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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

５．２７
3458 選択 stray 2010-05-27 08:36:32 返信 報告

皆さんおはようございます。

御命⽇だというのに、とんでもない夢にうなされて起きました（笑）。
 何者かに命を狙われ、ひたすら逃げまくる夢・・・（笑）

 渋⾕で何者かに刺されるのだろうか︖ SP雇わなきゃ（笑）

こちらは⼀晩降り続いた⾬は⽌んだものの、どんより曇っています。
 東京は午後から急速に天気が回復するみたいですね。

 さすが晴れ⼥・泉⽔さんの威⼒はすごい︕（笑）
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１年に１度のこの⽇がやってきました。
Z研HPも御命⽇ver.となっています（明⽇まで）。

 sakiさんとxxxさんが描かれた た〜くさんの泉⽔さんに会いに
 私は渋⾕へ⾏ってきます。

未公開映像は少なめですが、今⽇という⽇に⼤スクリーンで泉⽔に会えるのはやはり格別。
 皆さんも思い思いの１⽇をお過ごしくださいませ。

Re:５．２７
3460 選択 hang 2010-05-27 11:11:33 返信 報告

stray所⻑,おはようございます。
 夢にsakiさんが笑顏は⾒すね（笑）

 皆さ Screen Harmony ⾏きますか︖
 今年は時間がない....⽇本は来ない,殘念...

 でも友達は来ましたよ,
 明年20週年live 絶対⾏きます!!

thanks you and miss you forever,
 you always in our hearts

到着
3461 選択 goro 2010-05-27 13:40:18 返信 報告

strayさんhungさん みなさん
 こんにちわ

到着して献花をしました
 グッズのあたりには40⼈くらい並んでいます

 今さっき⾬が降ってきました
 ⼣⽴になりそうなくらい天気が不安定です
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私は夜なのでグッズを⾒てからある場所へ移動します

⾬がやみました
3462 選択 goro 2010-05-27 14:03:26 返信 報告

⾬宿りしていたら⾬が⽌みました
 グッズを⾒にいきます

 また晴れてきました

晴れてきました
3463 選択 goro 2010-05-27 14:23:59 返信 報告

つたないコメントですが晴れてきて⼈が増えてきました

15時頃まで会場の様⼦を⾒て昼⾷を⾷べに⾏きます
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Re:５．２７
3464 選択 ⼭茶花 2010-05-27 14:39:41 返信 報告

strayさん、皆さん、お久し振りです。
 こんにちは。

最近、こちらはお留守状態にしてました。

> 何者かに命を狙われ、ひたすら逃げまくる夢・・・（笑） 
 > 渋⾕で何者かに刺されるのだろうか︖ SP雇わなきゃ（笑） 
 あーら恐ろし。strayさんも相当お疲れになってるのではないでしょうか。

> こちらは⼀晩降り続いた⾬は⽌んだものの、どんより曇っています。 
 なんだかすぱーっと、“五⽉晴れ”と⾔うのがありませんね。

 気温も毎⽇バラバラで。天気に振り回される⽇々が続いてるような･･･。
 やっぱり地球がおかしいのでしょうか(笑)。

 strayさん、渋⾕に⾏かれるようなので、気を付けて⾏ってらっしゃい。

坂井さんの⽉命⽇へのスレッドを⽴ち上げて下さってありがとうございました。
改めて、坂井さんのご冥福をお祈り申し上げます。

 

strayさんに会いました
3467 選択 goro 2010-05-27 15:52:40 返信 報告
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先ほどまでstrayさんとお話ししていました
会場前のドトールでお茶しながら会場の様⼦を⾒ていたらstray さんがいることに気づきました

⼀時間ほど歓談してました
 久々にお会いできて嬉しかったです

今はglobeに向かい昼⾷を⾷べてまた渋⾕に戻ります

ジャガーのナンバーチェックしなければ

globe
3468 選択 goro 2010-05-27 16:32:02 返信 報告

globeでお昼ごはんとしてケーキとカフェらてでお茶してます

カフェらては相変わらずカップが⼤きいです

Re:５．２７
3469 選択 Ａｋｉ 2010-05-27 17:28:19 返信 報告

> 御命⽇だというのに、とんでもない夢にうなされて起きました（笑）。 
  「夢」も⾊々ありますから。正夢（予知夢）と、その真逆の夢。

  「悪い夢」を⾒たと思った⽇に「良いことずくめ」という夢と真逆のケースも。
  

> こちらは⼀晩降り続いた⾬は⽌んだものの、どんより曇っています。 
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> 東京は午後から急速に天気が回復するみたいですね。 
 最近はＺＡＲＤのイベントでも丁度良い気候って少ないですね…もしかすると「そろそろ、そっとしておいて」とか「こ
の内容でお客様にお出しするの︖」っていうお告げ︖

