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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

駅メロの進捗状況
15259 選択 stray 2014-08-05 07:36:17 返信 報告

秦野市が本腰、⼩⽥急側との調整順調

年内に実現か︖ 上下線で別々の曲︖

http://www.asahi.com/articles/ASG84535BG84ULOB016.html

Re:駅メロの進捗状況
15261 選択 幸（ゆき） 2014-08-05 08:39:38 返信 報告
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[15259]stray所⻑、おはようございます。
> 秦野市が本腰、⼩⽥急側との調整順調 

 > 年内に実現か︖ 上下線で別々の曲︖

ほぼ同時に載せてしまいましたね。

そう、年内予定です。
 選曲はこれからB社を中⼼に調整でしょうね。

Re:駅メロの進捗状況
15263 選択 幸（ゆき） 2014-08-05 17:06:16 返信 報告

↓広報はだの 8/1号にも載ってました。
 http://www.city.hadano.kanagawa.jp/koho/shise/koho/kohoshi/documents/260801_03.pdf

市⺠だと、ラベルデザイン、愛称、カレンダーの写真などに応募できるようで、秦野市⺠のZARDファンは是⾮とも盛り上
げて欲しいなぁと思います。

 

Re:駅メロの進捗状況
15264 選択 陸奥亮⼦ 2014-08-05 17:18:45 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、ZARD駅メロ、実現に向かいそうですね。

おめでとう御座います。今まで、本当に、ご苦労様でした。

８⽉５⽇、午後５時時点でも、YAHOOのニュース、国内(地域）

に、確か７番⽬かに、「表題」で乗りましたね。＾－＾。

どの曲が、選ばれるか、今から、楽しみです。

Re:駅メロの進捗状況
15265 選択 stray 2014-08-05 21:20:45 返信 報告
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幸（ゆき）さん、陸奥亮⼦さん、こんばんは。

朝はほぼ同時[15260]になってしまい、失礼しました。
 喜ばしい展開ですが、既に幸（ゆき）さんたちの⼿を離れてしまい

 ファンとして最も関わりたいはずの「選曲」に⼝が出せないというのは
 何だか寂しいですねぇ・・・

おそらくあの曲（負）とあの曲（揺）になるんだろうと思いますが(笑)、
 私のような捻くれたファンは、”なら、⾏かない”ともなりかねず(笑)、

 秦野市には、ファンが関われる余地を残しておいて欲しいものです。

それにしても”１５０万円の補正予算”って、そんなもんで出来るんですかね(笑)。
 ⼩⽥急とＢ社がほとんどを負担するってことなのでしょうか。

 私には、⼤⼈の世界はよく分かりませんなぁ(笑)。

Re:駅メロの進捗状況
15267 選択 Awa C62 2014-08-05 23:58:04 返信 報告

[15263]幸（ゆき）:
 幸(ゆき)さん,今晩は。去る4/20には御世話になりました。早ければ,年内にも実現との事,喜ばしい限りです。ただ,余り今

から暗い予想を⾔ひたくはないのですが,秦野市はともかく,⼩⽥急もB社も,慈善事業ではなく,飽く迄営業の⼀環としての
取組でせうから,実現後も投資や維持経費に⾒合ふ収益につながつてゐるかを検証していくでせう。事と次第によつては,い
つまた廢⽌といふ憂き⽬に遭はないとも限りません。「創業は易く,守成は難し」の喩へ,末永く親まれる駅メロに育て上げ
ていくのは,私共ファンの勤めでもあると思ひます。これからも私共ファンが,折に触れては秦野,渋沢を訪れ,泉⽔さんの俤
を偲ぶと共に地元の⼈々との触合ひ,親睦の機会を増やしていく事が益々⼤事になつて来ると思ひます。春の丹沢祭に限ら
ず,秦野も四季折々の景⾊の美しい所です。毎年春夏秋冬は無理としても,例へば今年は春に来年は夏にといふ⾵にせめて年
に1度位はトリバンのライヴを催す等,泉⽔さんを偲び,ファンが⼀堂に会する機会がこれからもあつて欲しいと思ひます。

 ＞秦野市⺠のZARDファンは是⾮とも盛り上げて欲しいなぁと思います。
 同感と共に,出来れば市の時報メロヂーも実現して欲しいと思ひます。

 

Re:駅メロの進捗状況
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15270 選択 幸（ゆき） 2014-08-06 07:26:37 返信 報告

[15267]Awa C62さん、コメントありがとうございます。
 とても⼤切な点↓ですね。

 > 末永く親まれる駅メロに育て上げていくのは,私共ファンの勤めでもあると思ひます。

>泉⽔さんを偲び,ファンが⼀堂に会する機会がこれからもあつて欲しいと思ひます。

はい、準備中でもうすぐアナウンス出来ると思います。取りあえず、11/23(⽇)午後に渋沢駅をご予定下さい。毎年定番
に出来るかどうかはファンの⼼意気にかかってるかも知れません。

> 出来れば市の時報メロヂーも実現して欲しいと思ひます。

すみません。これまでの経緯等もあって、これはちょっと無理です。余り欲張らず１つ１つ⼤切にしていきましょう。

stray所⻑、軽チャーにて後で少し触れますのでそちらをご欄下さいませんか
 

Re:駅メロの進捗状況
15271 選択 幸（ゆき） 2014-08-06 07:40:04 返信 報告

[15264]陸奥亮⼦さん、ありがとうございます。
 > おめでとう御座います。今まで、本当に、ご苦労様でした。

♪まだ始まってもいないいんだから
 これからも頑張らないといけないんです。

> どの曲が、選ばれるか、今から、楽しみです。

選曲に関してオフィシャルなアナウンスを待ちましょう。
 どの曲とどの曲で何曲にするか意⾒が分かれるでしょうし、

 秦野市⺠を含めて何らかの調整は避けられないと思いますが
楽しみにしたいですね。

Re:駅メロの進捗状況
15272 選択 吟遊詩⼈ 2014-08-06 14:41:53 返信 報告
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幸（ゆき）さん、皆さん、こんにちは
先ずは駅メロ前進おめでとうございます。今までの地道な努⼒が報われましたね。

>ファンとして最も関わりたいはずの「選曲」に⼝が出せないというのは 
 >何だか寂しいですねぇ・・・

strayさんの仰ってる事と同感です。出来れば市、若しくは
 Ｂ社の⽅で⼀般投票による選曲が企画されれば嬉しいのですが・・・

 上下線2曲果たして何になるか︖ 有名2⼤曲が濃厚ですけどね。

Awa C62さんも4/20に来られていたのですね︖
 私もはじめての参加でした。

> >泉⽔さんを偲び,ファンが⼀堂に会する機会がこれからもあつて欲しいと思ひます。 
 > 

> はい、準備中でもうすぐアナウンス出来ると思います。取りあえず、11/23(⽇)午後に渋沢駅をご予定下さい。毎年定
番に出来るかどうかはファンの⼼意気にかかってるかも知れません。 

 > 
これってＳＨの昼のオフ会で仰っていた事ですね︖また野外ライブか何か︖ 今から楽しみ・・・です。!(^^)!

