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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23362 選択 幸（ゆき） 2018-10-09 20:48:42 返信 報告

皆さま、今年も駅前商店会の「えびす講まつり」に
 以下のように出演させて頂きます︕

⽇時︓2018年11⽉23⽇（祝・⾦）12:00-13:00
 場所︓⼩⽥急渋沢駅 南⼝

 ⾬天は⼗全同薬局さんのガレージ内にて⾏います

Spring Water（Vo + Gt + Ba + Key/Per）
 れいこ茶屋バンド（Vo + Gt）
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予定曲︓Boy、あなたを感じていたい、他

路上ライブは無料で⾃由にご参加下さい。

以下の打ち上げにご参加される⽅はこのBBS
 の「返信」にて今⽉中にお知らせ下さい。

打ち上げ参加募集︕
 【場所】渋沢駅北⼝ ⽬利きの銀次

 http://www.monteroza.co.jp/campaign/search/gin/
 【時間】14時〜(17時くらいまで)

 【⼈数】45名を予定 
 【参加費】3,500円(飲み放題⼊れて)

 ※⼀次会お開き後『もう少しあと少し』と⾔う
 ⽅々の為に⼆次会も開催予定ですので、「返信」

 の際にご表明下さい。コースではなく⼈数に応
 じてお店等は調整します。

ご参加表明は、⼀次会〇⼆次会ｘ という感じ
 でお願いします。

過去の路上ライブ等の様⼦↓
 http://bbsee.info/newbbs/id/22437.html

 http://bbsee.info/newbbs/id20472.html
 http://bbsee.info/newbbs/id17528.html

stray所⻑、毎度この場を使わせて頂き感謝致しますm(_ _)m。

別件︓Vo.綾ちゃんのcallaライブ
 12/16(⽇) 11:00-14:00くらい︖ 渋⾕ラッシュ

 ZARD曲ではないそうですが↓も
 11/22(⽊) 20:30ごろ 横浜こびとさん

 https://twitter.com/ayazard/status/1046679854228287488?s=21



Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23363 選択 吟遊詩⼈ 2018-10-09 21:58:50 返信 報告

[23362]幸（ゆき）さん、こんばんは。

渋沢路上ライブ＆オフ会告知、有り難う御座います(^o^)

⼀次会〇⼆次会△、当⽇の体調具合で⼆次会は参加で

よろしいでしょうか︖(^_^;)
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23364 選択 key(kei) 2018-10-09 23:21:15 返信 報告

お久しぶりです、keyです。(^-^*)/
  11⽉23⽇、今年は参加させて頂きます。

 ⼆次会も体調と相談ですが参加予定とさせて
 頂きたくお願い申しあげます。

 何卒よろしくお願いします。
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23365 選択 Zi- 2018-10-10 08:51:14 返信 報告

幸（ゆき） さま

お早う御座います。⽩髪のZiｰです。

渋沢駅前商店会主催のイベント、「えびす講まつり」に
 関する書き込み、有り難う御座います。

> ⽇時︓2018年11⽉23⽇（祝・⾦）12:00-13:00 
 > 場所︓⼩⽥急渋沢駅 南⼝ 

 > ⾬天は⼗全同薬局さんのガレージ内にて⾏います 
 > 
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> Spring Water（Vo + Gt + Ba + Key/Per） 
> れいこ茶屋バンド（Vo + Gt） 

 > 予定曲︓Boy、あなたを感じていたい、他

わたくし、Zi-は今回のイベントに向けて春先から
 予定に組み込んでおきました。必ず出向きます︕

路上ライブにてZARDの楽曲が流れるのはこの上無き
 喜びのひとつです。チョッと⼤袈裟かな︖

⼿ぶらにて出向くだけのわたくしが「打ち上げ」では
 ないのでしょうが・・・参加を希望させて頂きます。
 情報交換の場とし⽋け替え無き機会ですので・・・。
 わたくしのために席を確保してください。

23⽇・祝は⾦曜⽇、翌⽇がお休み予定ですので
 ⼆次会も・・・ちょっと不確定です。家族と相談してからで。

 ⽇にちをください。追って連絡を致します。

表明
   ⼀次会○  ⼆次会△

当⽇は早めに出向いて・・・
 （ｱﾗﾗ ⽂字が・・・出てこない・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 別件も魅⼒的ですね。

> 別件︓Vo.綾ちゃんのcallaライブ 
 > 12/16(⽇) 11:00-14:00くらい︖ 渋⾕ラッシュ

⼿続き先は︖

> ZARD曲ではないそうですが↓も 
 > 11/22(⽊) 20:30ごろ 横浜こびとさん

こちらはリサーチしてから・・・



Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23366 選択 狐声⾵⾳太 2018-10-10 10:58:15 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、今⽇は。