> 未公開映像は少なめですが、今⽇という⽇に⼤スクリーンで泉⽔に会えるのはやはり格別。 
  今後は「３Ｄライブ」など趣向を凝らしてみたり︖

 

会場⼊りです
3470 選択 goro 2010-05-27 18:26:43 返信 報告

こんにちわ
 携帯電話メールなので上⼿く書けなくてスミマセン

再び戻ってきました
 1回⽬が終了したようで多くの⽅々がいます

 待っていたらstrayさんに再びお会いしました
 そしてmarionetteさんにもお会いしました

 それから strayさんから遠⽬にカズさんをおしえていただきました
 ライブ⾏きたいですね

 もうすぐ会場⼊りです
 strayさん情報によると未公開映像がけっこうあるようで期待できます

楽しみ〜

Re:５．２７
3471 選択 Miho 2010-05-27 20:57:42 返信 報告

みなさんおひさです。
 今⽇で泉⽔さんが亡くなられてから3年になるんですね・。

 わたし⾃分のブログで泉⽔さんへお⼿がみ書きました。
 ＵＲＬ貼っていきますので、よかったら覗きに来てくださいね。
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あと、加⼯画像（︖）初めて作成してみました。
といっても画像を切って貼り合わせただけなんですけどね。

 なんか皆さんにお⾒せするのが恥かしいんですけど・・・・
 ⼀応画像も載せておきます☆︕

http://blogs.yahoo.co.jp/seikemiho2002/32278553.html

ＰＳホームステイの話、たくさんの返信ありがとうございました。本当に参考になりますっ♪
 また出発前に報告にきますね︕

素晴らしいです
3472 選択 goro 2010-05-27 21:38:14 返信 報告

こんばんは

楽しいひとときでした
 ⼤画⾯で映像と⾳楽を楽しむことができて嬉しいです

ロケ地巡りの観点で感想を⾔うと未公開映像がけっこうありました
 Don't you see !は未公開映像満載のような気がしました

 ニースのネグレスコホテル
 モナコのカフェ

 ロンドンのカムデンロック
 等々気になる映像がありました

私的には⼤満⾜です

Re:５．２７
3473 選択 xs4ped 2010-05-27 21:52:53 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

今⽇は泉⽔さんの三年⽬の“命⽇”&『ZARD Screen Harmony(C.C.Lemonホール)』ですね。
 追加公演(⼀気に14会場)も発表され、今後も更なる“追加全国展開”発表も有ると良いですね︕
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皆さんのレポート楽しみに待ってま〜す︕

さて、今⽇は特別な⽇でもあるので、“超”Special Versionです(Part5)︕(笑)
 他にも2作品Upしましたので、泉⽔さんを沢⼭、感じて頂ければ幸いです。(^_-)v

 http://xs4ped.spaces.live.com/

無事に戻りました︕
3474 選択 stray 2010-05-27 22:03:53 返信 報告

皆さんこんばんは。

刺されることなく（笑）無事に戻ってきました。
 「あれがＺ研の所⻑だってよ」と指された気配をいくつか感じましたけども（笑）。

すでにgoroさんが書いてくれてますが、未公開映像けっこう多かったです。
 ⾳響が悪いのと、画質も少しザラザラ感があったのですが、

 内容的には⼤満⾜です。

○︓未公開映像あり △︓未公開映像ありかも︖（これから検証）

○息もできない
 ○⾬に濡れて

 ○きっと忘れない
 ○⼼を開いて

 ○Today is another day
 ○愛が⾒えない

 ○マイフレンド
 ○Don't you see︕

 △君に逢いたくなったら

NYに⾏ってきま〜す（笑）。
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Re:無事に戻りました︕
3475 選択 hang 2010-05-27 22:44:23 返信 報告