Re:駅メロの進捗状況
15274 選択 noritama 2014-08-06 22:03:32 返信 報告

こんばんは

幸(ゆき)さんはじめサポータの⽅々の熱意が現実のものになってきましたね(^^)
 ZARDファンとして嬉しい限りです｡

>ファンとして最も関わりたいはずの「選曲」に⼝が出せないというのは 
>何だか寂しいですねぇ・・・

たしかにそうですけれど(^^)
 "ZARDの駅メロが実現する"に勝る物はないのですから､

 オフィシャル･⾏政･企業･地元⼀般市⺠でわかりやすい(理解され易い)曲が選曲されるのは⾃然な流れなのでしょう｡
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15274
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15274


ファンは動向を暖かく⾒守るべきなのではないかと思います｡
少し気が利いていることが盛り込まれると嬉しいですけれどね(^^;

Re:駅メロの進捗状況
15275 選択 stray 2014-08-07 11:22:00 返信 報告

皆さんこんにちは。

タウンニュース秦野版に、「駅メロ 前進」の⾒出しで記事が載ってます。
 http://www.townnews.co.jp/0610/2014/08/07/247217.html

Z研BBSの関連スレを整理して、バナー下にリンクを貼りました。

 
 幸（ゆき）さん、軽チャーでの詳細なご説明ありがとうございます。

 ファンが選曲に関われる余地が残っているようで安⼼しました。
 形式上でもいいので（笑）、モバイルFCで投票を実施してもらうと嬉しいですね。

⼀般⼤衆が知っている曲になるでしょうから、「負」と「揺」になる公算が極めて⾼いですが、
 不定期に（例えば毎⽉27⽇限定とか）別の曲を流すといった、

 レアもの感を是⾮出して欲しいと私は思います。
 そうでもしないと私は⾏きませんし（笑）、毎⽉訪れる⼈がかなりの⼈数いるはずです。

> はい、準備中でもうすぐアナウンス出来ると思います。取りあえず、11/23(⽇)午後に渋沢駅をご予定下さい。

何でしょうね︖ 楽しみです。
 が、その次の週（11/30）がZESTさんの5thライブなのです。

 ２週続けて上京はきついので、究極の選択を迫られそう（笑）。
 

Re:駅メロの進捗状況
15277 選択 noritama 2014-08-07 21:43:02 返信 報告

こんばんは
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>ファンが選曲に関われる余地が残っているようで安⼼しました。 
>形式上でもいいので（笑）、モバイルFCで投票を実施してもらうと嬉しいですね。 

 >⼀般⼤衆が知っている曲になるでしょうから、「負」と「揺」になる公算が極めて⾼いですが、 
 なりがちですね(^^;

>不定期に（例えば毎⽉27⽇限定とか）別の曲を流すといった、 
 >レアもの感を是⾮出して欲しいと私は思います。 

そうそう､ファンが楽しめる(または参加できる)気の利いた配慮をってことですね｡

>そうでもしないと私は⾏きませんし（笑）、毎⽉訪れる⼈がかなりの⼈数いるはずです。 
 まぁまぁ(^^;

 ファンや⼀般向けアピールと遠⽅で訪れることの難しい⼈向けにも､
 せっかくある公式YouTubeチャンネルを効果的に活⽤して､きちっとした動画を配信するといいかもしれませんね｡ 

 

Re:駅メロの進捗状況
15281 選択 幸（ゆき） 2014-08-08 17:44:57 返信 報告

秦野タウンニュース︓「ZARD」の駅メロ前進
 http://www.townnews.co.jp/0610/2014/08/07/247217.html

「ファンの声も募る」と書いてありますね^^。
 もうしばらく、B社のオフィシャルなアナウンスを待ちましょう。

Re:駅メロの進捗状況
15282 選択 stray 2014-08-08 17:54:39 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

Ｂ社が8/6付でコメント出してますが、
 こういう上から⽬線の、情報皆無のお知らせしか出せないんですかね・・・(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15281
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Re:駅メロの進捗状況
15287 選択 幸（ゆき） 2014-08-08 22:39:28 返信 報告

[15282]stray所⻑

問合せ内容が分からないので何とも⾔えませんが、頭を悩ます案件も
 あったりして社内で議論中なのかも知れずオフィシャルには未だ開⽰
 できないのだと思います。特に「選曲」は重要なもののファンの意⾒
 が分かれるのは必須で、どういう⽅法を落とし所にするのか悩ましい
 と思います。

 曖昧な状況で不確かな情報を流すと、勝⼿な解釈に湾曲したりして⼤
 混乱を招きますからファン⼼理として知りたいのは⼭々ですが、ここ
 は少し待ちましょう。

また、⾃社はもちろん、いろいろ問い合わせが殺到すれば、対応に追
 われて業務が停滞して⼤変困りますから、関係各所へ急いで配慮した
 のだと解釈しませんか。伝えるべきことはやめて︕ですから、上から
 に感じちゃうけど。

Re:駅メロの進捗状況
15288 選択 stray 2014-08-08 22:58:52 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

「ファンの声も聞く」という報道は、8/7のタウンニュース秦野版が初出で、
 WEZARDのメッセージは8/6なので、選曲に関する問い合わせではなく、

 極⼀部のファンの反対意⾒が秦野市や⼩⽥急に届いたのかも知れませんね。

秦野市や⼩⽥急向けのアリバイ・メッセージと考えれば、上から⽬線も納得ですが(笑)、
 「選曲⽅法等の具体的なことは未定ですが、決まり次第ファンの皆様にお知らせしますので・・・」という

 （情報⾯での）配慮が欲しかったということです。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15287
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Re:駅メロの進捗状況
15290 選択 幸（ゆき） 2014-08-09 07:01:24 返信 報告

[15288]stray所⻑
 > 「選曲⽅法等の具体的なことは未定ですが、決まり次第ファンの皆様にお知らせしますので・・・」という 

 > （情報⾯での）配慮が欲しかったということです。

まぁ、そうなんですけどね。

♪どちらの⽴場もわかる嫌な
 ♪⼤⼈になってしまったわ 愛は許すことね So I try !

Re:駅メロの進捗状況
15295 選択 Awa C62 2014-08-09 21:39:15 返信 報告

[15288]stray:
 > 「選曲⽅法等の具体的なことは未定ですが、決まり次第ファンの皆様にお知らせしますので・・・」という 

 > （情報⾯での）配慮が欲しかったということです。 
 B社の⽴場も分るやうな気がします。今回は30曲が収録された追悼アルバム「Request Best~beautiful memory~」の

リクエストとはわけが違ひます。単純なリクエストで上位2曲といふことであれば,たはり「負」と「揺」になる公算が⾼
いでせう。しかし,それでは多くのファンから不平不満を買ふ事にもなるでせうし,B社としても選曲の⽅法に就いては慎重
にならざるを得ないのではないでせうか︖全員⼀致は無理としても,「なるべく多くのファンに納得して貰へる⽅法は︖」
と検討中ではないでせうか︖

> 極⼀部のファンの反対意⾒が秦野市や⼩⽥急に届いたのかも知れませんね。 
  嘗て別のサイトにひどい投稿があり,それは主宰者によつて削除されたのですが,私もフト次のやうな感慨を懐きました。

「『秦野が故郷といふけれど,元はといへば,⽣れは平塚,後には町⽥へ移住んで了つた。本当に秦野への郷⼟愛があつたら,
どうして町⽥へ⾏つて了つたのか︖どうしてそんな⼈を⾃分達が顕彰しなければならないのか︖』･･･先祖代々秦野渋沢に
住み着いてゐる地元⺠の中にはかうした複雑な感情を懐く⼈もゐるのではないだらうか︖」

 地元⺠の⽅々の,快い理解と協⼒を得る為には私共ファンも,「私共の願を聴いて下さい。叶へてください。」とやみくもに

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15290
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15290
https://bbsee.info/newbbs/id15288.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15295
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15295
https://bbsee.info/newbbs/id15288.html


せがむばかりではなく,駅メロが地域の発展,観光振興の⼀助となるやうに精⼀杯誠意を尽さなければならない事もあると思
ひます。

Re:駅メロの進捗状況
15296 選択 stray 2014-08-09 23:40:13 返信 報告

Awa C62さん、こんばんは。

泉⽔さんが故郷（平塚にしろ秦野にしろ）について語ったことは無いので、
 誰が何を書こうとそれはすべて推測の域を出ない話です。

 秦野市⺠には秦野市が、⼩⽥急線利⽤者には⼩⽥急が説明責任を果たせばよいことで、
 ファンに対してはＢ社が説明責任を負うつもりでいるようですが、

 ならばファン発案のこの件にＢ社として賛同しているのかどうか、
 まずはそこからアナウンスすべきでしょう。

 反対派が⼩⽥急や秦野市に苦情を⾔っているとすれば、それが無いからです。

選曲の件は、私は「揺」推しなので「揺」については異論ありませんが、
 「負」は♪ふとした瞬間に視線が”ぶつかる”という歌詞なので、

 ⼩⽥急的にどうなのかなぁと⼼配しているだけで、
 ZARDの代表曲が選ばれることに異論はないのです。

 ただ、それじゃつまらないので、秦野市や渋沢商店街が期待しているような
 ことには成りにくいだろうと、熱烈なファンの１⼈としてサジェスチョンしているつもりです。

Re:駅メロの進捗状況
15375 選択 stray 2014-09-01 12:37:53 返信 報告

皆さんこんにちは。

WEZARD.net、9/1付けでお知らせが発表されました。
 前回のコメントと合わせ読む限り、B社の了解を得る前に、

 秦野市が先⾛って情報を流してしまったのでしょうか・・・

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15296
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15296
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15375
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15375


