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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

泉⽔さんの⼗三回忌
24056 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 00:02:35 返信 報告

皆さん、如何にお過ごしでしょうか︖

本⽇、泉⽔さんの⼗三回忌を迎えました。

まずは恒例の献花を・・・・・<(_ _)>

お⼿元には後ほど花束をお届けいたします<(_ _)>

さて、今年も何とか⼤阪、六本⽊と献花台が設置されましたが

⼤きなイベントは無しでＮＨＫ ＢＳでの特集とWEZARD TV のみですね︕
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３０周年まで何とか持ちこたえてくれると良いのですが・・・・・（苦笑）

恒例ですが六本⽊の界隈での⼀⽇ 献花台の様⼦等、後ほどレポします。

それでは皆さん。本⽇其々の場所で15︓10、泉⽔さんを偲んで下さい。
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24057 選択 apple  tea 2019-05-27 06:54:02 返信 報告

おはようございます。
 今⽇１⽇ご⼀緒させて頂きます。

 よろしくお願いします( *´⾋｀)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24058 選択 noritama 2019-05-27 07:24:37 返信 報告

apple  teaさん はじめまして

よろしくです(^^)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24059 選択 apple tea 2019-05-27 08:19:56 返信 報告

noritamaさん、はじめまして
 こちらこそよろしくお願いします😄

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24060 選択 noritama 2019-05-27 08:31:49 返信 報告

Twitterで"ZARD"キーワード検索すると､
 昨⽇の⼤阪と東京の献花台の様⼦が数件出て来ます(^^)
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今⽇もすごく暑くなりそう(^^;;
どこかでポカリ買おう(笑)

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24061 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 08:36:19 返信 報告

[24057]apple  teaさん、おはようございます。

遠路はるばるご⾜労頂き有り難う御座います。

こちらこそ⼀⽇、また思いきり騒ごうね︕(笑)

noritama報道部⻑、泉⽔さんから“仕事をする時は上機嫌でやれ”

と指令が出ています。今⽇⼀⽇、記録よろしくお願いします。(笑)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24062 選択 noritama 2019-05-27 08:39:21 返信 報告

[24061]吟遊詩⼈:

> noritama報道部⻑、泉⽔さんから“仕事をする時は上機嫌でやれ” 
 > と指令が出ています。今⽇⼀⽇、記録よろしくお願いします。(笑) 
 えぇ〜仕事じゃないし〜私事だし(^^;ニャハ

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24063 選択 チョコレート 2019-05-27 10:22:10 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 献花委員⻑の吟遊詩⼈さん、いつもスレ⽴てありがとうございます。apple teaさん、初めまして。チョコです。

もう13回忌ですか･･･早いですね。
 私は今年も⾏くことはできませんが、皆さんのレポをお待ちしています。

noritama報道部⻑(笑)、よろしくお願いします。
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今⽇も暑くなりそうですので、皆さん、充分注意なさってくださいね。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24064 選択 SW 2019-05-27 11:10:59 返信 報告

皆さん、おはようございます

今⽇は5⽉にしては異常なほど暑くなりそうですね。いくら晴れ⼥の泉⽔さんでも、ちょっとやりすぎじゃないですかね︖

そんなわけでポカリを買って移動中です。(笑)

では皆さん⼀⽇よろしくお願いいたします。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24065 選択 stray 2019-05-27 12:01:28 返信 報告

5/25のYahoo!ニュース記事は13回忌関連なので、こちらに移動し、
 AERA.dotの記事を追加しておきます。

5/25 Yahoo!ニュース
 ありふれた⾔葉だからこそ強く尊い―― 没後12年、⼈々の魂を揺さぶり続けるZARD・坂井泉⽔の世界

 https://news.yahoo.co.jp/feature/1335

5/27 AERA.dot
 急逝から12年のZARD坂井泉⽔ テレサ・テンと交わった数奇な運命

 https://dot.asahi.com/dot/2019052400021.html
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吟遊詩⼈さん、スレ⽴てどうもありがとうございます。
私のところも34℃予想です（笑）。

 1周忌の代々⽊もすごく暑かったのを覚えてますが、今⽇はそれ以上かも。
 晴れ⼥・泉⽔さんが強烈な熱波を連れてきちゃいましたね。

 noritama報道部⻑（笑）ともども、献花台等のレポどうぞよろしくお願いします。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24066 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 12:43:24 返信 報告

[24063]チョコレートさん、お花、有り難う御座います。

泉⽔さんに感謝の花束、数名の同志で届けてまいりました。

これから六本⽊へ移動中。献花台の様⼦は後ほど(^^*)

strayさん、noritama報道部⻑と作戦会議して、後ほどレポします。(笑)

SWさんとも無事、合流出来ました。!(^^)!
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24067 選択 apple tea 2019-05-27 12:44:10 返信 報告

チョコレートさん、はじめまして
 よろしくお願いします😄

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24068 選択 goro 2019-05-27 13:10:23 返信 報告

みなさん こんにちわ
 お久しぶりです。暑いですね〜

 今年もお墓参りに⾏き、祈りを込めてお話してきました。
 noritamaさん、吟遊詩⼈さんにお会いしました。

 お元気そうで何よりでした。
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今年のイベント︖は少ないですが、
こうして、毎年、お話できると嬉しいですね。