皆さんこんばんは。
 未公開映像とグッズ報告ありがとうございますね〜

 "息もできない"ずっと⾒たいですね。
 >>なんだかすぱーっと、“五⽉晴れ”と⾔うのがありませんね。 

 気温も毎⽇バラバラで。天気に振り回される⽇々が続いてるような･･･。
 やっぱり地球がおかしいのでしょうか(笑)。

 ⾹港で⾬が降ってきましたよ

美味しい天然ハマグリを。
3476 選択 ＳＳＳ 2010-05-27 22:49:08 返信 報告

 
皆さん、こんばんは、今⽇は御命⽇かつ、早いもので３年が経つのですね〜

 ９１歳で旅⽴った我が祖⽗も泉⽔さんと同じ誕⽣⽇の⽣まれ、葬儀も終わり⼀段落、そんでも
って冷たい荒海に、海パン１枚で潜り、海底の砂を掘り２時間ほど海で、⾃ら捕って来たので、
美味しい天然物の焼きハマグリでも⾷べ元気に歌ってくれたら嬉しいものです〜あんまり捕れず
残念、海中が濁って潮も悪かったな・・・週末はアジ、サバ、イワシを１００匹釣り、泉⽔さん

に美味しい⿂を⾷べてもらわねば（笑）

いつどこにいても、泉⽔さんと皆の⼼は永遠に１つ。
 

Re:無事に戻りました︕
3488 選択 xs4ped 2010-05-28 00:17:06 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 刺されることなく（笑）無事に戻ってきました。 
 > 「あれがＺ研の所⻑だってよ」と指された気配をいくつか感じましたけども（笑）。 
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無事⽣還出来て良かったですね。(笑)
未公開映像けっこう多かったでんですね︕

 堂島では思わず頬を⾚らめてしまう程の“Cute”な映像も有ったらしいですが、strayさんも頬を⾚らながら観てたのでしょ
うか︖(笑)

 “Cute”な映像、⾮常に気になりますね〜(笑)
 『全国展開(地元or.近隣開催)』が待ち遠しいです。

Re:５．２７
3492 選択 皐 2010-05-28 07:13:07 返信 報告

所⻑おはようございます^^

昨⽇は泉⽔さんの命⽇でしたね。
 なのにとんでもない悪夢を︕︖(笑)……と、笑いたい(︖)ところですが、

 実は私もここ1週間ぐらい悪夢の連続で…(;〜;)
 しかも⺟も所⻑と同じく、昨⽇悪い夢を⾒たんですって︕︕

 なんなんでしょうね…(怖)
 夢って案外⼼理的に重要みたいなので、気になりますね。。。

 でも︕なにより所⻑が無事で安⼼しました(бuб*)☆
  

 ところで︕別スレでレポもありがとうございます〜☆
 >「あれがＺ研の所⻑だってよ」と指された気配をいくつか感じましたけども（笑）。 

 何気にこっちも気になる情報でもありますね(笑)
 パパ有名⼈になっちゃってる(笑)

Re:５．２７
3495 選択 stray 2010-05-28 12:17:17 返信 報告

hangさん、お久しぶりです。
 おそらく、Screen Harmony の映像がDVD化されると思うので
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今年はわざわざ⽇本に来る必要はないと思いますよ（笑）。
来年、20周年LIVEでお会いできるといいですね︕

⼭茶花さん、お久しぶりです。
 悪い夢はめったに⾒ないのですが、なんで命⽇に限ってそんな夢を⾒たのかさっぱりです。

 「泉⽔さん他殺説」のお告げかな︖（笑）
 SHよかったですよ〜、N市でも追加公演がありますので、是⾮⾒に⾏ってください。

Ａｋｉさん、こんにちは。
 ３Ｄ映像は実体を３Ｄカメラで撮らないとダメなので無理です（笑）。

 goroさんの話だと、当初グッズコーナーは屋外に設置されていて、
 突然のスコールで会館の中に移動されたそうですが、商品が⾬に濡れたらしいです。

 「この内容でお客様にお出しするの︖」っていうお告げかもね（笑）。

Mihoちゃん、こんにちは。
 加⼯画・・・最初は誰でもこんなものですが、素材は画質の良いものを選んだほうが上達しますよ。

 ただ、あんまり凝ると、ペケさんみたく病気になっちゃうので要注意（笑）。
 ブログ拝⾒しました。「ファンに年齢は関係ない」はまったくその通りで、

 分け隔てなく接してくれるサイトの１つに、Z研が含まれているとすれば嬉しい限りです。
 ホームステイの件、出発前にまた話を聞かせて下さいね♪

xs4pedさん、ご苦労さまです（笑）。
 加⼯画の第⼀⼈者が活動休⽌で、さぞかし痛⼿でしょう（笑）。

 仙台公演が追加されましたので、是⾮参戦して下さいね︕

ＳＳＳさん、お久しぶりです。
 前回ご登場がいつだったか思い出せませんが、お元気そうで何よりです。

 相変わらず釣り三昧のご様⼦で（笑）。
 SHの「⼼を開いて」の映像に、モナコの「シー︕」に関連したシーンがありますので、

 是⾮とも追加公演に⾜を運んで下さい︕

皐ちゃん、こんにちは〜。
 パパは少し有名になったみたいです（笑）。

 