関連情報
--------------------------------------------------------------

 第６７回「秦野たばこ祭」

１ と き ９⽉２７⽇（⼟）・２８⽇（⽇） 午前１０時〜午後８時

２ ところ 秦野市役所、市⽴本町⼩学校、市内⽬抜き通りほか

３ 主な⾒どころ
 （１）メロディー花⽕

 祭りのフィナーレを飾る打上花⽕。今年は、秦野にゆかりのあるアーティスト、
故・坂井泉⽔さんがボーカルを務めるＺＡＲＤの名曲「負けないで」を会場に流し、

 ⾳楽に合わせたメロディー花⽕などを⾏います。

Re:駅メロの進捗状況
15377 選択 stray 2014-09-01 15:32:28 返信 報告

早速ニュースで取り上げられています。
 http://www.musicman-net.com/artist/38962.html

---------------------------------------------------------
 9⽉20⽇より10⽉20⽇までの1ヶ⽉間、レコード会社ビーイングの協⼒のもと

 楽曲投票サイトを秦野市のホームページ内に設置し、投票結果を参考に楽曲が選定される。
 その後、⾳源制作と準備期間を経て、2014年12⽉末から渋沢駅で実際に聞くことが出来る予定。

Re:駅メロの進捗状況
15378 選択 幸（ゆき） 2014-09-01 22:06:22 返信 報告

[15375]stray所⻑、こんばんは。
 東京⽇帰り出張で遅くなりましたが、早々にアップして下さり、ありがとうございます。

> WEZARD.net、9/1付けでお知らせが発表されました。

公式に動き出しましたね。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15377
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15377
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15378
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15378
https://bbsee.info/newbbs/id15375.html


関連イベントとして、まずは事前盛り上げかな。
> 第６７回「秦野たばこ祭」 

 > ３ 主な⾒どころ 
 > （１）メロディー花⽕ 

 > 祭りのフィナーレを飾る打上花⽕。今年は、秦野にゆかりのあるアーティスト、 
 > 故・坂井泉⽔さんがボーカルを務めるＺＡＲＤの名曲「負けないで」を会場に流し、 

 > ⾳楽に合わせたメロディー花⽕などを⾏います。

同じ内容で以下にも記載があります。
 http://www.kankou-hadano.org/hadano_topics/topics_2014/tabako67midokoro.pdf

28⽇のフィナーレの打ち上げ花⽕ということ↓ですから、場所は権現⼭からのようです。交通規制等もあって要注意（事前
に以下の観光協会のホーム⾴の「会場案内」で要確認）ですし、⾏かれる⽅は良く調べておいた⽅が良さそうですね。

 http://www.kankou-hadano.org/tabakomatsuri/secondday

Re:駅メロの進捗状況
15379 選択 幸（ゆき） 2014-09-02 11:42:53 返信 報告

ZEST（和さん）のコメントも神奈川新聞のに載りました。
 以下、ご参考までに。

 http://www.kanaloco.jp/article/77001/cms_id/99291

Re:駅メロの進捗状況
15380 選択 stray 2014-09-02 12:47:55 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは。

いよいよ実現ですね︕ おめでとうございます＆ご苦労さまでした。

読売新聞の記事では、駅メロは8〜10秒で、「負けないで」や「揺れる想い」が有⼒視されているとあります。
 Z研を⾒て書いたのか︖（笑）

 http://www.yomiuri.co.jp/culture/20140901-OYT1T50134.html?from=ytop_ymag

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15379
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15379
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15380
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15380


> 同じ内容で以下にも記載があります。 
> http://www.kankou-hadano.org/hadano_topics/topics_2014/tabako67midokoro.pdf

↑から抜粋で紹介（無断転⽤とも⾔う（笑））したのです。

神奈川新聞の情報ありがとうございます。
 和さんは「駅がうらやましい」とコメントしたらしいのですが、⾒事に編集されてますね（笑）。

 

Re:駅メロの進捗状況
15381 選択 幸（ゆき） 2014-09-02 13:18:54 返信 報告

[15380]stray所⻑
 読売新聞の記事紹介ありがとうございます。

 取り急ぎ。

Re:駅メロの進捗状況
15382 選択 noritama 2014-09-03 02:05:10 返信 報告

こんばんは｡

>読売新聞の記事では、駅メロは8〜10秒で、「負けないで」や「揺れる想い」が有⼒視されているとあります。 
 >Z研を⾒て書いたのか︖（笑）

(^^;
 まぁ⼀般の⽅には判り易いというところで有⼒視なのでしょうね｡

個⼈的には『君に逢いたくなったら･･･』なども、⾳･街･⼈･電⾞･歌詞のイメージ合うと思うんですけれどねぇ｡ 
 ドラマの主題歌でしたが､「負けないで」や「揺れる想い」に⽐べると､インパクト･押しは弱いかなぁ･･予備メロ候補とい

うことで(笑)

>⾳楽に合わせたメロディー花⽕などを⾏います。 
 ⼭の⽅で花⽕が上がって､⾳楽は会場全域で流れるってことなのかな? ⾳楽も聴けるビューポイントは何処だろう(^^

明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15381
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15381
https://bbsee.info/newbbs/id15380.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15382
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15382


15449 選択 stray 2014-09-19 17:12:38 返信 報告

秦野市のホームページで、明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始だそうです。

http://news24.jp/entertainment/news/1635721.html

 
 秦野市ホームページ

 http://www.city.hadano.kanagawa.jp/kikaku/zardekimero.html

アンケートはコチラから!!  
 http://wezard.net/ekimero/vote/

 （未だリンクが張られていない）

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15450 選択 幸（ゆき） 2014-09-19 20:57:24 返信 報告

[15449]stray所⻑
 > 秦野市のホームページで、明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始だそうです。 

 > 
お知らせ、ありがとうございます。

ほぼ同じ内容ですが、Yahooニュース↓に載りました。
 選曲はもちろん、25周年も楽しみですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140919-00053774-lisn-musi

駅メロアンケート開始
15451 選択 noritama 2014-09-20 21:46:01 返信 報告

こんばんは

>アンケートはコチラから!!    
 >http://wezard.net/ekimero/vote/ 

 

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15449
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15449
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15450
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15450
https://bbsee.info/newbbs/id15449.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15451
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15451


>（未だリンクが張られていない）

アンケートが開始(リンクが)されてますので､
 アンケートに是⾮参加しましょう(^^)/

 http://wezard.net/ekimero/vote/

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15452 選択 吟遊詩⼈ 2014-09-21 14:05:06 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは

> アンケートはコチラから!!   
 > http://wezard.net/ekimero/vote/ 

 >

久々にＰＣ開けたら駅メロアンケート開始されましたね

私も早速、参加致しました。勿論2⼤有名曲以外で・・・（笑）

これを機に2⼤有名曲以外にもＺＡＲＤには良い曲があるんだぞ〜って採⽤を期待します。(-。-)y-゜゜゜

でも⼀曲ってのは選択に迷いますね。上下線2曲なら2曲選べたら良かったのに・・・(︔⼀_⼀)

迷いに迷ってこれしかないって⼀曲を選びましたが（苦笑）

 

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15453 選択 NATSUO 2014-09-21 14:23:00 返信 報告

 
> 久々にＰＣ開けたら駅メロアンケート開始されましたね 

 > 
> 私も早速、参加致しました。勿論2⼤有名曲以外で・・・（笑） 

 > 

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15452
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15452
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15453
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15453


