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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7750 選択 チョコレート 2011-06-28 14:48:19 返信 報告

皆さん、こんにちは︕

松坂屋名古屋店で開催中の『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏ってきました︕
 今さらですが、ネタばれ注意です(笑)。

名古屋まで⼀⼈で⾒に⾏こうと思っていたのですが、突然、ダンナ様が家族旅⾏を企画してくれまして
(笑)･･･家族で名古屋へ⾏くことになりました。

 と、いうわけで、名古屋レポは“チョコ家名古屋旅⾏レポ”になってますが(苦笑)･･･よろしければ、読んで
みてください。
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Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その１
7751 選択 チョコレート 2011-06-28 14:49:31 返信 報告

チョコ家、東京⽅⾯にはよく出かけるのですが･･･遠くもないのに、名古屋は⾏ったことがあり
ません(苦笑)。

 なので、名古屋の観光など、まったくわからず(汗)、急遽調べたところ、3ヶ⽉ほど前に、世界
最⼤級︖のプラネタリウムがオープンして⼤⼈気という情報を⼊⼿。

 最近、星に興味を持っているチビチョコにも楽しそう︖ということで、まずは名古屋市⽴科学館
へ。

 プラネタリウムは予約など無いらしく、開館約1時間前に⾏くことに(笑)。

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その２
7752 選択 チョコレート 2011-06-28 14:50:44 返信 報告

しかし︕︕我が家が着いたときには⼤⾏列が･･･(汗)。
 ディズニーランドもびっくりな、⻑い、⻑い列は、ぐる〜っと建物の裏側へ続き･･･並ばせなが

ら⼈数を数える係の⼈の話では、すでに1000⼈近くの⼈が並んでいるということでした(滝
汗)。

プラネタリウムをチョコ家が⾒ることができる時間は午後2時〜3時頃になるとわかり、予定変
更。

 チケットを買った後、先にZARD展へ⾏くことになりました。チケットを購⼊できた頃には11時になっていました。ここ
までで2時間半︕︕おそるべし、プラネタリウム︕

 開館時間に来た⼈たちは、プラネタリウムを⾒れずに帰る場合もあるのかなぁ･･･。

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その３
7753 選択 チョコレート 2011-06-28 14:51:39 返信 報告

科学館を⼀度出て、松坂屋へ。松坂屋へ向かう⾞の中では家族会議が(笑)。
 『チビチョコはパパとお茶するか、ママとZARD展に⾏くか︖』
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パパから「ママの迷惑にならないようにしなくちゃいけない。」と⾔われたチビチョコは、しば
らく考えて、パパとお茶することを選びました(笑)。

松坂屋の前で、⾞から⼀⼈降りて⼊り⼝へ向かっていると、後ろからバタバタ⾛ってくる⾜⾳
が･･･振り返ると、チビチョコが追いかけてきていました。

 「ママ、お願い︕私も⾒に⾏きたいから︕」︖︖︖え︖⾒たいの︖︖驚きました(笑)。

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その４
7754 選択 チョコレート 2011-06-28 14:52:15 返信 報告

エレベーターで8階の催事場へ。
 エレベーターを降りると、ZARD展のポスターと、⼤きなパネル、タペストリーが迎えてくれま

した。素敵〜︕
 

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その５
7755 選択 チョコレート 2011-06-28 14:52:56 返信 報告

節電で暑い夏、このタペストリーが家にあったら、涼しげで良いだろうなぁ(笑)。欲しい!!

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その６
7756 選択 チョコレート 2011-06-28 14:53:25 返信 報告
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つい最近、このスタジオ、判明しましたよね〜。
Z研って、すごいわぁ(笑)。⼊る前からプチ感激︕

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その７
7757 選択 チョコレート 2011-06-28 14:55:10 返信 報告

⼊場すると正⾯に軌跡の特⼤パネルが︕

チビチョコ⼤興奮(笑)。「わぁ〜⾶⾏機にも乗ったの︖︕」
 チョコ「いいえ、これは合成です。ホントは他の所に座っている写真を⾶⾏機の写真とくっつ

けたんだよ〜。ZARD研究所が調べてわかったことなの。」

と、Z研の研究成果を⼤きな声で語ってみせましたが･･･周りには⼊り⼝の係のおばさんしかい
ませんでした(苦笑)。ざ〜んね〜ん︕︕

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その８
7758 選択 チョコレート 2011-06-28 14:56:07 返信 報告