お待ちしていました。
  

打ち上げ参加表明。
 ⼀次会〇 ⼆次会ｘ。

よろしくお願いします。
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23367 選択 陸奥亮⼦ 2018-10-10 13:44:19 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、渋沢路上ライブとオフ会、毎年ご苦労を

お掛けしまして、有難う御座います。

⼀次会○、⼆次会×です。尚、私は体⼒が有りませんので、

⼀次会も２時間位で早退させて戴く予定です。

宜しくお願い致します。
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23368 選択 noritama 2018-10-16 12:54:24 返信 報告

幸(ゆき)さん こんにちは

お知らせありがとうございます(^^)
 遅くなりましたが(^^;
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⼀次会○､⼆次会○
でよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23379 選択 幸（ゆき） 2018-10-21 08:35:52 返信 報告

[23368]noritamaさん、皆さん、ありがとうございます。

以下は現時点での集計です（略称にて）。変更や間違いがあればお知らせ下さい。
     G  K  Z  C  M  N  

 １次 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
 ２次 △ △ △ x  x  〇

あと、綾ちゃんのライブ情報︕
 ときめき♡クリスマスライブ 

 date: 18/12/16(⽇)
 place: 渋⾕LUSH

 charge: ¥1500(drink別)

10:50 開場
 11:10 開演
 11:10-11:50 calla(ZARD)

 12:05-12:45 漏電設備(Rock&J-Pop)
 13:00-13:40 愛なっしーwith SUPER アフロズ(安室奈美恵)

 13:40-13:50 クリスマスソング
 13:50-14:10  お楽しみコーナー

https://twitter.com/i/web/status/1053518423961956352

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23380 選択 Zi- 2018-10-22 11:31:28 返信 報告

幸さん、こんにちは
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⽩髪頭の Zi- です。

種々に亘りお世話になっております。

11⽉23⽇・⾦は宜しくお願い致します。

会費についてなのですが事前振込形式に致しませんか︖

万が⼀、当⽇出向けなくなったとしても事前に
 振込みを済ませておけばご迷惑を掛けることも
 無くなるのでは・・・と考えております。

会計担当者に余計なお⼿間を掛させてしまうことに
 なりますがご検討を頂ければ幸いです。

歳を重ねますと⾁体的な事情以外にも種々に亘る⽤件で
 予定を変更せざる終えない場合が⽣じます。

 ⼤⼈の嗜(たしな)みとしてお⾦だけは迷惑が
 掛からぬようにしておきたいと考えております。

⽼婆⼼・・・甚だしいのですが・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
 綾さんの情報、有り難う御座います。

12⽉16⽇・⽇は・・・予定を⼊れて・・・。

取り急ぎ、⽩髪⽼⼈の戯⾔まで

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23403 選択 幸（ゆき） 2018-10-28 12:02:13 返信 報告

[23380]Zi-さん
> 会費についてなのですが事前振込形式に致しませんか︖

振込は本⼈確認などいろいろ難があって実施してません。
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お店とのやり取りが煩雑になるので早めに⼈数把握をしてますが、
だいたい1週間前くらいが⼈数変更不可になると思います。

 それまでに、ご体調など出られなくなったらお知らせ下さい。

皆さま
 Z研だけでなく、twitterなどから結構な⼈数が打ち上げに参加

 されると思います。ZARDファン交流の良い機会にもなります。
 飲み会にご参加希望であれば今⽉末までにお知らせ下さい。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23404 選択 Zi- 2018-10-28 13:22:21 返信 報告

幸（ゆき）  さん

こんにちは

Zi-です。  レスポンス、有り難う御座います。

承知致しました。23⽇・⾦はお釣りの無いように
 現⾦を準備して参ります。

宜しくお願い致します。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23422 選択 さくら 2018-11-02 20:27:56 返信 報告

[23362]幸（ゆき）:
 はじめまして幸（ゆき）さん。

遅くなりましたが参加表明です。
 ⼀次会〇 ⼆次会ｘ。

よろしくお願いします。
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Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23423 選択 幸（ゆき） 2018-11-03 08:18:08 返信 報告

[23422]さくらさん、はじめまして。
> 遅くなりましたが参加表明です。 

 > ⼀次会〇 ⼆次会ｘ。

了解しました。当⽇は直接現地︓渋沢駅前にお越し下さい。

皆さま、打ち上げ参加は11/10まで受け付けることになりました。追加や変更があればお知らせ下さい。
 路上ライブは⾃由に来て⾒て聞いて頂いて構いません。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23435 選択 彦パパ 2018-11-11 19:11:50 返信 報告

幸（ゆき）さん、お久しぶりです。
 彦パパです。

実は⽉曜⽇からスマホが使えなくなってしまい、先程復活しました︕
 締め切り後のようですがまだ⼤丈夫であれば、

 ⼀次会〇⼆次会◯
 でお願いしたいのですが。

 いかがでしょうか。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23437 選択 幸（ゆき） 2018-11-14 09:07:19 返信 報告