> これを機に2⼤有名曲以外にもＺＡＲＤには良い曲があるんだぞ〜って採⽤を期待します。(-。-)y-゜゜゜ 
> 
> でも⼀曲ってのは選択に迷いますね。上下線2曲なら2曲選べたら良かったのに・・・(︔⼀_⼀) 

 > 
> 迷いに迷ってこれしかないって⼀曲を選びましたが（苦笑）

私、迷ってます。
 選択肢に上がっている曲以外を考えていたのですが…。

 「きっと忘れない」も「My baby grand」も選択肢に挙がっていないとは…。
 それにしてもZARDには名曲が多い︕

 

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15454 選択 noritama 2014-09-21 15:23:05 返信 報告

こんにちは

>選択肢に上がっている曲以外を考えていたのですが…。

掲載外の曲は､[その他]の欄に記⼊になっちゃいますね(^^;

掲載基準は何か判りませんが､タイアップがらみなのか､何かアンケートベースがあるのか､､
 ⾒易さで基準だとこの位(20曲)のリストアップなのかもしれませんね｡

 試聴つきなのは、⼀般の⽅向けに少し気が利いていると思います｡

>選曲の件は、私は「揺」推しなので「揺」については異論ありませんが、 
 >「負」は♪ふとした瞬間に視線が”ぶつかる”という歌詞なので、 

 >⼩⽥急的にどうなのかなぁと⼼配しているだけで、 
そういえば似たような件で､私も1stシングルについて以前書いたことが[11967]ありますが(^^;

 アンケートはアンケートとして､最終的には､⼈気上位附近の曲を精査･吟味して決定なのでしょう(^^

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15454
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15454
https://bbsee.info/newbbs/id11967.html


15455 選択 stray 2014-09-21 22:57:40 返信 報告

皆さんこんばんは。

20曲に絞り込んだ基準ですが、カナロコの記事では、

市企画課によると、ＺＡＲＤの⾳楽事務所と相談の上、「駅メロに合うような
 テンポがあり、かつ⼈気があって歌詞が前向きな歌」を候補曲に選んだという。

となっています。

Ｂ社が投票を管理しているので、投票結果がそのまま反映されるかどうかも疑わしいですね(笑)。
 私も「負」「揺」以外の曲に投票しました。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15462 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-22 18:05:19 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

私も駅メロアンケートに投票しました。「負」と「揺」以外

の「その他」です。でも、１曲だけというのは、寂しいです

ね。（涙）。

駅メロ曲２曲の「本命」は、やはり、「負」と「揺」ですが、

「対抗」としては、「負」と「あの微笑・・・」になるのでは

ないかと思います。

ここから、後は、只の「洒落の語呂合わせ」です。（笑）。

「負」は「フ」、「揺」は、「ヨウ」と読みます。続けると

「フヨウ」ですね。「フヨウ」には、「芙蓉」という字が有り

ます。「芙蓉」は、アオイ科の落葉低⽊で、「はす」の別の

呼び名でも有ります。しかし、詳しく調べると、その他に、

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15455
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15455
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15462
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15462


[１〕美⼈の形容 ZARD坂井泉⽔さんに、ピッタリ ですね。

〔２] 富⼠⼭の別の名  ⼩⽥急ですから、⼩⽥原といえ

 ば、富⼠・箱根が直ぐ、思い浮かびますね。

次に、〔負」と「あの微笑・・・」の組み合わせだと、[負]と

〔笑」から、〔フショウ」で、少し、無理気味ですが、⼩⽥急

江ノ島線には、藤沢や⽚瀬江ノ島があるので〔湘南」の〔湘」

を取り、〔負笑]を〔富湘」にしちゃいます。⾺⿅⾺⿅しいです

が、これなら、⼩⽥急さんの宣伝にもなるかな〜〜〜。

という訳で、この[本命」と[対抗」で、決まり〜〜ですかね。

どうでしょう︖。⼜⼜、阿呆な事を書いていますね。(笑）。
 

Re:駅メロの進捗状況
15463 選択 彦パパ 2014-09-23 08:36:40 返信 報告

皆さんお久しぶりです︕彦パパです。
 幸(ゆき)さん、SHではあまりお話しできませんでしたが駅メロ実現おめでとうございます︕今までホントにご苦労様でし

た︕
 早速、私も投票しました。曲は⼤好きな「息」です︕

 でもやっぱり「負」と「揺」ですかね︖

Re:駅メロの進捗状況
15464 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-23 11:44:16 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

彦パパさん、本当にお久しぶりですね。約３ヶ⽉振りかも︖。

お元気で何よりですね。＾－＾。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15463
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15463
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15464
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15464


⼜、ZARDのイベントでお会いし、オフ会もやって、沢⼭お話も

したいです。

其の時は、宜しくお願い致します。

Re:駅メロの進捗状況
15465 選択 幸（ゆき） 2014-09-23 15:54:15 返信 報告

noritamaさん、吟遊詩⼈さん、NATSUOさん、陸奥亮⼦さん、彦パパさん、stray所⻑
 ありがとうございます。出先で遅くなりましたm(_ _)m。

 ⾃分は戻ってから少し考えて投票しようと思ってます。
 台湾等のファンにもアニソンで有名な曲は、そういった点でもイチ押し。

B社の公式アナウンスも影響してか、海外の投票数が100近くになってます^^。
 下記の下の⽅「海外観光客︓The qestionnaire of departure/approach melody 

 at Hadano-Shibusawa Stations」をご覧ください。
 http://www.smaster.jp/Potal.aspx

[15464]:
 > ⼜、ZARDのイベントでお会いし、オフ会もやって、沢⼭お話も 

 > したいです。

はい、皆様とまたお会いしたいですね。
 まずは、11/23(⽇)午後の路上ライブ[15319]とそのオフ会を

 ご予定頂ければ幸いです!

Re:駅メロアンケート開始
15466 選択 友⼈ 2014-09-23 22:09:53 返信 報告

こんにちは。

Oh my loveは坂井さん⾃⾝が「シングルカットしたかった」とインタビューで答えていたくらい彼⼥が気に⼊っていた曲
です。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15465
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15465
https://bbsee.info/newbbs/id15464.html
https://bbsee.info/newbbs/id15319.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15466
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15466


 
電⾞ですから、加速度をつけて あなたを好きになる

なんて、最⾼ですよね。
 ほら ⾛りだしたわ あなたへのプロローグ

 なんて、電⾞の発⾞ベルに最適です。
 よって、Oh my loveで決定です。

Re:駅メロの進捗状況
15467 選択 幸（ゆき） 2014-09-23 22:26:36 返信 報告

添付は秦野市在住の友⼈から知らせて貰ったアンケート⽤紙です。

市⺠もファンも同じ形式ですね。
 どの２曲に決まるのか、楽しみ。
 （⾃分もそうですが）未だの⽅々、是⾮ご投票下さい。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15469 選択 幸（ゆき） 2014-09-24 03:21:12 返信 報告

[15462]陸奥亮⼦さん
 > 「負」は「フ」、「揺」は、「ヨウ」と読みます。続けると 

 > 「フヨウ」ですね。「フヨウ」には、「芙蓉」という字が有り 
 > ます。「芙蓉」は、アオイ科の落葉低⽊で、「はす」の別の 

 > 呼び名でも有ります。しかし、詳しく調べると、その他に、 
 > [１〕美⼈の形容 ZARD坂井泉⽔さんに、ピッタリ ですね。

> 次に、〔負」と「あの微笑・・・」の組み合わせだと、[負]と 
 > 〔笑」から、〔フショウ」で、少し、無理気味ですが、⼩⽥急 
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> 江ノ島線には、藤沢や⽚瀬江ノ島があるので〔湘南」の〔湘」 
> を取り、〔負笑]を〔富湘」にしちゃいます。⾺⿅⾺⿅しいです 

 > が、これなら、⼩⽥急さんの宣伝にもなるかな〜〜〜。

両⽅とも⾯⽩いですね。
 こういうの好きです。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15470 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-24 09:51:06 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、レス、有難う御座います。

