知だそうですよ︕
 ⼀応、書き込んでねと⾔っておきました。

 昨⽇はよく歩き、よくしゃべりました。
このようなファンが集まれるイベントは絶対に続けて欲しいと思った⼀⽇でしたっ︕

Re:10回⽬の御命⽇
22013 選択 goro 2017-05-28 09:47:38 返信 報告

strayさん みなさん おはようございます。
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お久しぶりです。
今年はいつもと違った静かな泉⽔さんの命⽇を過ごしていました。

 ⼤阪にも⾏けず、寂しい思いでした・・・

午後にはお墓参りに⾏き、偲んでいました。
 ⽇差しが強くまるで夏空のようでしたが、⽇陰に⼊ると涼しくカラッとしていました。

 常時２〜３⼈、⼊れ替わりたちかわり︖来られていたようです。みなさん静かにお祈りされてい
て、それぞれの想いをお伝えしていたと思います。

 そう、いつも渋⾕のお花屋さんで献花のカラーを買うのですが、置いていないのか売り切れなのかのお店が多く、困って
しまいました。ようやく東急で買ったのですが、ホワイトではなくガーネットグローというピンク系の珍しいカラーでし
た。

 

Re:10回⽬の御命⽇
22014 選択 goro 2017-05-28 09:48:30 返信 報告

お墓参りのあとは、東林間のBURTONに⾏きました。
 古⾵な洋⾵のカフェで、ゆったりと時間が流れているようで、私のお気に⼊りのお店です。

 是⾮とも近くに来れれた際はお寄りくださいね︕

Re:10回⽬の御命⽇
22015 選択 goro 2017-05-28 09:51:06 返信 報告

いつもはすいていて、ひっそりとした雰囲気ですが、おやつ時︖のせいか、地元のマダムさ
ん達で賑やかでした。（この雰囲気もいい︕） いつもの︖窓際の席でラテを飲んでゆっく
りしてから六本⽊に向かうのでした。
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Re:10回⽬の御命⽇
22016 選択 goro 2017-05-28 09:52:21 返信 報告

献花台の会場には⾏けず、六本⽊には開演ギリギリに到着したので周りを⾒ている余裕がなかったので
すが、エスカレーター越しにnoritamaさんにお会いすることができました。ロケ地のこととか⾊々聞き
たかったな〜。もっと私が時間に余裕をもって⾏動できれば・・・と思いました。

フィルムコンサートは２⽉に⾒た時のおさらい︖で、右側のはじっこの席でのんびりときいていまし
た。今年は私にとってひっそりと過ごしていましたが、来年はみなさんと共に偲びたいと思います。

 

Re:10回⽬の御命⽇
22017 選択 stray 2017-05-28 11:57:16 返信 報告

『10秒でふりかえる10年前』ZARDの坂井泉⽔さん 転落死の悲報
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170528-00010000-houdoukvq-soci

今頃の時間だったんですよねぇ、第１報は・・・

Re:10回⽬の御命⽇
22018 選択 myumyu 2017-05-28 12:08:04 返信 報告

 
 久々です、こんにちは。myumyuです。昨⽇は吟遊詩⼈さん、彦パパさん、狐声⾵⾳太さん、アナログさん、ジーさ
ん、野原さん、たらみさんお世話になりました。スタジオ跡地⾒学やbirdman west

 公園など献花前にいろいろと⾒て回ることができてこれもよかったです。献花台はすでに花でいっぱいでしたね。花を買
うなどは何⼗年ぶりなのだろうと思いつつ、ささやかな花をおさめさせていただきました。全体的には年齢層はやや⾼い
かとは思いましたが、みんな坂井泉⽔さんへの思いは熱いものがあるのだとこの場所に来てあらためて感じました。もっ
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とも若い⼈も来ていて、中には⾼校⽣もいましたね。（職業柄、制服を⾒てわかりました）
 私はここで失礼させていただいたのですが、皆さんはその後も⼗分に楽しまれたようで有意義な5⽉27⽇を過ごされて
何よりでした。