意外にも、チビチョコは興味津々で、私に質問しながら良く⾒ていました。

⾐装は特に気になるようでした。
 ピンクのサマーセーターのところでは、昨年、お友達の家族と⼀緒に⾏ったレストランのテラスだとわかると、

 「あそこのレストランだったの︕︖すごーい︕同じところに⾏ったんだ〜。」
 と⼤感激の様⼦でした(笑)。
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Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その９
7759 選択 チョコレート 2011-06-28 14:56:58 返信 報告

ミニシアターでも最前列で⾷い⼊るように⾒ていましたよ。

シアターを後にして、続きのパネルを⾒ていると、会場内に流れるZARDの曲を、次々とチビ
チョコが⼩さな声で歌っているではありませんか︕(驚)

 え︖この歌も歌えるの︕︖知らなかった〜。
 私が聴いてる横で⼀緒に覚えてしまったのですね･･･教育って、すばらしい(笑)。ぎゃははは︕

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その10
7760 選択 チョコレート 2011-06-28 14:58:19 返信 報告

1時間以上かけてチビチョコと⼆⼈でゆっくりと会場を⾒てまわり、グッズ売り場へ。
 ここで、私は買おうと思っていた「負けないで」のマグカップの札をすかさず取りました(笑)。

 まだ10枚くらいは札が残っていたと思います。

チビチョコも何か買ってほしいと⾔いだしました。
 「せっかく来たし、良い⼦に鑑賞もできたから、ひとつだけ良いよ。」

 （ママはいろいろ買うし･･･(汗)）←これは、⼼の声(苦笑)。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/0459f8ebb506c02718d4b29b11f586a0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7750.html?edt=on&rid=7759
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7759
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fb03a0f2f5d94af4a5c0890fff0ef6e0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7750.html?edt=on&rid=7760
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7760
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fdd5b16fc8134339089ef25b3cf0e588.jpg


チビチョコはポスターを欲しがって、ポスター前で⻑い時間悩んでいました(笑)。
でも、結局、部屋に飾るスペースがないため、「揺れる想い」マグカップに誘導(笑)。2種類のマグを⼊⼿することに成功
しました︕

他にもパンフ、クリアファイルなどを持っている私に「いくつも買って、ママずるい〜︕」と⾮難のチビチョコ(笑)。レ
ジのおばさんも苦笑いでした。

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜その１１
7761 選択 チョコレート 2011-06-28 15:00:04 返信 報告

ZARD展後は、昼⾷をとり、科学館に戻りました。
 世界最⼤級のプラネタリウム、2時間以上並んだけれど･･･それでも⾒たいと思わせるものでした

よ〜。

リクライニングの椅⼦も豪華で、涼しくて、暗くて、説明をするおじさんの語り⼝調もまったり
で･･･数分間、意識は⾶んでしまいましたが、素晴らしかったです(笑)。

 チョコ家名古屋ツアー終了です。最後まで読んでいただいてありがとうございました。

直前まで予定がはっきりしなかったのですが、⾏くことができて、本当によかったです︕
 まだ、参加されていない⽅も、チャンスがあれば、ぜひぜひ︕︕

ZARD展の会場は、⼤きなパネルと⾐装とBGMに囲まれて、外界の騒々しさとはまったく切り離された空間にいるような
感覚でした。

 20周年がすぎても･･･また、いつか、このような素敵な企画展があると良いな･･･⼼からそう思いました。

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7762 選択 pine 2011-06-28 17:30:21 返信 報告

チョコさん こんにちは︕

名古屋旅⾏レポ（笑）楽しく読ませていただきました。(^-^)
 ⼀瞬、プラネタリウムで終わりかと思ってしまいましたが、良かった。(^^;)
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それにしても凄いですね。この⼈・⼈・⼈︕１０００⼈ですか︕（驚）
２時間半もよく並びましたね〜。我が家なら、列を⾒たとたんに「やめ︕」となっている所ですよ。（苦笑）