今、BURTONにいます。毎回のコースですね。
 今回は4組の⽅がいて、賑やかでした。

 のんびりラテ飲みながら、
 泉⽔さんやZ研の皆さんのことを想い、

 過ごせることに幸せを感じています。

今回は六本⽊にも⾏こうと思います。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24069 選択 sakura 2019-05-27 14:40:43 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 私は今年も参加できませんが、レポート楽しみにしています︕

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24070 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 14:43:55 返信 報告

六本⽊に着いて、六本⽊交差点近くの中華屋珉珉でランチ︕

五⽬麺頼んだ⼈もいますが、⼀番⼈気は泉⽔セットの炒飯餃⼦定⾷︕

ここの炒飯・餃⼦はしっとり系で冷めても、まいう〜(^o^)

半数が頼んで好評でした。(笑)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24071 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 15:35:14 返信 報告

⿃居坂献花台⼊⼝ 泉⽔さんへのメッセージボード
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幸（ゆき）さん、献花台会場でお会いしたのに､ろくに御話し

出来ず、あの時⼀番暑くて倒れそうで失礼致しました。<(_ _)>

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24072 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 15:45:47 返信 報告

⼊⼝に貼ってあった謝辞

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24073 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 15:53:00 返信 報告

献花台内部の様⼦

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4b7591879ca3f8310901b0d4ea1980f6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/24056.html?edt=on&rid=24072
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24072
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/13dd806f1e82bd0fa111d92a1afeb454.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/24056.html?edt=on&rid=24073
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24073


Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24074 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 16:01:02 返信 報告

今年は献花に訪れた⼈にはカードが配布されました。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24075 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 16:23:07 返信 報告

裏⾯
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24076 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-27 16:33:37 返信 報告

⿇布⼗番パティオで皆でたい焼きかじり︕

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24077 選択 pine 2019-05-27 20:11:25 返信 報告

みなさま こんばんは。
 ⼤阪もZARDブルーの晴天、暑い⼀⽇でした。

皆さんそれぞれの場所で、想いを伝えられたことと思います。
 私はくろいさんと⼀緒に、⼤阪⽀社へ献花に⾏ってきましたので、ちょっぴりご報告。

⼤丸のお花屋さんで、カラーをメインに花束をお願いすると、「献花ですか︖」と。バレてる〜
(^-^;
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昨⽇から、献花⽤にカラーとひまわりを頼まれる⽅が多いそうです。

⼤阪⽀社には13時前に到着しました。
 東京よりこじんまりですね、メッセージボードの代わりに記帳スタイルでした。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24078 選択 pine 2019-05-27 20:13:22 返信 報告

献花の前に、明治軒でオムライスをいただきました。

⼤阪の縁の場所もなくなりつつありますが、グランカフェ跡・パン⼯場カフェ跡を⾒て、KQ時代の
アメリカ村のロケ地を通って帰ってきました。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24079 選択 myumyu 2019-05-27 22:01:42 返信 報告

 吟遊詩⼈さん、おひさしぶりですが、こんにちは。myumyuです。本⽇のレポートありがとうございます。皆さんの動
きがよく分かりました。 

  もっとも私も献花台には⾏ったのですが、昼過ぎまで仕事をしてからだったので、着いたのは4時少し前で皆さんが鯛焼
きを召し上がっていた頃でしょうか。カードをいただいて帰路につきました。うーん、あの場所で鯛焼きということをな
ぜ思いつかなかったか悔やまれます。

  帰り際、下校途中の東洋英和⼥学院の中学⽣が「今⽇ここでなにやっているの」と⾔っていました。うーん、君らには
わからんだろうね。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24080 選択 ひげおやじ 2019-05-27 22:04:43 返信 報告
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今年も、我が家の墓参りにかこつけての外出と⾔う訳ではありませんが、献花して来ました。
ちなみに、我が家→雑司ヶ⾕駅→雑司ヶ⾕霊園（我が家の墓地）→東池袋→六本⽊→ゴトウ花店（⾃社
ビルなのにまさかのタリーズ奥に移転）→⿃居坂→⿇布⼗番→我が家と時季外れの猛暑の中かなりの強
⾏軍︖で、帰宅してから⼊浴中に⾜が攣りそうになってしまいました。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24081 選択 ひげおやじ 2019-05-27 22:15:09 返信 報告

添付画像を間違えたのですが、何故か編集も削除も出来ません。貼り付けたかった画像はこ
れです。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24082 選択 shun 2019-05-27 23:57:04 返信 報告

皆さん、今晩は。

今年も暑い夏がやって来ますね。
 そしてこの⽇も…

いつものように花を買い、いつものように坂を上り、そして泉⽔さんに逢う…
 たい焼きを⾷べ帰路に就く頃には、陽も傾き、暑さも少し和らいだように思います。

近年はSH等のイベントも無いので、この⽇を淡々と過ごすことが多くなっています。
 静かに時が流れても、泉⽔さんへの想いは
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年々募るばかりです。

来年もまた晴れるといいですね(^-^)

Naniwaya cafe、店内に流れる「フォトグラフ」を聴きながら⾷べるたい焼きも、オツなものでした(^^)d

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24083 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 01:05:17 返信 報告