Re:10回⽬の御命⽇
22019 選択 stray 2017-05-28 12:16:51 返信 報告

皆さんこんにちは。

数々の現地レポートどうもありがとうございます︕
 ⾏った気になれました(笑)。

⿃居坂の事務所前のあの狭いスペースでは、
 知った顔に出会う確率も⾼いというもので(笑)、

 ⾃然発⽣的なZ研オフ会もあるだろうな、と予想はしてましたが。

⿃居坂の献花台のお花、すごい数ですね︕
 泉⽔さんがいかにファンに愛されているかを物語っていて、嬉しくなりした。

 ⿇布⼗番のロケ地もZARDファンで埋め尽くされていたんじゃ・・・(笑)

吟遊詩⼈さんが貼ってくれた献花台周りのパネル[21976]に
 １つだけ⾒たことのない写真がありますね。

 これを2017-2018カレンダー[21951]に加えてくれれば⽂句ないんですけど(笑)。
 

Re:10回⽬の御命⽇
22020 選択 noritama 2017-05-28 15:48:45 返信 報告

こんにちは

> 吟遊詩⼈さんが貼ってくれた献花台周りのパネル[21976]に 
 > １つだけ⾒たことのない写真がありますね。 

 その写真は､昨年のZARD GALLERYにも展⽰してあったもの[19417]の⑤の写真です｡
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> これを2017-2018カレンダー[21951]に加えてくれれば⽂句ないんですけど(笑)。 
その通りですね(^^;

goroさん
 >エスカレーター越しにnoritamaさんにお会いすることができました。 

 BURTONに⾏ってらしたのですね(^^)
 今年はそれぞれの想いのこの⽇という感じで､これもまたこの⽇の過ごし⽅なのだと思います｡

幸(ゆき)さん
 >⾃分も出張帰りに遠回りで寄り道して、献花に⾏ってきました。 

 >午後2時過ぎ頃の様⼦で30分くらいは佇んでましたが、やっぱり3時過ぎは⾟いので早めに帰ってしまいました。 
 >今回は⼊れ違いでしたが、また、みなさんとお会いしましょう︕ 

 ちょうど⼊れ違いだったんですね｡またの機会にお会いしましょう(^^)/よろしくお願い致します｡

Re:10回⽬の御命⽇
22021 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 17:46:19 返信 報告

[22020]noritamaさん、strayさん、こんにちは

> > １つだけ⾒たことのない写真がありますね。 
 >  その写真は､昨年のZARD GALLERYにも展⽰してあったもの[19417]の⑤の写真です｡

昨年のZARD GALLERY⾏ったけど何となくあった様な︖

改めて撮った拡⼤写真を⾒てるのですが、疎いもので(^_^;)

この写真はいつどこで撮られたモノかわかりますか︖
 

Re:10回⽬の御命⽇
22022 選択 stray 2017-05-28 20:55:37 返信 報告

noritamaさん、吟遊詩⼈さん、こんばんは。
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昨年のZARD GALLERYに有ったのですか。
⽔⽟なのかハニカム模様なのかわっかり分かりませんが、

 こんなシャツは⾒たことないです。
 ⼀般家庭の⽞関（下駄箱と階段）に⾒えなくもないですが、

 ⽞関に椅⼦を置いてる家はないですね(笑)。

> この写真はいつどこで撮られたモノかわかりますか︖ 
 まったく分かりません(笑)。

 

Re:10回⽬の御命⽇
22023 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-28 21:34:59 返信 報告

[22022]strayさん、こんばんは。
 > ⽔⽟なのかハニカム模様なのかわっかり分かりませんが、 

 > こんなシャツは⾒たことないです。 
 > ⼀般家庭の⽞関（下駄箱と階段）に⾒えなくもないですが、 

 > ⽞関に椅⼦を置いてる家はないですね(笑)。 
 > まったく分かりません(笑)。

strayさんの資料室にもファイルありませんか︖

元写真で拡⼤してるのでほぼ写真情報は写っていると思います。

どこかの撮影スタジオだとnoritamaさんが専⾨家

階段の⼿摺りもしくは⽊の棚の様にも⾒える。

上の⽅に⽩い盾の様なモノ

細かいドット模様、ピンクのシャツ︖

⾐装とかは、ドルちゃんが詳しかったでしたっけ︖

⼿にかけてるのは椅⼦の背にも⾒えますね。

反対に座ってるのでしょうか︖
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でもこれだけだとさっぱりわかりませんよね︖