> > 「負」は「フ」、「揺」は、「ヨウ」と読みます。続けると 
 > > 「フヨウ」ですね。「フヨウ」には、「芙蓉」という字が有り 

 > > ます。「芙蓉」は、アオイ科の落葉低⽊で、「はす」の別の 
 > > 呼び名でも有ります。しかし、詳しく調べると、その他に、 
 > > [１〕美⼈の形容 ZARD坂井泉⽔さんに、ピッタリ ですね。 

 > 
> > 次に、〔負」と「あの微笑・・・」の組み合わせだと、[負]と 

 > > 〔笑」から、〔フショウ」で、少し、無理気味ですが、⼩⽥急 
 > > 江ノ島線には、藤沢や⽚瀬江ノ島があるので〔湘南」の〔湘」 
 > > を取り、〔負笑]を〔富湘」にしちゃいます。⾺⿅⾺⿅しいです 
 > > が、これなら、⼩⽥急さんの宣伝にもなるかな〜〜〜。 

 > 
> 両⽅とも⾯⽩いですね。 

 > こういうの好きです。

私とSAKIさんやチョコレートさん達は、ZARD研究所の[オチャ

ラケ]メンバーですので、堅苦しい物ばかりでなくて、時には、

こういうのが、あってもいいでしょう。（笑）。
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[⾺⿅⾺⿅しい]事でも、真⾯⽬に研究される⽅も居られます。

先⽇、[ノーベル賞]では有りませんが、ユニークな研究をされ

た⽅に贈られる〔イグ・ノーベル賞」を、⽇本⼈が受賞しまし

た。〔バナナを踏むと、どうして滑るのか?〕という研究です。

今年で、８年連続で、⽇本⼈の受賞だそうです。＾－＾。

私の〔⾺⿅⾺⿅しさ」の中にも、少しですが、真⾯⽬な〔真

実」も有りま〜〜すよ。（笑）。１５４６２では、⻑くなるの

で、書きませんでしたが、ここで、述べたいと思います。

〔芙蓉」という⾔葉を私が、知って居るのは、私の〔⺟校」の

校歌の〔歌詞」に有るからです。〔芙蓉の⾼嶺〕で、出てきま

す。⼜、私の⼩学校の校歌では、〔富⼠の峰」で、やはり、出

てきます。東京、神奈川、静岡、⼭梨（もしかすると埼⽟、千

葉も）に有る「学校」の〔校歌」には、〔富⼠」や〔芙蓉」が

採⽤されている物が、多いかと思います。物はついでで、泉⽔

さんの〔⺟校の校歌」に付いても調べました。＾－＾。

平塚は、調べてなく、秦野市⽴⻄⼩学校と⻄中学校は、判りま

せんでしたが、神奈川県⽴伊志⽥⾼校の校歌の１番の初めに、

〔茜の雲に富⼠碧く、朝⽇の昇る相模灘〕と有ります。校歌

は、１番から、３番まで有りますが３番の初めは、〔ほのかに

薫る⼭百合の」と有ります。ここで、⼜⼜、私の強引な解釈で

す。（もう⾃分でも、笑うしかないですね）。 美⼈の形容に

は他に、「⽴てば、芍薬、座れば牡丹、歩く姿は、百合の花〕



が有ります。そう、〔百合」ですね〜〜〜。

泉⽔さんの〔⺟校の校歌〕で、別スレが⽴てられるかも〜〜。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15471 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-24 11:48:31 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

１５４７０の続きです。

〔負」と微笑の〔笑」で〔負笑」（フショウ）を強引に〔富⼠

⼭」と〔湘南]で、〔富湘]としましたが、泉⽔さんが、ZARD

デビュー前に、よく、湘南に⾏かれていたということでした

が、具体的には、何処だったのでしょうかね〜〜。

砂浜で友⼈の⽅達との写真が「ある雑誌」に掲載された事も有

りましたね。

⼩⽥急の江ノ島線には、[湘南台]駅が有りますが、DAYライト

さんの「この⾼いところ・・・・｣に出てくる[湘南平」は、こ

の湘南台の近くにあるかと思いましたが、違いましたね。

[湘南平]は、[⼤磯」の近くなんですね。泉⽔さんが、鉄道で

⾏くとすると、渋沢から、⼩⽥原経由で⼤磯で降りる⽅が早い

かな。⾞だと、どういうルートなんですかね。

[湘南]は、泉⽔さんにとっても、[思い出」と所縁の有る地域

でしょうから、私の予想する上位３曲の組み合わせで、[負]、

[揺」[笑」から、[フヨウ」と[フショウ」の何れかになるよ

うな気がします。([ヨウショウ）も無い訳では、ありませんが
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ね。＾－＾。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15472 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-24 18:05:07 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

本⽇３回⽬の投稿です。私の[⼤暴⾛」は、⾛り出すと、⽌まら

ない傾向が有ります。＾－＾。（⾃覚しているので、尚、酷い

のかもね）。

駅メロアンケートには、私は、[その他]に⼊れましたが、

[揺」に投票された⽅に、[揺れる想い」の替え歌を贈ります。

これまでに、私が投稿した内容を散りばめてみました。

⼩⽥急線には、[百合ヶ丘」と[新百合ヶ丘」がありますので、

泉⽔さんと⼀緒に[乗⾞」している感じで、お願いします。

即興で作成しましたので、⼀部のみです。

         （揺れる⼩⽥急）

      揺れる⼩⽥急 スピード感じて

      毎⽇通いつづけたい〜 IN MY TRAM

      駅が減速で  近づくよ〜

      満員電⾞が  今⽇も⾛る

      BIGGEST ZOOさん達を⾒ていたら

      今、[新百合ヶ丘」なのね〜〜

            （中略）

      揺れる⼩⽥急 スピード 感じて
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      このまま ずっと乗っていたい〜

      碧く聳える あの富⼠のような

      君と登って⾒たい〜 IN WORLD HERITAGE

TRAMの所は、SCHOOLやCOMPANYも、有ります。

WORLD HERITAGEは、[世界遺産」です。

字余りや歌い⾟い箇所もあるかと思いますが、ご愛嬌というこ

とで、御了承願いたいと思います。（笑）。

      

        

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15473 選択 noritama 2014-09-24 20:43:07 返信 報告

こんばんは

>平塚は、調べてなく、秦野市⽴⻄⼩学校と⻄中学校は、判りませんでしたが、

参考までに､
 ⻄中学校の校歌は､､

 4⽉の路上ライブin 渋沢「丹沢まつり」の時に⾏ったイベント会場の⻄中学校で､
 たまたま校歌の⽯碑を撮っていました(^^;

 

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15474 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-24 21:47:03 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

NORITAMAさん、早即のレス、有難う御座います。
 > 
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> >平塚は、調べてなく、秦野市⽴⻄⼩学校と⻄中学校は、判りませんでしたが、 
> 
> 参考までに､ 

 > ⻄中学校の校歌は､､ 
 > 4⽉の路上ライブin 渋沢「丹沢まつり」の時に⾏ったイベント会場の⻄中学校で､ 

 > たまたま校歌の⽯碑を撮っていました(^^;

４⽉２０⽇の路上ライブの時、パレードの合間に、吟遊詩⼈さ

んと２⼈で、⻄中学校に⾏き、NORITAMAさんとSTRAY所⻑さ

んと４⼈で、⻄中学校の校庭で、暫く、お話しましたね。

あの時は、記念に校舎の全景と丹沢⼭系をバックにグラウンド

からの遠景写真を４〜５枚撮影しただけで、校歌の⽯碑まで

は、気が付きませんでした。校歌の⽯碑の写真アップ、有難う

御座います。

少し、⾒難いのですが、[近くあふりね、近く富⼠」でしょう

か︖。伊志⽥⾼校の校歌の２番は、[⼤空⾼く(⾼の上に⼭冠

が付く）⼤⼭の  ⼤地をふまえそそり⽴つ」と在ります。

秦野市の隣の伊勢原市に[⼤⼭」があり、別名が、確か[⾬降

⼭]でしたかね。ですので、[⾬降り嶺」なのでしょうね。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15475 選択 noritama 2014-09-24 22:34:29 返信 報告