[24068]goroさん、
 > 今年もお墓参りに⾏き、祈りを込めてお話してきました。 

 > noritamaさん、吟遊詩⼈さんにお会いしました。

結構あの場所ではお会いする確率⾼いですね︕泉⽔さんの引き合わせ︖（笑）

> 今、BURTONにいます。毎回のコースですね。 
 > 今回は4組の⽅がいて、賑やかでした。

あの後BURTONでしたか︖居⼼地の良い空間で素敵な時を過ごせましたね︕

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24084 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 01:09:33 返信 報告

[24077]pineさん、⼤阪の献花台の様⼦ありがとうございます。
 > 東京よりこじんまりですね、メッセージボードの代わりに記帳スタイルでした。

確かにコンパクト、でも もう少し あと少し・・・お花が欲しいですね（苦笑）

明治軒のオムライス、おいしそうですね︕中々機会が無くて（苦笑）
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24085 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 01:18:35 返信 報告

[24080]ひげおやじさん、myumyuさん、ニアミスでしたね

https://bbsee.info/newbbs/id/24056.html?edt=on&rid=24083
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24083
https://bbsee.info/newbbs/id24068.html
https://bbsee.info/newbbs/id/24056.html?edt=on&rid=24084
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24084
https://bbsee.info/newbbs/id24077.html
https://bbsee.info/newbbs/id/24056.html?edt=on&rid=24085
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24085
https://bbsee.info/newbbs/id24080.html


今年はお会い出来ませんでしたがそれぞれの時間で泉⽔さんへの感謝の念は変わりませんよね。

ご苦労さまでした。

shunさん、たい焼きの写真ありがとうございます。

アップする前に実はかじってしまい︕しっぱ〜い︕

で箱と袋だけでごまかしていました（笑）
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24086 選択 noritama 2019-05-28 06:32:12 返信 報告

昨⽇はいつもにも増して楽しいひと時をありがとうございました｡
 私はリアルタイムレポが⼊れられないので､

 リアルタイムレポは､吟遊詩⼈さんにお任せしてしまいました｡
 お疲れのところ誠にありがとうございましたm(_ _)m

やぁ暑い⽇でしたねぇ〜
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24087 選択 noritama 2019-05-28 07:05:02 返信 報告

[24070]吟遊詩⼈:
 > 六本⽊に着いて、六本⽊交差点近くの中華屋珉珉でランチ︕ 

 > 
の後､SWさんは花束を頼んである⿇布⼗番の花屋さんへ｡

 私も同⾏して､浪花屋さんにたいやきの注⽂をしに(笑)
 ←暑さがまぶしい六本⽊交差点･･涼しい昼⾷の中華屋珉珉から出たのでなおさら(^^;

道中､芋洗坂通りを通るので､ここがFRIDAYの夜の素顔(コンビニ)の場所だよって説明(^^)
 http://bbsee.info/newbbs/id/10232.html#a10257
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24088 選択 noritama 2019-05-28 07:17:12 返信 報告

⿇布⼗番から⿃居坂の会場へ
 15時少し前到着｡

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24089 選択 noritama 2019-05-28 07:19:20 返信 報告

⿃居坂の献花って⾬の記憶がないんですよね｡

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24090 選択 noritama 2019-05-28 07:21:18 返信 報告

会場のスナップを何枚か
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24091 選択 noritama 2019-05-28 07:25:07 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24092 選択 noritama 2019-05-28 07:25:39 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24093 選択 noritama 2019-05-28 07:26:10 返信 報告

本⽂なし
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24094 選択 noritama 2019-05-28 07:28:37 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24095 選択 noritama 2019-05-28 07:30:11 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24096 選択 noritama 2019-05-28 07:31:35 返信 報告

本⽂なし
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24097 選択 noritama 2019-05-28 07:32:34 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24098 選択 noritama 2019-05-28 07:34:49 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24099 選択 noritama 2019-05-28 07:35:39 返信 報告

本⽂なし
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24100 選択 noritama 2019-05-28 07:36:59 返信 報告

本⽂なし

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24101 選択 noritama 2019-05-28 07:41:22 返信 報告

献花場出⼝で､カードをいただきました｡

再度撮影で2度⽬に⼊ったときは､さすがに･･･(^^;先程いただきましたと伝えました(^^;

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24102 選択 noritama 2019-05-28 07:42:41 返信 報告

レポちょっと中断(^^)
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24103 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 09:34:00 返信 報告

[24102]noritama報道部⻑︕︕ お疲れ様です︕︕

昨⽇は⻑い時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。

ジョナサン、サイゼリヤと⻑く居座れるファミレスの梯⼦︕

⼆次会は11︓00過ぎまで費⽤も格安で呑む時も上機嫌でやれ︖の精神

を全うできましたね︖（爆笑）

速報はアシスタントの私が何とか伝えられたので本報道

の続き、よろしくお願いします。<(_ _)>

⼜、仕事より泉⽔さんの⽅が⼤事︕の精神でお付き合いして

いただいた泉⽔ファ－ストの会の皆さん︕お疲れさまでした。

君に逢いたくなったら・・・その⽇までガンバル⾃分でいたい

来年もまた思いきり騒ごうね〜（爆笑）

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24104 選択 pine 2019-05-28 10:32:00 返信 報告