Re:10回⽬の御命⽇
22025 選択 Merino 2017-05-29 19:11:40 返信 報告

[22014]goro:
 > お墓参りのあとは、東林間のBURTONに⾏きました。 

 > 古⾵な洋⾵のカフェで、ゆったりと時間が流れているようで、私のお気に⼊りのお店です。 
 > 是⾮とも近くに来れれた際はお寄りくださいね︕

あの⽇、私もtearoom burton⾏きました、他のお客さんまた来てないので、写真いっぱい撮りました。雰囲気がすごくい
い店です。 泉⽔さんが⾏った場所の写真を撮るため、26⽇からロケ地を巡ります。けっこう疲れますが、泉⽔さんが改め
て感じることがうれしいです。

Re:10回⽬の御命⽇
22027 選択 ⽩髪ケン 2017-05-30 01:14:27 返信 報告

[22012]彦パパ:
 > Ｚ研の皆様お久しぶりの彦パパです。 

 > たまには投稿しなければ忘れられてしまいますね。 
 > 吟遊詩⼈さん、noritamaさんのレポにあるように私も昨⽇参加してきましたので少しだけ。 

 > shunさん（はじめまして︕）が上に書かれている浪花屋総本店２階のカフェでは2⽉10⽇もWBMが流れていました。 
 > あの時は偶然かなと思いましたが、ちゃんと知っていての配慮なんですね︕ 

 > また、noritamaさんのレポにあるようにパティオ広場では昨年知り合った台湾から来⽇しているＲさん（仮名）と再会
しました。 
> 25⽇から滞在しているそうで、今年も台湾からファンが駆けつけているそうです。 

 > しかもこのＺ研もご存知だそうですよ︕ 
> ⼀応、書き込んでねと⾔っておきました。 

 > 昨⽇はよく歩き、よくしゃべりました。 
> このようなファンが集まれるイベントは絶対に続けて欲しいと思った⼀⽇でしたっ︕
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Z研の皆さん、はじめまして、こんばんは。⽩髪ケン＠台湾です

遅くなりますが、書き込みます。
 （思えば、Z関連で⽇本の⽅々と交流するのは96,97年のZARDーML以来かな︖時が経つのは本当に早いですね）

今年はもともと渋沢めぐりとお墓参り（初）のために休暇と航空券を取りました。
 ⼆⽉から上映されるSHLにも⾏きたいんですが最後の最後まで仕事の関係でいけませんでした。

命⽇に合わせて、アンコールをやってくれたB社には、もう感謝感激です。（こういう時だけですが）

さすがに⼗回⽬の命⽇もあって、同じグループや同じ⼈と違うスポットで何度も遭遇して、
 四回⽬は思わず笑ってしまった、ゴメンナサイ。

 彦パパとZ研ご⼀⾏様もお墓参り、鯛焼き広場で⼆回出会って、
 本当に短い時間でしたが、Z研パワーとファンのつながりは国を越えても強く感じられます。

SHLについて、あくまでも個⼈の感想ですが、去年のシティホールと⽐べると
 坂井さんのボーカルはもっと強く設定されたような気がします、座席位置にも関係してるかもしれません。

 クリスタルボイスはさらにクリアになって、映像も⼤画⾯になって、おかげで去年より感動しました。
 途中から⼿拍⼦が⽬⽴つようになって、「ATMOSすげ〜な」と思ったら、後ろのファンたちによるものでした。（笑）

 最初から最後まで涙が⽌まらなかったのは去年とまったく同じですが、今年は⼀番好きな曲
 「あの微笑みを忘れないで」のところで何度も崩れそうになって、泣き声出さないように必死に我慢しました。

 同じ曲なのに、ノリノリの時は⼀転して落ち着いて観る事ができました、恐るべしノリノリの⼥神さま︕
 「来てよかった︕⽣きてよかった︕」と感じ始めたのは、⽻⽥空港に向かう電⾞に乗る時でした。

こんな外⼈のつまらない感想ですけど、書き込みする時も、Z研メンバーたちと会話した時もそうですが、
 いつも中途半端な⽇本語で本当にすみません、失礼な点がありましたら、ご容赦ください。

 

Re:10回⽬の御命⽇
22028 選択 幸（ゆき） 2017-05-30 08:51:12 返信 報告

[22027]⽩髪ケンさん、はじめまして。
 台湾から来て下さったのですね。

 泉⽔ちゃんも喜ばれてると思いますよ。

> 今年はもともと渋沢めぐりとお墓参り（初）のために休暇と航空券を取りました。
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もしよかったら、渋沢めぐり（駅メロ等）について綴って頂けると嬉しいです。
⾏かれてない場合は、また次回是⾮訪れて下さい。