再びこんばんは

>少し、⾒難いのですが、[近くあふりね、近く富⼠」でしょうか︖。 
 >伊志⽥⾼校の校歌の２番は、[⼤空⾼く(⾼の上に⼭冠が付く）⼤⼭の⼤地をふまえそそり⽴つ」と在ります。 
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>秦野市の隣の伊勢原市に[⼤⼭」があり、別名が、確か[⾬降⼭]でしたかね。ですので、[⾬降り嶺」なのでしょうね。

『あふりね』の説明がありました｡
 http://hello21.com/?p=920

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E9%98%BF%E5%A4%AB%E5%88%A9%E7%A
5%9E%E7%A4%BE

 『⼤⼭』のことのようです｡ということで､⻄中学校の校歌にも『⼤⼭』は⼊っているということですね(^^)

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15476 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-24 22:52:08 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

NORITAMAさん、こちらも、再び、こんばんは〜〜。＾－＾。

再レス、有難う御座います。

> 
> 『あふりね』の説明がありました｡ 

 > http://hello21.com/?p=920 
 > http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E9%98%BF%E5%A4%AB%E5%88%A9%E7%

A5%9E%E7%A4%BE 
 > 『⼤⼭』のことのようです｡ということで､⻄中学校の校歌にも『⼤⼭』は⼊っているということですね(^^)

未だ、ご紹介のページを⾒ていませんが、⻄中学校と伊志⽥⾼

校の校歌には、[富⼠⼭」と[⼤⼭」の２つが共に存在するの

は、確かでしょうね。

取り急ぎ、お礼まで。＾－＾。
、

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15477 選択 sakura 2014-09-25 00:03:14 返信 報告
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皆さん、こんばんは。ご無沙汰しております。

遅くなりましたが、私も投票しました。「その他」です︕

まぁ、ZARDと聞いて「負けないで」が頭に浮かぶような、普通の⼈（浮かばない⼈を普通でないと⾔っているのではあり
ません（笑））がメインターゲットでしょうから、結果は⾒えていますが・・・。

 投票結果は、すべてオープンに開⽰して欲しいですね︕

投票画⾯で曲の⼀部が視聴できますが、そのフレーズがそのまま駅メロに採⽤されるような気がするのは私だけでしょう
か︖

ps
 この投票ですが、⼀度しか投票できないのでしょうか︖⼀⼈１回とは書いてないような気が・・・。

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15478 選択 幸（ゆき） 2014-09-25 00:27:52 返信 報告

noritamaさん、陸奥亮⼦さん、こんばんは。
 話題が少し⾶んじゃってますがm(_ _)m、まぁ許して貰いましょう。

[15475]
 > >伊志⽥⾼校の校歌の２番は、[⼤空⾼く(⾼の上に⼭冠が付く）⼤⼭の⼤地をふまえそそり⽴つ」と在ります。 

 > >秦野市の隣の伊勢原市に[⼤⼭」があり、別名が、確か[⾬降⼭]でしたかね。ですので、[⾬降り嶺」なのでしょうね。
> 
> 『⼤⼭』のことのようです｡ということで､⻄中学校の校歌にも『⼤⼭』は⼊っているということですね(^^)

元伊勢原市⺠としては、とても懐かしい︕。

これは想像ではありますが、「お・も・い・で」の歌詞に登場する♪遠ざかる○○⼭ は実は「⼤⼭」ではないかと思ってい
ます。語呂が合わないのと、伊⾖のキャンペーンソングなので「⼤室⼭」になっていて、秦野では中学の頃に遠⾜で良く
伊⾖の⼤室⼭に⾏くそうなので、その時を想い出されたのかも知れませんが、きっと「⼤⼭」は多感な⻘春期と伴に⼤切
に⼼に刻まれた存在なんだろうと思います。

少なくとも、⾼校⽣の時は毎⽇通学で「⼤⼭」を観ていたことは間違いなく、（⾃分も通勤で幾度となく観てますが）⼣
⽇はとっても綺麗で胸に焼き付いたことでしょう。
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Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15479 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-25 09:35:18 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

幸（ゆき）さん、レス、有難う御座います。
 > 

> 元伊勢原市⺠としては、とても懐かしい︕。 
 > 

> これは想像ではありますが、「お・も・い・で」の歌詞に登場する♪遠ざかる○○⼭ は実は「⼤⼭」ではないかと思って
います。語呂が合わないのと、伊⾖のキャンペーンソングなので「⼤室⼭」になっていて、秦野では中学の頃に遠⾜で良
く伊⾖の⼤室⼭に⾏くそうなので、その時を想い出されたのかも知れませんが、きっと「⼤⼭」は多感な⻘春期と伴に⼤
切に⼼に刻まれた存在なんだろうと思います。 

 > 
> 少なくとも、⾼校⽣の時は毎⽇通学で「⼤⼭」を観ていたことは間違いなく、（⾃分も通勤で幾度となく観てますが）
⼣⽇はとっても綺麗で胸に焼き付いたことでしょう。

そうでしたね。約１年前のミニオフ会で、お会いした時に、以

前は、伊勢原に住んでいたと仰られていましたね。＾－＾。

実を申しますと、私の会社に、製造部⾨が有りました時[現在

は、製造部⾨を徹退しています）、伊勢原にお得意様の内の

１社(仮にA社とします)が有りました。A社に、品物の納品と打

ち合わせ等の為、１００回位は伊勢原まで⾏きましたね。

社有⾞で、東名⾼速を厚⽊で降り、⼩⽥原ー厚⽊道路から、伊

勢原⽅⾯で右折して、⼩⽥急の踏み切りを渡ると、国道２４６

号線に⼊ります。すると、右前⽅に、[⼤⼭]が⾒えます。

２４６号は、渋滞している事が多いので、ゆっくりと⼤⼭を⾒
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ながら、運転していましたね。その後、伊勢原の⼯業団地内に

あるA社で⽤事を済ませて、同じ道で帰途に着きました。

いや〜〜、懐かしいですね〜〜。

後、もう１つ、[⼤⼭」には、家族と⼀緒に、１回だけ、登った

事が有ります。あれは、約２５年程前でしたかね。⼦供が未

だ⼩学校低学年の頃、麓付近から、頂上まで、登りました。

⼦供は、元気にドンドン先に⾏きましたが、階段の段差が以外

と有り、こちらは、ふーふーと、途中で息切れ状態。＾－＾。

帰りに、名物の[⾖腐料理」を⾷せなかったのが、⼼残りでし

たね〜〜。

此の儘ですと、駅メロアンケートの趣旨から、もう既に、外れ

ていて、幸（ゆき）さんに，御迷惑をお掛けしますので、別ス

レを⽴ち上がらせて戴こうかと思います。

それでは、皆さん、宜しくです。有難う御座いました。

本⽇9/25午後3時頃にFMヨコハマで
15481 選択 幸（ゆき） 2014-09-25 11:59:35 返信 報告

皆様

本⽇9/25午後3時頃にFMヨコハマで、商店会⻑さんなど
 地元の⽅々の⽣放送インタビューがあるそうです。

⾃分は出先かつ仕事で聞けませんが、聞ける⽅は是⾮。
 直接、どんな感じか分かるのではないかと思います。

時間は余り⻑くないようですが。
 取り急ぎ。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15481
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15481


Re:本⽇9/25午後3時頃にFMヨコハマで
15482 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-25 12:12:32 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

> 本⽇9/25午後3時頃にFMヨコハマで、商店会⻑さんなど 
 > 地元の⽅々の⽣放送インタビューがあるそうです。 

 > 
> ⾃分は出先かつ仕事で聞けませんが、聞ける⽅は是⾮。 

 > 直接、どんな感じか分かるのではないかと思います。 
 > 時間は余り⻑くないようですが。 

 > 取り急ぎ。

幸（ゆき）さん、お仕事、ご苦労様です。

別スレを開設しましたので、宜しくです。＾－＾。、

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15484 選択 吟遊詩⼈ 2014-09-25 12:47:16 返信 報告

sakuraさん、こんにちは
  

> ps 
 > この投票ですが、⼀度しか投票できないのでしょうか︖⼀⼈１回とは書いてないような気が・・・。

試しに投票してみましたがIPアドレスで管理されてるのか︖

同⼀ＰＣからでは性別、年齢を変えてもダメでした。（苦笑）

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15488 選択 noritama 2014-09-25 21:48:45 返信 報告