ZARD展は、チビチョコちゃんも⼀緒に⾏ったんですね︕
 将来のZ研を背負ってもらわないといけないから、ZARDのお勉強、優秀優秀︕（笑）

 知らぬ間に洗脳も進んでいるようで（笑）、親⼦でZARDファンって素敵ですよ〜♡

>ピンクのサマーセーターのところでは、昨年、お友達の家族と⼀緒に⾏ったレストランのテラスだとわかると、 
 >「あそこのレストランだったの︕︖すごーい︕同じところに⾏ったんだ〜。」 

 >と⼤感激の様⼦でした(笑)。 
 ⾏ったことがある所だとわかって、嬉しいでしょうね。今度⾏ったら、是⾮とも⺟娘でなりきり撮影会をして下さいね

〜︕

マグも買えてよかったですね︕
 しかし、チビチョコちゃんがポスターを欲しがるとは少し驚きですが、揺れる想いマグに誘導するチョコさんに爆笑でし

た。(^o^)
 最終的には、チョコさんのものに…なるのかな…︖

 ホント、いくつも買ってママずるい〜︕（笑）

ほんわか楽しいレポートありがとうございました︕

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7765 選択 ドルチェ 2011-06-28 21:39:34 返信 報告

チョコちゃん、pineさん、みなさん、こんばんは︕

チョコちゃん、名古屋ZARD展に無事に⾏けたんですね〜〜︕︕ 良かったね〜〜(^^) 
 レポも、いきなり素敵な⾦の鯱から始まる写真付きで、とっても嬉しい︕(笑) ぎゃはは︕

家族旅⾏を企画してくれてたなんて、ダンナ様優しいね(*^^*) ﾋｭｰﾋｭｰ!!
 それに、チビチョコちゃんの⾔葉⼀つひとつがすごく可愛くって、なんだかおばちゃんメロメロです(笑)

⼤きなパネルも、タペストリーも素敵︕ 欲しい︕(笑)
 ZARD BLENDジャケの合成話したとき、周りには係りのおばさんしかいなかったの〜︖︖ それは、超ざ〜んね〜ん︕︕
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(笑) 

> シアターを後にして、続きのパネルを⾒ていると、会場内に流れるZARDの曲を、次々とチビチョコが⼩さな声で歌っ
ているではありませんか︕(驚) 

 うわぁ︕チビチョコちゃん、スゴイスゴイ︕ なんか感動(*^^*)

グッズもたくさん買えたみたいだし(ママが︓笑)、本当にとっても素敵な時間を過ごせたようで、
 私までシアワセな気分になれたよ〜〜︕︕ ありがとネ︕︕

私も、9⽉の福岡ZARD展が楽しみ︕︕ 6⽉終わって、次9⽉ならいいのに(笑)

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7766 選択 アネ研 2011-06-28 22:20:46 返信 報告

こんばんは、チョコさん、pineさん、ドルちゃん、みなさん
 チョコさん、楽しく読ませていただきました。

 この先どうなるか解らないジェットコースタードラマっぽかったです。しかし、笑った、笑った。
 それにイベントをパチパチ写真撮る親⼦ずれも異様ではなかったですか。(笑)

東京、⼤阪近郊の⼈は、かなりイベントがありますが、
 それ以外のそれもママさんたちはかなりの計画と旦那さんの理解がないと難しいんですね。お疲れさまでした。

それもあって感動もひとしおだったのではないでしょうか。

また、チビ怪獣のZARDマニヤの洗脳も順調のようでさすがす。
 ２，３０年後（もしかしたら10年後は）Z研の中枢はチョコさん、pineさん、sakiさんのチビ怪獣たちかもしれないの

で、今後とも宜しくお願いしま〜す。(笑)

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7774 選択 ひまわり 2011-06-29 00:12:10 返信 報告

チョコレートさん、みなさん、こんばんは。お久しぶりです︕
 あまりに微笑ましいレポートに思わず出てきてしまいました…☆
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名古屋のZARD展に⾏かれたのですね︕それに合わせて家族旅⾏を計画されるなんて、
素敵な旦那さまですね〜☆