Re:10回⽬の御命⽇
22029 選択 狐声⾵⾳太 2017-05-30 08:57:47 返信 報告

遅ればせながら、⼀⾔。
 ⿃居坂で献花場に⼊ったら、⽔⽉さんが居ました。

 彼⼥は涙を流し、⻑い事、中に居ました。私が⾒かける前は声を出して泣いた居たそうです。

彼⼥には「私は泉⽔ちゃんは無くなったとは思っていません。ただ、今は遠くへ旅をして休業中
だと思っています。だから、悲しんだりはしません」と話しました。

「遠い旅をしているみたいに
 別々の道を このまま...

 ⼆⼈もう 会えないのかな」
 「遠い旅をしているみたいに
 君のことをずっと思う

 迷宮の彼⽅に
 優しかった 君とのふれあい」

私にとって、泉⽔ちゃんは元から遠い⼈で実感が無い存在です。
 早く休業からの復帰宣⾔をして欲しいと、いまでも思っています。

Re:10回⽬の御命⽇
22031 選択 吟遊詩⼈ 2017-05-30 14:34:18 返信 報告

[22027]⽩髪ケンさん、こんにちは。

その節はお世話になりました。献花委員⻑の吟遊詩⼈です。(笑)

> 彦パパとZ研ご⼀⾏様もお墓参り、鯛焼き広場で⼆回出会って、 
 > 本当に短い時間でしたが、Z研パワーとファンのつながりは国を越えても強く感じられます。
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あの時はまさかと思いました。これも泉⽔さんの引き合わせだと

感じています。短い時間でしたが、⼗分に理解出来る⽇本語での

会話でしたよ。台湾でもZARDは⼈気と聞いてます。改めて

ボーダーレスなアーティスト、坂井泉⽔さんの偉⼤さを感じております。

台湾でこれからもZARDの素晴らしさをお伝え下さい。

台湾からご命⽇に御⾜労いただき有難う御座いました。<(_ _)>

Re:10回⽬の御命⽇
22032 選択 彦パパ 2017-05-30 16:08:07 返信 報告

Ｒさん（仮名）改め⽩髪ケンさん、先⽇はど〜も︕
 まさか今年もパティオ広場で会えるとは思いませんでした。

 最初わからなくてスミマセンでした（笑）
 こうやって台湾の⽅とも毎年交流できれば嬉しいですね︕

 次回来⽇する時にはこのＺ研に書き込みしてください。
 ⼀緒に楽しみましょう︕

Re:10回⽬の御命⽇
22034 選択 陸奥亮⼦ 2017-05-30 22:03:18 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

[22032]彦パパ:
 > Ｒさん（仮名）改め⽩髪ケンさん、先⽇はど〜も︕ 

 > まさか今年もパティオ広場で会えるとは思いませんでした。 
 > 最初わからなくてスミマセンでした（笑） 

 > こうやって台湾の⽅とも毎年交流できれば嬉しいですね︕ 
 > 次回来⽇する時にはこのＺ研に書き込みしてください。 

 > ⼀緒に楽しみましょう︕
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彦パパさん、レス、有難う御座います。

⽩髪ケンさん、初めまして。宜しくお願い致します。

私は彦パパさんのブログを良く⾒ていますので、彦パパさんが

、台湾のＺＡＲＤファンの⽅とパティオ広場でお話されていた

のも覚えています。＾－＾。そして、ＺＡＲＤのイベントでは

、会場で中国語と思われる会話をされている⽅々も多く⾒掛け

ますね。２０１５年１２⽉３１⽇のパシフィコ横浜のＺＡＲＤ

 ＳＨ及びＺＡＲＤ ＧＡＬＬＥＲＹでは、年末でも有りまし

たので、何時もより台湾の⽅達が多く来られている感じがしま

したね。＾－＾。

このサイトでは有りませんが、ＳＵＳＨＩさんという⽅とも

お話をさせて頂いています。

⽩髪ケンさんの⽇本語、⼤丈夫だと思います。

充分通⽤しますね。＾－＾。

これからも、どうぞ、宜しくお願い致します。
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