こんばんは

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15482
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15482
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15484
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15484
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15488
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15488


> この投票ですが、⼀度しか投票できないのでしょうか︖⼀⼈１回とは書いてないような気が・・・。 
>試しに投票してみましたがIPアドレスで管理されてるのか︖ 

 >同⼀ＰＣからでは性別、年齢を変えてもダメでした。（苦笑）

ある簡単なことで､､(苦笑)ですけれど､､ 
 アンケートの趣旨というか意味というか･･･それを尊重してあえて伏せときます(^^;

 多量の組織票だったり特定の⼈の偏りだったりすると良くないので､､アンケート投票の仕様はとりあえず理解してあげま
しょう｡

 

Re:明⽇(9/20)から駅メロアンケート開始
15489 選択 sakura 2014-09-26 01:29:02 返信 報告

吟遊詩⼈さん、noritamaさん、こんばんは。
 私の、少しとぼけた質問にレスいただいてありがとうございます。

 実際に試してもらったようで、すみません。
 アンケートの趣旨は理解していますので、あえて迷惑⾏為(?)は、やりませんが・・・。

メロディー花⽕詳細
15490 選択 stray 2014-09-26 12:18:29 返信 報告

皆さんこんにちは。

明後⽇（9/28（⽇））に開催される「秦野たばこ祭」で、
 「負けないで」のメロディ花⽕が打ち上げられますが、

 その詳細です。
 http://www.townnews.co.jp/0610/2014/09/25/252844.html

⾏かれる⼈は、是⾮ムービーを撮ってきてお披露⽬ください。

幸（ゆき）さん
 市⺠アンケートの⽤紙、どうもありがとうございます。

 これは秦野市が集計するでしょうから、⽣の投票数が出てくることに期待しましょう︕（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15489
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15489
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15490
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15490


友⼈さん
「Oh my love」が候補曲に⼊っていないのは、私も意外でした。

 「加速度つけて」「⾛りだしたわ」・・・駅メロにピッタリですよね︕

sakuraさん
 投票画⾯の視聴は、サビの部分（あるいは曲名がわかる部分）を抜き出したもので、

 駅メロの⻑さは１０秒前後ですが、当然サビの⼀部が使われるはずです。

> 投票結果は、すべてオープンに開⽰して欲しいですね︕

本命２曲が上位２曲に来れば、投票数も含めて開⽰されるんじゃないかと（笑）。

Re:メロディー花⽕詳細
15492 選択 幸（ゆき） 2014-09-26 13:43:30 返信 報告

[15490]stray所⻑
 > 明後⽇（9/28（⽇））に開催される「秦野たばこ祭」で、 

 > 「負けないで」のメロディ花⽕が打ち上げられますが、 
 > その詳細です。 

 > http://www.townnews.co.jp/0610/2014/09/25/252844.html 
 > 

> ⾏かれる⼈は、是⾮ムービーを撮ってきてお披露⽬ください。

28⽇は午前中まで都内で戻ってこないといけなくて残念ながら⾃分は⾏けませんが、魅⼒的で⾒ごたえありそうですね。
ご紹介↑ありがとうございました。

Re:メロディー花⽕詳細
15512 選択 sakura 2014-09-26 22:12:28 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 駅メロの⻑さは１０秒前後ですが、当然サビの⼀部が使われるはずです。

普通に考えると、そうですよね。

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15492
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15492
https://bbsee.info/newbbs/id15490.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15512
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15512


> 本命２曲が上位２曲に来れば、投票数も含めて開⽰されるんじゃないかと（笑）。

ということは、本命２曲が上位２曲に来なければ、どうなるのでしょう︖︖(笑)
 深く考えないようにします︕

Re:メロディー花⽕詳細
15523 選択 stray 2014-09-28 21:56:24 返信 報告

http://youtu.be/vbVQ7_dT7HM

↑⼩さい映像ですが、雰囲気は伝わるかと。

Re:メロディー花⽕詳細
15524 選択 myumyu 2014-09-28 22:32:49 返信 報告

 こんばんは、ごぶさたしております。myumyuです。（投稿はしていませんでしたが、読んではいました）
  stray所⻑、映像ありがとうございます。たばこ祭り⾏きたかったのですが、28⽇も仕事があり、翌⽇も仕事です。さら

に渋沢は遠く、夜の10時に終わってはその⽇のうちに⾃宅に着けませんので無念の断念をしていました。たしかに⼩さな
映像ですが雰囲気はうかがい知ることが出来ました。（よかったです）

  駅メロ、私も投票しました。最終的には何に決まるのでしょうね。楽しみであります。
  それから11⽉23⽇は⾏くつもりです。（午後２時ころには着けるかと）ＳＨのオフ会でお会いした皆さんにまた会えた

らうれしい限りです。

Re:メロディー花⽕詳細
15525 選択 noritama 2014-09-29 02:08:35 返信 報告

こんばんは

秦野たばこ祭の花⽕⾒てきました(^^)
 18:45頃秦野駅に到着して､､

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15523
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15523
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15524
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15524
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15525
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15525
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/20c217bfdcfb3cd86113244ac8a461fc.jpg


Re:メロディー花⽕詳細
15526 選択 noritama 2014-09-29 02:09:34 返信 報告

⼤勢の⼈とズラーっと並ぶ多くの露店にびっくり

Re:メロディー花⽕詳細
15527 選択 noritama 2014-09-29 02:15:32 返信 報告

何処がいいかな〜と､
 ⾒物の皆さんが座って待っている川沿いの⼩道に並んで座ったのですが､、

 花⽕が始まる頃になって､｢花⽕が始められませ〜ん。どいてくださ〜い」と･･･
｢もっと早くから⾔えよ」ってクレームいってる⼈も。当然ですね｡

 撮影場所すぐ探さないといけないからあせって移動したら､アナウンスで「⺠家の壁よりなら
OKです」とな(ｰｰ;

 探しに移動しちゃったよぉ･･･汗

Re:メロディー花⽕詳細
15528 選択 noritama 2014-09-29 02:20:13 返信 報告

⺠家の壁よりだと､花⽕が打ち上がる⽅向に⽴ち⽊が被っちゃうので､
 何処にしよう何処にしようと(滝冷汗)で･･･

 仕掛け花⽕はじまっちゃった(汗)

でも､最終的に移動して正解でした(^^)

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15526
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15526
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/316df47e848efa60f2904197ce470d49.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15527
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15527
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/bae3529f0210cc5a603ac708bb5e7797.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15528
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15528
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/077ab52e20c26fc6bde433e9d0c13bf1.jpg


Re:メロディー花⽕詳細
15529 選択 noritama 2014-09-29 02:23:47 返信 報告

シュルシュルシュルと来た花⽕が･･･

Re:メロディー花⽕詳細
15530 選択 noritama 2014-09-29 02:24:35 返信 報告

真っ⾚に灯って･･･

Re:メロディー花⽕詳細
15531 選択 noritama 2014-09-29 02:25:58 返信 報告

最後に､⽬の前煙で真っ⽩(笑)

Re:メロディー花⽕詳細
15532 選択 noritama 2014-09-29 02:31:44 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15529
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15529
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ad22e184c6cdfb585ad39195d1905acd.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15530
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15530
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2fe10492280508c5573e9de4397fa178.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15531
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15531
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/faa1331e559d91ff392d9d6adc6adbc5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15532
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15532
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1ef619e8db0fbdda6140ec29412b3ba0.jpg


さてさて待ってました打ち上げ花⽕が淡々と始まって､､
しばらくするとアナウンスがあって､､､

 ♪『負けないで』♪のメロディー花⽕が始まりました〜♪

︖･･･イントロで花⽕が打ちあがらないので･･･おやぁ? と思ってたら､､
 慎ましく打ち上がり始めました(^^;

Re:メロディー花⽕詳細
15533 選択 noritama 2014-09-29 02:33:35 返信 報告

キラキラ!