ありゃま、１週間も悪夢の連続ですか︕
ん〜、⼼配だなぁ、誰かに虐められてる︖

 パパが殴り込みに⾏ってあげようか︖（笑）
 私は寝る前に⾒た映像（に関連した）が夢に出てくることが多いです。

 寝る前に ZARDのDVDを⾒るようにしましょう︕

Re:５．２７
3497 選択 Ａｋｉ 2010-05-28 12:51:11 返信 報告

> 突然のスコールで会館の中に移動されたそうですが、商品が⾬に濡れたらしいです。 
 > 「この内容でお客様にお出しするの︖」っていうお告げかもね（笑）。  

  意外と訃報後ってリクエストＢＥＳＴ以外は1位を逃していますし、追悼Ｌｉｖｅツアーも北海道は天候不順で⽇付が変
わったり、Ｓｏｆｆｉｏも短期間で閉店…

  フィルムコンサートも冬場の東北は⼼配…（苦笑）
  偶然と⾔ってしまえばそれまでですけれども、決して売り⽅･やり⽅としては坂井さんが望んだやり⽅とは到底思えない

ですね。（病気の時で制作で精⼀杯であろう時期に売り出したグッズやら15周年関連は殆どノータッチだっただろう
し…）

  「本当にＦａｎの為の価格設定や内容・売り⽅・公表の仕⽅をして下さい」っていうお告げのような気がします。

渋⾕公会堂
3498 選択 名古屋（GOM） 2010-05-28 12:55:27 返信 報告

stray所⻑、皆さん、こんにちは。
 忘れた頃に現われる 名古屋（ＧＯＭ）です（笑）

  
私も昨⽇渋⾕で献花と眩いほどの映像を観てきました。

 とはいえ、堂島も⾏きましたので今回がお初ではありません＾＾︔
 よく考えると名古屋は東京と⼤阪の間に位置してますし、新幹線ならすぐ着きますし、思わず両⽅⾏ってしまうんですよ

ね（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/3458.html?edt=on&rid=3497
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3497
https://bbsee.info/newbbs/id/3458.html?edt=on&rid=3498
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3498


この会場、ご存知の通り以前は「渋⾕公会堂」でした。
「渋⾕公会堂」といえば・・・“学⽣時代に泉⽔さんが、友達のつきあいでシャーデーのライブを⾒に⾏った”という話を
聞いたことがあります。そして、そのシャーデーのライブに衝撃を受けて歌⼿を⽬指し始めた、、、そしてＺＡＲＤの坂
井泉⽔の誕⽣に繋がる・・・このＺＡＲＤが⽣まれるきっかけとなったシャーデーとの出逢いの場所＝「渋⾕公会堂」、
現在の「渋⾕C.C.Lemonホール」をこの⽇（５．２７）の公演の場所に選んだのは、はたしてＢ社の演出なのでしょう
か︖︖

 などと考えてしまうのでした・・・。

ＰＳ︓会場で周りから指をさされている所⻑を⾒つけることはできず残念でした（笑）

Re:渋⾕公会堂
3501 選択 stray 2010-05-28 18:13:52 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。
 「Ｆａｎの為の価格設定や内容・売り⽅・公表の仕⽅をして下さい」と

 きっと泉⽔さんも思ってらっしゃるでしょうね。
 B社も、泉⽔さんの気持ちと商売を天秤にかけて、
 最善だと思う⽅法でやってるんでしょうけども・・・

名古屋（GOM）さん、。お久しぶりです、忘れるところでした（笑）。
 なんだ、名古屋（ＧＯＭ）さんも渋⾕にいらしてたんですか︕

 今後は「Z研所⻑を捜してます」って看板をご持参下さい（笑）。

泉⽔さんが渋⾕公会堂でシャーデーのライブをご覧になったのは、
 1986年5⽉の⽇本ツアーですから、19才（短⼤時代）のことです。
 雑誌インタビューでは「⾼校⽣のとき・・・」と