 そして、「チビチョコ」ちゃん、本当にかわいらしいです（*＾＾*）
 ママのあとをバタバタと⾛って追ってくる様⼦やZARDの歌を⼝ずさんでいる様⼦が

 ⽬に浮かぶようで、そんなチビチョコちゃんに胸キュンです☆
 かわいらしいお⼦さんをお持ちで羨ましいです〜♪ジャケ写にも興味を持って鑑賞する

 なんて…将来のZARD研究所メンバー⼊り決定でしょうか（＾＾）

ほのぼのレポートで癒していただきまして、ありがとうございました☆☆

※プラネタリウムの存在、初めて知りました︕かなりの⼈気のようですが…
 名古屋に⾏く機会があったら⾜を運んでみたいです☆

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7775 選択 PAN 2011-06-29 00:19:58 返信 報告

チョコさん、みなさん、こんばんは︕
 名古屋ZARD展レポ、ありがとうございます︕（笑）

20th・ZARD展は写真パネル、直筆歌詞、絵画に加えて、⾐装の多さに感動されたことだと思います（＾＾）
 何より、チビチョコちゃんが興味を⽰してくれて良かったですね︕将来はカラオケでZARDを歌って

 くれることかも︖︖（笑）
 今回の⽬⽟︖グッズであるマグカップも無事に2種類購⼊出来ておめでとうございます︕

 ポスターからマグカップの誘導作戦、さすがです︕（笑）
 ところで、写真の⼤型タペストリー、とっても欲しいです〜（＾＾）

 名古屋に世界最⼤級のプラネタリウムが出来たんですね︕建物の外観、すごいです︕
それにしても開館約1時間前にして⼤⾏列なんて、すごい⼈気なんですね〜（驚）

 チケットを購⼊するだけで2時間半だなんて・・（汗）でも素晴らしい内容だったようで良かったです︕
 最近の名古屋はリニア・鉄道博物館もオープンしたようですし、発展が⽬覚しいですね︕

今回は思いがけずに名古屋への家族旅⾏になって良かったですね。チョコさんファミリーの、とっても
 ほのぼのした旅⾏の様⼦が伝わってきました︕（笑）
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皆さん、ありがとうございます︕〜その１(笑)
7777 選択 チョコレート 2011-06-29 10:13:49 返信 報告

皆さん、こんにちは︕チョコレポ、読んでいただいてありがとうございました︕

pineさん
 プラネタリウム、開館1時間前の⼤⾏列には驚きましたが、素晴らしかったですよ〜。

 ネットで予約ができるようにシステムが変更されるとpine家も⾏きやすくなって良いですよね
(苦笑)。

チビチョコはポスター、ずいぶん悩んでました(笑)。
 Golden Bestのジャケ写とAL揺れる想いジャケ写のポスターの前でフリーズしてました(笑)。結局はマグに誘導しました

が、喜んで毎⽇使っています。私のものにはならない雰囲気です･･･(苦笑)。

ドルちゃん
 ZARD展の空間は、本当に特別で･･･私もチビがいなかったら、外に出て来れなくなっちゃったかもしれません。それくら

いに穏やかで幸せでしたよ〜。
 もしかしたら、今回は⾏けないのかもって思ったり、それは仕⽅ないとも思ってたけど･･･やっぱり、⾏って良かったで

す。

⾒ながら、私はドルちゃんのことを思い出していて･･･これは絶対に、ドルちゃんに⾒て欲しいな〜、ドルちゃんこそ、こ
こ（ZARD展）に来なくちゃいけない⼈だ、と感じました(笑わない)。

 9⽉、待ち遠しいね〜︕
 いつか、ドルちゃんと⼀緒に⾒に⾏きたいなぁ〜。

Re:皆さん、ありがとうございます︕〜その2(笑)
7778 選択 チョコレート 2011-06-29 10:22:18 返信 報告

アネ研さん
 ジェットコースターレポ︖︖(笑)ぎゃははは︕笑っていただけましたか。

 そうなんですよね･･･地⽅の住⼈は機会も限られますし、チビがいると主婦は参加が難しいのが正直なところです。でも、
チョコ家はダンナ様の理解があり、本当に幸せなことだと思っています(笑わない)。
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ひまわりさん
とってもお久しぶりですね〜。うちのチビチョコがひまわりさんを引っ張り出してしまったよう
で･･･(笑)。ぎゃははは︕レス、ありがとうございます。