皆さま こんにちは。
 今⽇は朝から⾬。改めて泉⽔さんの晴⼥パワーを感じています。

吟遊詩⼈さん お疲れのところレスありがとうございます。
 はじめまして︕の⽅も、noritamaさんも詳しいレポありがとうございます。

 東京献花の雰囲気を味わわせていただきました。

吟遊詩⼈さん
 >確かにコンパクト、でも もう少し あと少し・・・お花が欲しいですね（苦笑） 
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壁際に⻑机があり、献花台がいっぱいになるとそちらへお花を移動されるので、そちらにはたくさんありましたよ。(*^^
*)

明治軒のオムライスは、ケチャップ⾵味ではなくて特製のソースなので、⼤⼈のオムライスって感じです。上⼿く表現で
きなくてすみません。(*_*;

 詳しく書かれた記事があったので貼っておきますね。 
 機会がありましたら、是⾮訪れてみて下さい。

https://www.smartmagazine.jp/kansai/article/meal/2639/

くろいさんと、⼼斎橋の明治軒まで泉⽔さんが来られたとは思えないし、デリバリーはない様⼦ですがテイクアウトでき
るので、テイクアウトで召し上がられてたのでは…と話してたんですが…

 上の記事を読んで「えっ︕」と⽬が点になりました。
 明治軒さんは⼼斎橋なのですが、姉妹店が堀江にあると書いてあるではないですか︕

 堀江ヒルズと⽬と⿐の先。もしかしたらこちらのお店なのでは!︖
 テイクアウト等あるかどうかわかりませんが、お店で召し上がられた可能性もあるかも。

【5/28 16時追記】
 Aera.dotの記事内で、「⼼斎橋の明治軒」と書かれていますね。確認不⾜でした。すみません。m(__)m

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24105 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 13:20:12 返信 報告

彦パパさん、お疲れさまでした。(^o^)

オフ会の写真、撮り忘れたので(ゝω・)

お借りしました。後で借⽤書送っておいて・・・(笑)

⼥⼦もいたからちょっとスイーツな雰囲気

野郎だけだと、枝⾖、ビールになって

インスタ映えしないよね︕(笑)

誰が⾷べたかは知りませ〜ん︖(笑)
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お疲れの後は⽢いものですよね︕( ^o^)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24106 選択 noritama 2019-05-28 17:36:48 返信 報告

吟遊詩⼈さん､pineさん こんにちは
 レポ中断中のフォロー話題ありがとうございます(^^)

 では再開｡

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24107 選択 noritama 2019-05-28 17:38:30 返信 報告

いただいた来場御礼カード
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24108 選択 noritama 2019-05-28 17:42:19 返信 報告

15:10黙祷

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24109 選択 noritama 2019-05-28 17:46:23 返信 報告
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15:10頃の献花の列

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24110 選択 幸（ゆき） 2019-05-28 17:50:03 返信 報告

皆様

所⽤（仕事）を昼過ぎに終え、ゆりかもめで移動しながらループ線
 から⻘の⼭⽥倉庫の屋上に⽬を凝らして♪今⽇はゆっくり話そう 

 と想いを募らせ、⿃居坂に昨⽇向かいました。ゼットンは居ません。

↓1:00-1:26付近
 https://www.youtube.com/watch?v=QtMcDXvzlWo

猛暑の中、午後３時過ぎに遅刻気味に着いたら既に⻑い列が続き、
 中に⼊れるまで２０分くらいは待ってたと思います。

 混んでるので⻑居は迷惑と感じ、描いた絵（⽩枠で⻘線イラスト）
 と⽩カラーの花束を置いて写真を撮らせてもらい次第、ろくにお

 ⾔葉もかけられず、カードにメッセージだけ書いて出てきました。
 未だに向き合えてないと感じました、分かっていても受け⼊れる

 のは無理です、時間を戻して欲しい...

短い時間でも、中はサウナのようで、Tシャル１枚でも汗がにじみ
 出るほど。

 ⼼⾝ともに余裕がなく無⾔になってしまいましたが、B社のスタッフ
 の⽅々は⿊スーツで暑い中でも対応下さり、この場をお借りして

 改めて感謝の気持ちをお伝えしたいです。
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24111 選択 幸（ゆき） 2019-05-28 17:50:42 返信 報告

[24071]吟遊詩⼈さん
 >幸（ゆき）さん、献花台会場でお会いしたのにがろくに御話し 

 >出来ず、あの時⼀番暑くて倒れそうで失礼致しました。<(_ _)>

あの後、⾃分も似たような状態だったので分かります(> <)。

[24101]noritamaさん
 >再度撮影で2度⽬に⼊ったときは､さすがに･･･(^^;先程いただきましたと伝えました(^^;

2度以上、⼊っても許されたのですね、あ〜しっぱい。
 Z研の⾯々は鯛焼き屋に⾏かれましたが、その⽇中に戻らない

 といけない為に途中退席になるでしょうし、♪もう少しあと
 少し 傍にいたい気持ちもあって、しばらく外から中を⾒つ
 め⼼の中で話しかけていました。

その後、しばらくするとAwaC62さんを⾒つけ、コピバンの何⼈か
 と渋沢に良く来てくれるファンらと合流して居酒屋でちょっと

 だけ話ができました。AwaC62さんは夜に渋沢に向かわれたと思い
 ます。

写真[24100]は午後３時前でしょうか。
 その後、スタッフがパネル近辺の花束を左右にすぐ移動する

 ことで、花束は３段４段に⾼く積み上げられ、何⽅かが描か
 れたパネルの絵もすっかり埋もれ、⾃分の作品[24110]