年齢サバ読みがバレないよう答えてますけども（笑）。

Ｂ社の演出なのですかねぇ・・・シャーデーのライブが5/27だったら確実ですけど
 調べても⽇付が出てこないんです。調べてみて下さい（笑）。

Re:渋⾕公会堂

https://bbsee.info/newbbs/id/3458.html?edt=on&rid=3501
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3501


3522 選択 Ａｋｉ 2010-05-28 23:00:32 返信 報告

> 「Ｆａｎの為の価格設定や内容・売り⽅・公表の仕⽅をして下さい」ときっと泉⽔さんも思ってらっしゃるでしょう
ね。 

 > B社も、泉⽔さんの気持ちと商売を天秤にかけて、 
 > 最善だと思う⽅法でやってるんでしょうけども・・・ 

  そう願いたいですね。（しかし「負けないで直筆歌詞」と「プライベート絵画レプリカ」は本⼈は望んではいないとは
思いますが）

  12⽉や1⽉に東北・北海道地区での開催は微妙するぎる（汗）⼤雪対策をして居るのかどうか︖
  映像テープは事前に渡されるのか︖それともＢ社スタッフが単⾝で持っていくのか︖（その時グッズも⼀緒にするの

か︖）

> 泉⽔さんが渋⾕公会堂でシャーデーのライブをご覧になったのは、1986年5⽉の⽇本ツアーですから、19才（短⼤時
代）のことです。 

 > Ｂ社の演出なのですかねぇ・・・シャーデーのライブが5/27だったら確実ですけど 
 > 調べても⽇付が出てこないんです。調べてみて下さい（笑）。 

  少なくとも5⽉27⽇ではないようです。
  ttp://blog.livedoor.jp/katokeach/

  この⽇は「ＳＡＬＬＹ」のＬｉｖｅが開催されていたようです。

 因みに縁のある「⽇本⻘年館」は予約が⼊っていたのかもしれませんね。（それか料⾦が⾼いから︖）もしくは最寄り
駅が「信濃町」というのもあったのかもしれません（汗）

 ttp://www.nippon-seinenkan.or.jp/dai-hall/reservation.html

Re:渋⾕公会堂
3528 選択 stray 2010-05-28 23:52:19 返信 報告

Ａｋｉさん

もぎりも、グッズ販売員も、みんな⿊のスーツでした。
 Ｂ社の社員だと思われます。

 テープはＢ社スタッフが持っていくから、追加公演はあのようなスケジュールなのでしょう（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/3458.html?edt=on&rid=3522
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3522
https://bbsee.info/newbbs/id/3458.html?edt=on&rid=3528
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3528


>  12⽉や1⽉に東北・北海道地区での開催は微妙するぎる（汗）⼤雪対策をして居るのかどうか︖ 
そこまで⼼配してあげることもないでしょう（笑）。

>  少なくとも5⽉27⽇ではないようです。 
 >  ttp://blog.livedoor.jp/katokeach/ 

 おう︕ よく調べられましたね。
 「⽇本⻘年館」はCCレモンよりキャパが狭いのでは︖

 私としては⽇本⻘年館のほうが思い⼊れありますけども。

> もしくは最寄り駅が「信濃町」というのもあったのかもしれません（汗） 
 それはあるかも知れませんね、信濃町には誘導したくないでしょうから。

 

Re:渋⾕公会堂
3530 選択 Ａｋｉ 2010-05-29 00:10:43 返信 報告

> > ⼤雪対策をして居るのかどうか︖ 
 > そこまで⼼配してあげることもないでしょう（笑）。 

  「お告げ」次第かもしれませんね（笑）

> 私としては⽇本⻘年館のほうが思い⼊れありますけども。 
 > それはあるかも知れませんね、信濃町には誘導したくないでしょうから。 

  ⽇本⻘年館の映像があるのだから、⽇本⻘年館に⼊って舞台に⽴つ映像でＬｉｖｅが始まれば、かなり盛り上がると想
うのですけれども…

  その際には、いっそ駅前か病院前に献花台設置した⽅が⼿っ取り早いと思いますけど（苦笑）（変に関係者を困らせた
り、不審がらせるよりいっそ「献花はこっちです」って⾔っちゃったほうが楽そうですけどね…）
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