[23435]彦パパさん、お久しぶりです。
 ありがとうございます。

> ⼀次会〇⼆次会◯ 
 > でお願いしたいのですが。 
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> いかがでしょうか。

幹事に追加で⼊れて頂けました。ギリギリ⼤丈夫です。
 では、当⽇お会いしましょう︕

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23438 選択 幸（ゆき） 2018-11-14 12:48:03 返信 報告

以下、幹事からの連絡。

1次会参加者
 【出演者】5⼈、【サポーター】5⼈︖、【mixi】4⼈、

 【Twitter】11⼈、【Facebook】4⼈、【Z研】8⼈
 11/15現在(⼀次会) 37⼈

 参加⼈数の都合上、ZARDファミリー以外の他のお客様が近くになります。ご了承ください。
 【場所】渋沢駅 北⼝の⽬利きの銀次

 【時刻】14:00〜(17時位まで)
 【⼈数】45名まで

 【参加費】3,500円(3時間飲み放題) 
 ※個別の相談受け付けますので

 参加者が増えそうであれば早めに連絡ください。

⼆次会 席のみ予約済み 20⼈(参加者次第で変更予定)
 【場所】しゃかりき渋沢店

 【時間】17:30〜

１１⽉２３⽇、不参可の連絡。
23447 選択 陸奥亮⼦ 2018-11-18 21:26:09 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

ご無沙汰しています。
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私、陸奥亮⼦は、此の所「体調が暫く良かったと思うと、急に

思わしくなくなる等、今１つの状態です。

幸（ゆき）さん始め、路上ライブの関係者様とオフ会幹事様に

は、いつもお世話になりまして、有難う御座います。

ギリギリのタイミングで、真に申し訳有りませんが、路上ライ

ブには⾏けず、オフ会（⼀次会）の⽋席をさせて戴きます。

来年の春に、「カラーの球根植え替えイベント」等を企画され

るでしょうから、その時にお会い出来る事を楽しみにしたいと

思います。以上、宜しくお願い致します。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23449 選択 吟遊詩⼈ 2018-11-23 19:11:49 返信 報告

こんばんは、路上ライブを⾒に⾏ってきました。

天候にも恵まれ、ライブ⽇和でした。

ライブの様⼦です。

左側が、れいこ茶屋バンド（Vo + Gt）でアコースティックの⾳⾊

右側が、Spring Water（Vo + Gt + Ba + Key/Per）でバンド形態

エレキギター他、ラウドな⾳⾊に両者それぞれ楽しめました。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23450 選択 吟遊詩⼈ 2018-11-23 19:21:24 返信 報告

ライブ終了後、お楽しみの飲み会︕

お酒が⼊って皆さん、⼝がなめらかに︕
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情報交換の場として⼤いに盛り上がって

3時間︕ お約束の居酒屋ライブもあり

楽しい時間はあっと⾔う間︕

飲み⾜らない⼈達は⼆次会へ・・・・(^.^)/~~~

noritamaさんは⼆次会へ⾏って

詳細は明⽇以降、レポされると思います。

以上、ニュース速報でした︕
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23451 選択 noritama 2018-11-24 15:38:43 返信 報告

こんにちは
 昨⽇のレポしますね(^^)

渋沢は天気に恵まれ⾵も少なく良い陽気でした｡
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23452 選択 noritama 2018-11-24 15:43:24 返信 報告

路上ライブまずは､
 れいこ茶屋さん｡

 アコースティックギターのみのシンプルな構成ながら､
 その演奏アレンジとボーカルの歌唱に魅了されます｡

曲⽬は､
 ･負けないで

 ･あなたを感じていたい
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 ･きっと忘れない
･Good-bye My Loneliness

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23453 選択 noritama 2018-11-24 15:47:10 返信 報告

続いて
 Spring Waterさん｡

 ⼼地いいバンド演奏に⽔⽉さんのボーカルが映え､
 これまた嗜好のひと時｡

曲⽬は､
 ･Get U're Dream

 ･boy
 ･少⼥の頃に戻ったみたいに

 ･あの微笑みを忘れないで
 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23454 選択 noritama 2018-11-24 15:50:16 返信 報告

吟遊詩⼈さんは､
 ポニテ姿の⽔⽉さんにノックアウト?(^^;

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23455 選択 noritama 2018-11-24 16:02:53 返信 報告
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そして､
⽔⽉さんのキーボードで始まり､

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23456 選択 noritama 2018-11-24 16:07:20 返信 報告

オールキャスト､
 ツインボーカルにて『Don't you see!』

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23457 選択 noritama 2018-11-24 16:10:15 返信 報告

予定時間の1時間はあっという間に過ぎ
 路上ライブ終了｡

 今回も楽しく聴かせていただきました｡
 ありがとうございました(^^)