 もすぐに⾒えない状態でした。
また来年、描いて会いに⾏けたらと思ってます。

noritamaさん、再開途中の割り込みでm(_ _)m。
 坂井さんの話題を、再々開して下さいな。
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24112 選択 noritama 2019-05-28 18:02:26 返信 報告

幸(ゆき)さん こんにちは
 >noritamaさん、再開途中の割り込みでm(_ _)m。 

 いえいえ全然かまいません｡
 昨⽇は会場でお会い出来てよかったです｡(^^)

献花後しばらくいましたが､
 ⿃居坂の会場は⽇陰がないので暑い｡

 ポカリは必需品(笑)
 ⾃販機にもありましたね｡

Awa C62さんには逢えませんでした残念｡

15:30頃にたいやき受け取り時間(笑)より少し早かったですが､
 ⿇布⼗番のパティオに移動｡

途中私は⼗番稲荷へ｡昨年買いそびれたおみくじを･･(笑)
 くじ番が⼗番で⼩吉でした(^^)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24113 選択 noritama 2019-05-28 18:12:13 返信 報告

あぁ⽊蔭があるぅ〜嬉しい｡
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24114 選択 noritama 2019-05-28 18:21:06 返信 報告

たいやきの受け取り時間になったので浪花屋に受け取りに⾏って､
 パティオで､たいやきオフ(笑)

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24115 選択 noritama 2019-05-28 18:26:33 返信 報告

[24085]
 >で箱と袋だけでごまかしていました（笑） 

 あっバラしちゃった(^^;

皆に配っちゃった後に､気がついたお約束で､､
 ⼆⼈して捏造したのに(笑)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24116 選択 noritama 2019-05-28 18:38:38 返信 報告

昨年この界隈のロケ地･スタジオは巡礼してしまったので､､
 このあとどうするって感じでしたが､暑いので･･

 やっぱファミレスへと｡

『DAN DAN ･･』の銀⾏あとに出来た成城⽯井スーパー地下のガストヘ･･･がいっぱい(--;
 しかたがないので､⼗番稲荷裏付近にあったジョナサンへ｡

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
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24117 選択 noritama 2019-05-28 18:45:49 返信 報告

[24105]吟遊詩⼈:

> ⼥⼦もいたからちょっとスイーツな雰囲気 
 > 野郎だけだと、枝⾖、ビールになって 

> インスタ映えしないよね︕(笑) 
 > 誰が⾷べたかは知りませ〜ん︖(笑) 

 > お疲れの後は⽢いものですよね︕( ^o^) 
  

えっ!
 アナログさんと私は､､､お揃いで

 ジョッキビールとパフェのセットでしたが(^^;)
 野郎なのに(笑)

 (あっ写真のビールが減っているのは気にしないでください｡｡)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24118 選択 noritama 2019-05-28 18:52:03 返信 報告

"仕事は上機嫌でやれ"といいわれましたのでハイ(^^;
 上機嫌にはアルコールが(笑)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24119 選択 noritama 2019-05-28 19:11:18 返信 報告

ジョナサンには20:30位まで居たでしょうか｡
 各々いろいろな話題で時間が過ぎるのがあっという間｡
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途中狐声⾵⾳さんは時間の都合帰られ､
新たにたらみさんのお知り合いの⽅が加わりました｡

ファミレスオフ会2次会は､たらみさん押し(笑)の結局六本⽊サイゼヘ(^^)

道中の[24087]の"夜の･･"の場所を本当に夜に皆で確認するとはニャハハ｡

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24120 選択 彦パパ 2019-05-28 19:14:59 返信 報告

吟遊詩⼈さんはじめ皆さん昨⽇は⾊々とありがとうございました。
 かなりの暑さでバテバテの吟遊詩⼈さんを初めて⾒ました。

 でもアルコールが⼊ったら復活してましたね（笑）
 今⽇会社の後輩が、昨⽇はラジオでZARDが何回か流れてたそうです。

 昨⽇の⽇に合わせてリクエストされた⽅も結構いらっしゃったんですネ。
 そんな盛り上げ⽅もあるなぁと、来年はどこかにリクエストしてみようかな。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24121 選択 noritama 2019-05-28 19:28:04 返信 報告

混んでいるかと思いきや
 なんと通常はリザーブ席の個室へ｡

 たまたま空いていたみたい｡ラッキー!
 たらみさん押しパッないッス｡

楽しい歓談を終電に間際の23時頃まで過ごしました｡
  

 
同⾏されました皆様､

 昨⽇は誠にありがとう御座いました｡
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また､久しぶりにgoroさんにも逢えて良かったです｡
幸(ゆき)さん､Awa C62さん､goroさん､同⾏していただきました皆様､

 また機会がありましたら､ゆっくりお逢いしましょう｡

>noritama報道部⻑(笑)、よろしくお願いします。 
 チョコレートさん⾒守り応援ありがとうございました(笑)

 部⻑じゃないし､ゲストだし(^^)
 pineさん⼤阪会場レポありがとうございました｡

 チョコレートさん､pineさんにはなかなかお逢いする機会がありませんね｡
 まだまだ今後の楽しみとしておきましょうか(笑)

ひげおやじさん写真ありがとうございました｡
 そう､⼈が居ないときのタイミングが合わなくて､

 その写真が撮れなかったんです｡

献花会場の運営･スタッフの⽅々にも御礼申しあげます｡
 今年も開催していただき､誠にありがとうございましたm(_ _)m

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24123 選択 Awa C62 2019-05-28 22:13:02 返信 報告

[24110]幸（ゆき）さん、今晩は。
 > 未だに向き合えてないと感じました、分かっていても受け⼊れるのは無理です、時間を戻して欲しい... 