 先のことはわかりませんが、現在はZARDファン︖みたいです(苦笑)。
 画像をみると、「あ︕坂井泉⽔さんだ︕」と、フルネーム＋“さん“付けで呼んでいます･･･

(笑)。新鮮な響きですよ。
 またこちらにも時々お顔を⾒せてくださいね〜。

 

Re:皆さん、ありがとうございます︕〜その3(笑)
7779 選択 チョコレート 2011-06-29 10:28:33 返信 報告

PANさん
 今回のZARD展は展⽰物が多くて、本当に感動しました︕

 チビチョコがZARDファンだとは気づきませんでしたけど(苦笑)･･･うれしいですね。
 泉⽔さんの⼤型タペストリー、欲しいですよね〜︕マグカップのデザイン変えるより、これを売

り出したほうが良いんじゃ･･･(笑)。B社さん、⾒てますか〜︖
 PANさんがイベントレポしてくださるたびにあこがれていたので、今回は私も報告できて良かっ

たです︕レス、ありがとうございました〜。

noritamaさん
 別スレですが、コメントいただきありがとうございました︕

 noritamaさんは⽉曜︖⽕曜︖に⾏かれたのでしょうか︖負けないでマグもファイルも売り切れですか。私が⾏ったときに
売り切れだったのはポスター1種類だけでしたね。名古屋では結構⼈気︖(笑)

 それにしてもnoritamaさん･･･「pine様病」に加えて「goro様病」まで発症されているとは･･･(笑)。ぎゃははは︕
⼤変残念ですが、Z研症候群は難治性です･･･(笑わない)。

 

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7783 選択 stray 2011-06-29 17:50:07 返信 報告

チョコさん、こんにちは︕
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名古屋展レポ、ありがとうございます︕
おう︕ チビチョコちゃん、未来の副所⻑に向かってまっしぐらですね︕︕︕（笑）

それにしても、切符を買うだけで2時間半待ちのプラネタリウムって
 どんだけすごいか、☆好きの私としては是⾮観てみたいものです。

 システムを変えて、ジブリ美術館みたいにネット予約制にすればいいのに・・・

よく並びましたね、チビチョコちゃん、えらいえらい。
 プラネタリウムって、座席がほぼ90°倒れるから眠くなるんですよねぇ（笑）。

ナレーションが眠気を誘うし、2時間半待った挙げ句に爆睡だったりして（笑）。

家族団らん、ほのぼのとしたレポートは滅多にないので、読んでで癒されました。
 ひとつ疑問なのは、旦那様も⼀緒にZARD展を⾒てくれれば、家族会議の必要もないし（笑）

 もっとほのぼのするんじゃないかと・・・（笑）
 

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7785 選択 goro 2011-06-29 22:12:35 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんばんは

チョコレートさんも名古屋に⾏かれたようですね。
 前にもお話したかもしれませんが、前回は⽇帰りで⾏きは新幹線で帰りは⻘春１８きっぷの各駅停⾞の電⾞で⾏ってきま

した(笑)
 今回は都合がつけずに⾏くことが出来ませんでしたので、レポートを書いて頂いて嬉しかったです。

 家族旅⾏とはきっと良い思い出になったのではと思います。
 楽しい様⼦が伺えますね。チビチョコちゃんへの英才教育︖も順調のようで(笑)︕

 でもこうして、次の世代に押し付けずに⾃然と受け継がれて⾏くのはとっても嬉しいことですし、羨ましいかぎりでござ
います。

 どうもありがとうございました。
 

皆さん、ありがとうございます︕〜その4(笑)
7788 選択 チョコレート 2011-06-30 09:02:51 返信 報告
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所⻑さん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
チョコレポを読んでいただき、ありがとうございました(笑)。

所⻑さん
 > おう︕ チビチョコちゃん、未来の副所⻑に向かってまっしぐらですね︕︕︕（笑） 

 ぎゃはははは︕なんと気の早い･･･(苦笑)。
 そうなるためには･･･ドルちゃんにいっぱい仕込んでもらわないと･･･無理です(笑)。

所⻑さんは☆好きですか︖チョコ家も割と☆好きで、プラネタリウムも数ヶ所⾒てきましたが、名古屋は別格ですね。最
新式とはすごいです。椅⼦もリクライニングで倒れるだけでなく、左右に少しの⾓度回ることができて、天井のドームほ
ぼすべてを眺めることができます。投影機も星と惑星の投影機が分かれているので⾃由に惑星を拡⼤したりできるらしい
です(笑)。