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23458 選択 noritama 2018-11-24 16:13:04 返信 報告

祭りの賑わい
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Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23459 選択 noritama 2018-11-24 16:15:45 返信 報告

南⼝プレートの様⼦
 今⽇は祭りの⽅が主役(^^)

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23460 選択 noritama 2018-11-24 16:19:41 返信 報告

北⼝プレートの様⼦
 ⽬⽴つ凹み傷が数箇所付いてます｡

もう4年経つんですね｡｡
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Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23461 選択 noritama 2018-11-24 16:21:46 返信 報告

打ち上げオフ1次会

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23462 選択 noritama 2018-11-24 16:22:46 返信 報告

スタジオカタログさんも参加です(笑)

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23463 選択 noritama 2018-11-24 16:24:24 返信 報告

それぞれに飲みと会話がはずみあっという間の3時間
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Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23464 選択 noritama 2018-11-24 16:26:09 返信 報告

そして､打ち上げオフ2次会｡
 すぐ近くのお店

 いずみ橋いただきます(･^u^･)

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23465 選択 noritama 2018-11-24 16:30:19 返信 報告

スタジオカタログサンはできあがって寝ちゃってますね(^^;

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23466 選択 noritama 2018-11-24 16:32:54 返信 報告

おーっ!! ZARD Gジャン隊
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Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23467 選択 noritama 2018-11-24 16:34:49 返信 報告

終了は21時頃｡
 楽しいひと時をありがとうございました｡

 次回はカラー球根植え替えの春かな(^^)

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
23468 選択 彦パパ 2018-11-25 07:56:42 返信 報告

吟遊詩⼈さん、noritamaさん、そして参加された皆さん楽しいひと時をありがとうごさまいました。
 公式イベントが少なくなってきた昨今、こうした活動を⽀えてくれている幸（ゆき）さんやたかＺさんに感謝です︕

それにしても「スタジオカタログ」さんも参加されるとは。少しお話させていただきましたが（笑）、それだけで撮影地
の解明には⾄らないですよ⼀般の⼈には。

 noritamaさんの嗅覚というかアンテナに脱帽です︕
 これからも解明よろしくお願いします。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23469 選択 幸（ゆき） 2018-11-25 09:37:09 返信 報告

[23467]noritamaさん
> 終了は21時頃｡ 

 > 楽しいひと時をありがとうございました｡ 
 > 次回はカラー球根植え替えの春かな(^^)

まいど詳しいレポ、ありがとうございます。
 次回は3⽉10⽇前後になると思います。また決まったらお知らせしますね^^。
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ご参加された皆様、楽しいひと時を満喫できたのではないかと思います。
ご参加できなかった皆様、またの機会に是⾮是⾮。

 陸奥亮⼦さん、ご体調は回復されたでしょうか︖。お⼤事に。
 これからも、末永くZARDを、そしてこの故郷を⼤切に、よろしくお願いしますm(_ _)m

 

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23470 選択 陸奥亮⼦ 2018-11-25 11:12:01 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

１１⽉２３⽇の「トリバン」とオフ会」に⾏けず、残念。

（涙）でした。

吟遊詩⼈さんの[23449]~[23450]、そして、

NORITAMAさんの[23451]~[23467]までの

レポートで、私も⾏ったつもりになれました。＾－＾。

この処、３年連続で神⼾の「ZARD BLUE」さんに戴いていた

「特別プレゼント」を貰えなかったのが、「唯⼀の⼼残り︖」

でしょうかね。＾－＾。

[23469]幸（ゆき）:

> 陸奥亮⼦さん、ご体調は回復されたでしょうか︖。お⼤事に。

幸（ゆき）さん、今回は、ご⼼配をお掛けして、真に済みませ

んでした。

私の「体調不良の原因」が最近になり、「ほぼ判明」しまして

、現在「治療中」です。⼊院はせずに、⾃宅で安静にしていて

、徐々に良くなりつつあると感じています。
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来年の春に皆さんと⼜、お会い出来る事を期待しています。

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23474 選択 れいこ茶屋 2018-11-27 12:16:04 返信 報告

初めまして︕先⽇の渋沢えびす講まつりで歌わせていただきました れいこ茶屋のVo れいこと申します。
 初参加で不慣れな所が多々ありました中 私共の演奏も聴いて下さり ありがとうございました︕ 打ち上げでもお話して下

さり ありがとうございました︕︕

Re:秋の渋沢2018 ZARDトリビュートバンド路上ライブ＆オフ会
23480 選択 noritama 2018-11-28 15:05:51 返信 報告

れいこ茶屋のれいこさん､こんにちは(^^

渋沢での路上ライブご苦労様でした｡
 アコースティックないい感じで聴かさせていただきました｡

 ありがとうございました(^^)／
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