 >短い時間でも、中はサウナのようで、Tシャル１枚でも汗がにじみ出るほど。⼼⾝ともに余裕がなく無⾔になってしまい
ましたが、B社のスタッフの⽅々は⿊スーツで暑い中でも対応下さり、この場をお借りして改めて感謝の気持ちをお伝えし
たいです。 
 同感です。

  あの後澁澤へ赴きました。やはり未だ咲いて居らず残念でした。持参した「⿔泉」をお供し、少しプランターに注ぎ、
あとはいつもの通り飲んだくれて帰途に着きました。

  残念ながら、⼀⾜遲くていつもの皆さんには御会出来ず残念でしたが、トリビュウート バンドの皆さんに御会できた
事、20歳そこそこの、若いメムバーもゐて活躍してゐる事、その若い⼈たちがZARDに就いてよく勉強してゐて詳しい事
など聞けてよかつたと思ひます。
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24124 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-28 23:57:48 返信 報告

[24115]noritamaさん、こんばんは

たらみさんの知り合いの⽅はHARDのバンドメンバーで

“ろをりぃ”さんだそうです。ひらがな表記みたいです。

> >で箱と袋だけでごまかしていました（笑） 
 >  あっバラしちゃった(^^; 

 > 
> 皆に配っちゃった後に､気がついたお約束で､､ 

 > ⼆⼈して捏造したのに(笑)

“話しのふたは取らぬが秘密”というもう⼀つの格⾔が

泉⽔さんメモにありました︕(笑)

私は話しのふたを取ってしまったんですね︕(。>ω<。)

とりあえず任務遂⾏ですね︕レポご苦労様でした。

ご投稿いただい⽅々、スレッド盛り上げていただき

誠に有り難う御座いました。<(_ _)>
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24125 選択 apple tea 2019-05-29 22:10:55 返信 報告

こんばんは、apple teaです。
 27⽇にお会いできた皆さま、ありがとうございました(*＾▽＾*)

 とても楽しくて、想い出の１⽇になりました。
 また来年もぜひご⼀緒させて頂きたいです。

 今後ともよろしくお願いします🤗
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24126 選択 吟遊詩⼈ 2019-05-29 23:49:54 返信 報告

[24125]apple teaさん、こんばんは(*^^*)
 > 27⽇にお会いできた皆さま、ありがとうございました(*＾▽＾*) 

 > とても楽しくて、想い出の１⽇になりました。 
 > また来年もぜひご⼀緒させて頂きたいです。

朝早く、遠路はるばるお越し頂き有り難う御座いました。<(_ _)>

無事帰れて、何よりです。(^o^)

思いきり騒げたかな︖(^_-)-☆

泉⽔さんが繋いでくれた縁を⼤切にしていきましょう!(^^)!

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24127 選択 チョコレート 2019-05-30 11:52:32 返信 報告

皆さん、こんにちは。チョコです。

ここ数⽇、こちらに来ることができなかったのですが、先ほど、皆さんのレポ拝⾒しました。
 献花に参加された皆さん、お疲れさまでした。

 東京はかなり暑かったようなので、⼼配していました。

吟遊詩⼈さん、noritama報道部⻑(笑)、詳細な報告をありがとうございました。
 パティオのたい焼きオフ︕楽しそう︕おいしそう︕

 私もいつか参加できると良いなと思いました。
 さわやか銀⾏の跡地は成城⽯井になったんですね〜知らなかった︕変わってしまうのはちょっと寂しいですね。

 ⿇布⼗番をぐるぐる探し回った頃が懐かしいです。

⼤阪ではpineさん、くろいさん（とってもご無沙汰しています︕お元気ですか）のレポもあって、何のイベントもない13
回忌がずいぶん盛り上がって良かったなと思います。

 また、何かイベントがありますように︕
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Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24129 選択 Awa C62 2019-05-30 19:02:02 返信 報告