 ネットで予約ができるようになったら(苦笑)、ぜひまた⾒に⾏きたいですけど･･･。

goroさん
 レス、ありがとうございます︕今回はさすがのgoroさんもお忙しかったようですね。

 私はZARD展を⾒ながら、goroさんのこと、思い出していましたよ〜。
 ⾚いスーツの前で、「ここでgoroさんはフリーズしていたんだなぁ･･･」とか、海外ロケ地のパネルを⾒ると、goroさん

の⽣レポや、捜査のことがリンクされて、⼀⼈でニヤニヤしたり、涙が出そうになったり･･･(苦笑)。他の⼈よりも2倍以
上楽しんだ気がしています(笑)。

名古屋も終了し、あとは札幌、福岡。goroさんの参加はあるのでしょうか︖
 またこのような機会が、⽇本各地で続いていくと良いな、⼀⼈でもたくさんの⼈に⾒ていただけるといいな、と思ってい

ます。

Re:皆さん、ありがとうございます︕〜その4(笑)
7795 選択 goro 2011-06-30 22:59:27 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは

今思えばZARD展では私達Ｚ研の成果を再確認できる場でもあって、チョコさんをはじめ、みなさんの泉⽔さんに対する情
熱や想いがよみがえってきますね。

 ⾊んな話題を思い出しながらご覧になられるのも、Ｚ研ならではの楽しみ⽅ですね。
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私はいつも⾏きたい時はかなり前から予定を⼊れておきますが、実際は直近にならないと⾏けるかどうか分からないのが
現状です(笑)。

 札幌は丁度お盆に重なり、航空券の⼿配が上⼿くいかなかったので⾏くことができません。福岡は安い航空券の確保に奔
⾛中です(笑)。

 そうですね、福岡がいったんの区切りでしょうが、他の都市でも開いて欲しいし、⽐較的泉⽔さんのファンが多い韓国や
台湾や⾹港でも開催して欲しいです。そしたら観光も出来るし⼀⽯⼆⿃だな〜(笑)。

 いずれにせよ、多くの⽅々が泉⽔さんの軌跡を⾒て頂けると嬉しいです。
 

Re:皆さん、ありがとうございます︕〜その１(笑)
7796 選択 ドルチェ 2011-06-30 23:10:36 返信 報告

チョコちゃん、みなさん こんばんは(^^)

> ⾒ながら、私はドルちゃんのことを思い出していて･･･これは絶対に、 
 > ドルちゃんに⾒て欲しいな〜、ドルちゃんこそ、ここ（ZARD展）に来なくちゃいけない⼈だ、と感じました(笑わな

い)。 
 たくさんの泉⽔さんに囲まれた特別な空間で、私のことを思い出してもらえて、そんな⾵に思ってもらえて嬉しい︕

 9⽉の福岡では、チョコちゃんやみんなの思いと⼀緒に、泉⽔さんをしっかり感じてくるね。どきどき。
 ホントに、チョコちゃんと⼀緒に⾒れたら最⾼だろうなぁ〜。福岡これないよね〜︖(笑えない)

追伸︓シャチポンもおいしそう〜(^^)

goroさん、ドルちゃんへ
7803 選択 チョコレート 2011-07-01 12:46:46 返信 報告

goroさん、こんにちは︕(笑)

> ⾊んな話題を思い出しながらご覧になられるのも、Ｚ研ならではの楽しみ⽅ですね。 
 今回は、本当に多くの⾐装やパネルを⾒ながら、Z研にリンクしていることを感じて、うれしかったです(笑)。

 いろんなことを思い出したりしながら、楽しめるのはZ研の特権かな〜︖
 goroさんは札幌は⾏けないようですが、福岡⾏きの可能性はあるわけですね︕︖すごい︕︕

 福岡では副所⻑がお待ちですよ(笑)。⾏けることを祈っています。
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ドルちゃんへ
昨⽇は真夜中のチャット、ありがとうございました(笑)。