[24127]チョコレートさん、皆さん、今晩は。
 > また、何かイベントがありますように︕ 

 去る5/27の13回忌祥⽉命⽇には御世話になりました。居酒屋で歓談してゐる時に思出した事共徒然記してみたいと思ひ
ます。平成23年(デヴュー20周年の年)の春、我が⽚⽥舎(安和)にもケイブルテレヴィ網が開通、初めてネツトを使へるや
うになり、ファンの皆さんとサイトで交流できるやうになつた事、しかし、チケツトは取れずラストライヴには⽴会へず
残念だつた事、この年の9⽉上野のライヴハウスで⾏はれた、複数のトリビュートバンドによるジョイントライヴに⽴会
ひ、駅メロプロジェクトに参画するやうになつた事等々。再来年のデヴュー30周年の記念ライヴが待ち遠しい所ですが、
フト今年は800倍だつたでせうか︖選ばれた、600⼈のファンだけが聴観衆として同乗できた、あの有名な「ぱしふぃっく
びーなす号 船上ライヴ」{平11,8/31(⽕)}以来20年になる事を思出しました。渋沢駅の駅メロ実現(平26,12/23)以来5
年の記念すべき節⽬も迎へました。無責任なおねだり提案で恐縮ですが、奇しくも今年の8/31は⼟曜⽇、「この頃に複数
のトリビュートバンドによるジョイントライヴが⾏はれたらいいな。」と思つてゐます。

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24130 選択 くろい 2019-05-31 21:37:20 返信 報告

皆さま、こんばんは。ご無沙汰しています。
 ⿃居坂の会場の様⼦も詳しくレポしてくださって、ありがとうございます。

すでにpineさんが報告してくださってますが、pineさんと⼀緒に⼤阪に献花に⾏かせていただきました。
 正直、⼗三回忌というのがまだ信じられないくらいで、あっという間の12年間だった気がしています。

 献花のあと、会場にいらっしゃったスタッフの⽅が「よろしければこちらでお預かりしましょうか︖」と、お花を⼊れて
いた紙袋を預かってくださるという細やかな⼼配りに、pineさんと⼆⼈でちょっと感動してしまいました。

pineさん、27⽇はグランカフェ跡などいろんなゆかりの場所に連れて⾏ってくださり、ありがとうございました‼
 明治軒のオムライス、めっちゃ美味しかったですね。pineさんもおしゃってますが、ソースが⼤⼈な感じで、途中で飽き

ることなく⼀気にペロッといただきました。泉⽔さんと同じオムライスを⾷べられただけですごく幸せな気持ちになり、
テンションも上がりました。

 皆さまも⼤阪にお越しの際はぜひお召し上がりください。おすすめです(^^)
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チョコさん、すご〜くご無沙汰しています。
覚えてくださっていて、うれしいです♪

 チョコさんもお元気ですか︖
 また何かのイベントでお会いできるのを楽しみにしています‼

30周年記念のイベントで、また皆さまとご⼀緒できるといいなと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いします︕

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24131 選択 SW 2019-06-01 21:22:26 返信 報告

皆さんこんばんは。

先⽇の⼗三回忌のご命⽇の⽇、多くの⽅々とご⼀緒できたこと嬉しく思います。
吟遊詩⼈さん、noritamaさんには特にお世話になりました。ありがとうございます。

ZARDが、泉⽔さんが好きでたまらない皆さんとファミレスを2軒ハシゴし、ずーっとZARDのお話ができたこと本当に幸
せでした。

年1回ではなくて、もう少し「思いっきり騒ごうね♪」とできる機会があるともっと嬉しいのですが〜
 皆さん、またよろしくお願いしますね。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24132 選択 pine 2019-06-01 22:04:09 返信 報告

くろいさん こんばんは。

27⽇はありがとうございました。
 縁の場所は「跡地」ばっかりでしたが、泉⽔さんと同じオムライスを⾷べて、くろいさんの貴重なお話しを聞けて、有意

義な⼀⽇でした。(*^^*)
 いつか、リッツ・カールトンにも⾏きましょうね︕(笑)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24133 選択 sakura 2019-06-02 00:40:39 返信 報告
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pineさん、くろいさん、こんばんは。
2016年にオリックス劇場でお会いしたsakuraです。

 ご無沙汰しております。
 お元気そうでなりよりです。

オリックス劇場の⾳量が⼤き過ぎて、⽿鳴りがしたことを思い出しました(笑えない)

今度、⼤阪でイベントがありましたら、その時はgoroさんともどもご⼀緒させてください(笑)。
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24134 選択 pine 2019-06-02 21:19:22 返信 報告

sakuraさん こんばんは。

ご無沙汰しております。m(*^^*)m
 >オリックス劇場の⾳量が⼤き過ぎて、⽿鳴りがしたことを思い出しました(笑えない) 

 そうでしたね。しばらく⽿がおかしかったです。(笑えない)

30周年は、⼤阪でのイベントを期待していますが、その時は是⾮ご⼀緒させて下さいね︕楽しみにしています。(*^^*)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24135 選択 くろい 2019-06-03 00:11:22 返信 報告

sakuraさん、こんばんは。ご無沙汰しております。
 お声がけいただき、ありがとうございます︕

 オリックス劇場、懐かしいですね〜。
 sakuraさんもお元気そうでよかったです。

 また⼤阪でイベントがありましたら、ぜひぜひご⼀緒させていただけるの楽しみにしています(^^)
 よろしくお願いします︕︕

pineさん、いつかリッツ・カールトン、いいですね〜。ぜひぜひ(笑)。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
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24136 選択 チョコレート 2019-06-03 10:00:45 返信 報告

くろいさん、pineさん、皆さん、こんにちは。
 くろいさーん︕お久しぶりです。お元気そうでうれしいです。

 明治軒オムライス、私も⾷べたいな〜︕おいしそう。
 またいつか、⼤阪でイベントに参加できる機会がありましたら、

 オムライスとリッツカールトン︕︖ご⼀緒にお願いしたいです(笑)。
 その時は、noritamaさんも⼀緒にいかがですか︖ぎゃははは(笑)。

 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24139 選択 haru 2019-06-05 16:10:54 返信 報告