 9⽉の福岡ZARD展、連休もあるようですから、今までの分までしっかりと楽しんでくださいね〜。
 本当に、6⽉の次が7⽉じゃなくて9⽉ならいいのに(?)ね。ぎゃははは︕(笑)

Re:名古屋ZARD展レポ〜チョコVer.〜
7848 選択 ミキティ 2011-07-06 00:01:46 返信 報告

チョコさん♪ みなさん♪ こんばんは（＾－＾）
 名古屋ZARD展旅⾏記楽しく拝⾒しました(*^ｰ^)ﾉ

お出掛け前からチョコさんのワクワクが伝わって来ましたよ☆:*:
 仲が良くて素敵なご家族ですね(*^ｰ^*)

 思い遣って優しい旦那様ですね(*^ｰ^*)

名古屋に世界最⼤級のプラネタリウムがオープンしたことをはじめてしりました（驚）
 わたしは☆星⼤好きなので興味深々です♪

 いつまでも眺めていたいほどです☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･

開館前からこんなに並んでるなんてビックリヾ(｡･ｪ･)
 ほんと⻑〜〜〜（息継ぎ）〜〜い列（汗）

 わたしが最近並んだのは早朝にイチゴ⼤福の為に並びました（笑）
 今回 チビチョコちゃんも⼀緒に⾒ることが出来たのですね♪

 バタバタと⾛って追いかけて来て可愛い〜♡
 ⼀緒に⾒たいからと チョコさん嬉しかったでしょうね（＾－＾）

 ポスターやパネル タペストリー☆:*: とっても素敵〜♡
タペストリーに⾒とれて動けなくなりそうです

 軌跡の特⼤パネルの前ではさすがチョコさんらしくZ研の研究アピールを（＾－＾）
 でも⼊り⼝の係りの⼈しかいなくて残念でした〜(*・ｪ･*)ﾉ~☆

グッズもたくさん買えて 揺れる想いマグもちゃ〜んと買えて親⼦で幸せですねヽ(^o^)⼃（笑）
 チョコさんとチビチョコちゃんの仲が良くてほんわかな様⼦が伝わってきて微笑ましかったです☆:*:
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世界最⼤級のプラネタリウム並んで⼤変だったと思いますが⾒れて良かったですね（＾－＾）

来⽉の札幌ZARD展 是⾮⾏きたいです︕
⼊場⼝の前にコタツを持って来て（コタツ布団なし（笑） 夏仕様で(*^ｰ^)ﾉ（笑））に⻨茶＆北海道スイーツ

 でのほほんしてる⼈がいたらわたしかもです（笑
 のほほん病が感染するかもヽ(･ｪ･^)/（笑）

楽しくてほんわかなレポートをありがとうございました（＾－＾）

ミキティさん、ありがとう︕
7849 選択 チョコレート 2011-07-06 08:28:39 返信 報告

ミキティさん、こんにちは︕チョコレポ読んでくださり、ありがとうございました︕
 名古屋、⾏けて本当に良かったです︕

ZARD展、今回は⼊場前から⼤きなタペストリーやパネルがたくさんあって、
 すべてを忘れられるような(苦笑)、特別な空間が広がっていましたよ。

 チビチョコにねだられて買ったマグ、そろそろ私のものになるかと思って、
 洗った後にそ〜っとチビの⼿の届かない棚にしまってみたのですが･･･

 「『負けないで』のコップは︖使いたいんだけど･･･。」と催促され、作戦失敗(苦笑)。
 チビが朝起きてきたときの⿐歌が「君に逢いたくなったら･･･」だったり、なんとなく、ZARDの曲は頭に浮かんでくるよ

うです。特に教育もしてないのに･･･不思議ね(笑)。ぎゃははは︕
 来⽉の札幌、ミキティさんも参加できると良いですね〜。私もコタツ部隊に参加したいです(笑)。

プラネタリウムも素晴らしかったですよ〜。☆好きのミキティさんにも⾒せたいです(笑)。
 あの⾏列･･･まだまだ後ろに3倍以上続いていて、実は建物の裏の公園の中まで届いていました(汗)。

 画像はほんの⼀部でした(苦笑)。
イチゴ⼤福の⾏列かぁ･･･その⼤福も気になります(笑)。おいしかったですか︖

 イチゴ⼤福レポも楽しみにしていますね〜。
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