１年１年、遠くなっていくのが悲しいです。
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24142 選択 noritama 2019-06-06 22:49:34 返信 報告

[24139]haru:
 > １年１年、遠くなっていくのが悲しいです。

こんばんは

遠くなっていく､近くに感じることは⼈･時･事などひとそれぞれかと思いますし､
現在の("何について"なのかはその⼈次第)状況について個々に感じるていることなのかもしれませんし､

 個々のZARD(泉⽔さん)への向き合い⽅が年⽉を経て変わっていっていることなのかもしれませんね｡

あの⽇の衝撃から､､
 ⾃⾝がどう向き合って来たか､これからどう向き合っていくか､

 過去に⽣きるのか､これからも継ぐのか､､､ect.
 そういう節⽬になっているのではないでしょうか｡

 先⼈から受け継がれている1回忌､3回忌､7回忌､13回忌という⾵習などは､
 そういうタイミング(や切っ掛け)なのでしょう｡
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年を経て､､⼼が揺れているのかもですね｡
何をしてきたか､何が変わって､何が変わらないか｡

 少しゆったりとした時間を取って､ミルクティーでも飲みながら､
 ぼんやりとでも過去･現在･未来について想いを巡らしてみてはどうでしょうか｡

⼼の居場所はとても⼤切です｡
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24143 選択 noritama 2019-06-06 23:08:01 返信 報告

[24136]チョコレート:

> またいつか、⼤阪でイベントに参加できる機会がありましたら、 
 > オムライスとリッツカールトン︕︖ご⼀緒にお願いしたいです(笑)。 

 > その時は、noritamaさんも⼀緒にいかがですか︖ぎゃははは(笑)。

ハハハ(^^;いつもラフスタイルなので､
 オムとリッツでは､､ドレスコードが･･･(苦笑)

 でも今後にそういう機会があるといいですね(^^)
 

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24144 選択 noritama 2019-06-06 23:36:41 返信 報告

そういえば､
 献花⽇の⼀週間位前に､

 野暮⽤(ちょっとした⾯接ですが(^^;))で渋⾕に⾏った帰り､
 凹んだ⼼を紛らわせるためもあったのですが(笑)

 折⾓都内に来たので渋⾕から六本⽊まで歩きました｡

久しぶりに道中にある､ロアラブッシュを⾒て､
 変わりなくそこにあり安⼼しました｡
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写真は脇に置かれていた､地下のジャルダンデルテのPOP｡
今回､献花の⽇に寄られた⽅も居らしたかもしれませんね｡

 地下のドレスコードは･･･どうなんだろう(^^;ジーンズでも可??

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24145 選択 noritama 2019-06-06 23:49:23 返信 報告

六本⽊のMODスタジオがあったベルザビル跡地は､､
 全く変化なく､⼯事も何もされていませんでした｡

献花の⽇に⾒に⾏きませんでしたので追補ということで(^^)

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24148 選択 kana 2019-06-07 23:46:23 返信 報告

WEZARD TV 2019.5.27 献花

https://youtu.be/gJG0tz78iMc

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24149 選択 吟遊詩⼈ 2019-06-08 14:34:14 返信 報告

[24148]kanaさん、こんにちは
 > WEZARD TV 2019.5.27 献花 

 > 
> https://youtu.be/gJG0tz78iMc

WEZARD TV 2019.5.27 献花のご紹介ありがとうございます。

⾏った⽅達には雰囲気が解りますが会場は優しさに
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包まれていましたね︕⾏かれなかった⽅達にも

雰囲気がこの動画で伝わった事でしょう︕

泉⽔さんへのメッセ－ジカ－ド注視するとちょっと

ウルって(/_;)来てしまいますね︕

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24150 選択 haru 2019-06-08 16:41:10 返信 報告

[24142]noritama:
 > [24139]haru:

ご返信、ありがとうございます。
 返信が遅くなってすみません、

 メッセージNO 24139 は、このZARD研究所BBSへの初めての投稿でした。

私は⾃宅でCDで曲を聞き、坂井泉⽔さんのひととなりをちょこっと読む。
 それだけなのですが、坂井泉⽔さんの新曲を聞いたり、近況を知る。

 そういうことは全くできないわけですね。

１⽇１⽇、泉⽔さんと無関係な事柄を積み重ねながら⽣きているわけです。
 否が応でも坂井泉⽔さんの占める部分が⼩さくなっていきます。

 これを⽌めようと思えば、⽣きるのを⽌めるしかありませんね。
 まぁ、そんなことはとてもできず、ズルズル⽣きてるわけですが。

ZARD研究所の皆さんをはじめ、ビーイングとか、坂井泉⽔さんを思い出させて
 くれる⼈たちに感謝しています。

Re:泉⽔さんの⼗三回忌
24151 選択 FBZ 2019-06-08 17:22:28 返信 報告
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[24148]kana:
> WEZARD TV 2019.5.27 献花 

 > 
> https://youtu.be/gJG0tz78iMc

1分25秒辺りにAwa C62さんのメッセージが映ってます
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