Re:メロディー花⽕詳細
15534 選択 noritama 2014-09-29 02:33:40 返信 報告

おぉハートだ(^^)

Re:メロディー花⽕詳細
15535 選択 noritama 2014-09-29 02:35:47 返信 報告

ハートは何個か上がって･･まわっちゃうからいろいろな向きが､､ご愛嬌(^^;

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1ef619e8db0fbdda6140ec29412b3ba0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15533
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https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15534
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15534
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/23676d53987033371f526c5c6eb56150.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15535
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15535
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7b806e466d358875191619d70dfe2091.jpg


Re:メロディー花⽕詳細
15536 選択 noritama 2014-09-29 02:38:41 返信 報告

よし!♡

Re:メロディー花⽕詳細
15537 選択 noritama 2014-09-29 02:41:30 返信 報告

綺麗!

Re:メロディー花⽕詳細
15538 選択 noritama 2014-09-29 02:44:16 返信 報告

♪ヘチャラな顔して♪で､ スマイル(微笑み)花⽕!!(笑)

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7b806e466d358875191619d70dfe2091.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15536
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15536
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/dbe1a0a2c9bd9241b3499318bf96f756.gif
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15537
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15537
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ebbb5ccb88b2cd2e2224917a325f903b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15259.html?edt=on&rid=15538
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15538
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2a3c550cc7e86e943696ee0529620811.jpg


Re:メロディー花⽕詳細
15539 選択 noritama 2014-09-29 02:46:27 返信 報告

ほら笑ってる(^^)

Re:メロディー花⽕詳細
15540 選択 noritama 2014-09-29 02:52:56 返信 報告

キラキラ!

Re:メロディー花⽕詳細
15541 選択 noritama 2014-09-29 02:53:58 返信 報告

ドドン

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2a3c550cc7e86e943696ee0529620811.jpg
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15541
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Re:メロディー花⽕詳細
15542 選択 noritama 2014-09-29 02:55:01 返信 報告

パッ

Re:メロディー花⽕詳細
15543 選択 noritama 2014-09-29 03:00:11 返信 報告

ハート♡

Re:メロディー花⽕詳細
15544 選択 noritama 2014-09-29 03:02:16 返信 報告

輪っか

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d.jpg
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Re:メロディー花⽕詳細
15545 選択 noritama 2014-09-29 03:06:07 返信 報告

輪がいっぱい

Re:メロディー花⽕詳細
15546 選択 noritama 2014-09-29 03:08:00 返信 報告

夜空を染めて

Re:メロディー花⽕詳細
15547 選択 noritama 2014-09-29 03:09:07 返信 報告

夜空を照らし
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Re:メロディー花⽕詳細
15548 選択 noritama 2014-09-29 03:09:58 返信 報告

曲が終わりました(^^)

後半はいっぱい花⽕が上がって良かったのですが､
 個⼈的には､イントロに花⽕とイントロのギター演奏が始まるところか歌い始めにドンと⼀発

インパクトが欲しかったです｡

三脚を使って撮っていないので腕がプルプルするのを我慢して撮ってました(笑)

Re:メロディー花⽕詳細
15549 選択 陸奥亮⼦ 2014-09-29 07:03:42 返信 報告

皆さん、おはよう御座います。陸奥亮⼦です。

NORITAMAさん、花⽕に⾏かれたんですね。＾－＾。

NORITAMAさんにとっては、殆ど地元でしょうけれども、

御苦労様でした。写真も腕が震えておられた割に、綺麗に

写っていますね。

特に、１５５３６は、連続映像のように⾒えますので、より

花⽕の雰囲気が出て、良いと思います。

そして、何処へでも⾏かれる⾏動⼒のあるNORITAMAさんです
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ので、⼜、宜しくお願い致します。

Re:メロディー花⽕詳細
15550 選択 幸（ゆき） 2014-09-29 11:36:13 返信 報告

[15523]stray所⻑、ありがとうございます。
 YouTubeの別の映像↓です。雰囲気が伝わってきました。

 ♪追いかけて 遥かな夢を
 ♪感じてね ⾒つめる瞳

 などの演出が特に良いですね。花⽕職⼈さん、観光協会に感謝です。この企画を来年も続けて貰えるといいなぁ。

http://www.youtube.com/watch?v=F5D0uK5uW_g&feature=share

noritamさん、沢⼭の御写真ありがとうございます。
 ハートマークは特に可愛いですね。現地に⾏かれた⽣の様⼦はいかがでしたでしょうか︖。

Re:メロディー花⽕詳細
15551 選択 stray 2014-09-29 12:16:42 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

お祭り参加＆夜中の編集作業（笑）どうもお疲れさまでした。
 ムービーをわざわざコマ落としされたのでしょうか︖

 それとも3分半の間、連写しまくったのでしょうか︖（笑）
ハート型花⽕はわざわざGIFアニメにして下さって、さぞかし⼤変だったと思います。

 ムービーを撮影されたのであれば是⾮アップお願いします。

noritamaさんが陣取られたのは、本町⼩学校の対岸ですよね︖
 移動させられたおかげで（笑）、⾼いビルの合間からバッチリ

 花⽕が⾒える良い場所を確保できたようで何よりでした。

打ち上げ場所が離れていると、花⽕が開く時のドンという⾳と
 曲のリズムを合わせることが出来ないので、難しいですね。
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しかも「負けないで」はメリハリが無いので（最初から最後まで元気な曲なので）
なおさら難しかったと思います。花⽕師さんも苦労されたでしょう。

 が、イントロで花⽕を上げないのは、ちと理解に苦しみます。
 観客のノリも今⼀つだったような・・・

ナレーション⼊りの映像がYTにアップされてますが、
 https://www.youtube.com/watch?v=uS0CEa9_DGU

途中、何を⾔っているか聞き取れないところがあります。
 もし覚えておいでしたら、埋めてもらえませんでしょうか。

------------------------------------------------------------
 （この前にさらに前フリがあったのか︖）

故・坂井泉⽔さんがボーカルを務めるZARDの名曲「負けないで」に合わせたメロディ花⽕を打ち上げます。

この曲は⼀⼈の⼥性の想いが、夢と希望と勇気を与える⼈⽣の応援歌です。
 明⽇に向かって・・・・・

（聞き取れない）

・・・そんな気持ちを明るくダイナミックな花⽕にしました。

名曲「負けないで」の歌詞や曲に合わせたメロディ花⽕、どうぞお楽しみ下さい。
 ------------------------------------------------------------

Re:メロディー花⽕詳細
15553 選択 noritama 2014-09-29 21:10:21 返信 報告

こんばんは

>現地に⾏かれた⽣の様⼦はいかがでしたでしょうか︖。 
⻑年すぐ近くにいながら､初めて⾏ったので､こんなに盛⼤に露店が出る祭だったんだ－って感じです｡

 昔､泉⽔さんも楽しまれたのではないでしょうか(^^) ⼤⼈から⼦供まですごい⼈出でした｡
 もうちょと早く⾏きたかったのですが､別の⽤事を済ませてからでしたので､露店は楽しめませんでした(^^;
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花⽕後の店じまいし始めたところをふらっと歩いてきました(笑)
市役所などのブースでは駅メロのアンケートとか採っていたのかな?? それがちょっと気になりました｡

>写真も腕が震えておられた割に、綺麗に写っていますね。 
 >ムービーをわざわざコマ落としされたのでしょうか︖ 

 >それとも3分半の間、連写しまくったのでしょうか︖（笑） 
 >ハート型花⽕はわざわざGIFアニメにして下さって、さぞかし⼤変だったと思います。 

 元々はムービーです。タイミングよく午前中の⽤事で使って､そのまま預かっていたので撮ってみました｡
 写真では･･･いいカメラと機材･三脚などと撮るコツとタイミングが必要だと思うので､今の私には無理です(^^;;

 夜の撮影は何度も失敗してますから(笑)

打ち上げ花⽕を､⾳楽の無い最初から最後までズーっとムービーで撮って､､
 帰宅してからから映像を観て､フリーソフトの"WinShot"キャプチャしました｡

ただ､単に"WinShot"で､"Windows Media Player"や"GOM Player"の画⾯をキャプチャすると真っ⿊画⾯しか取れない
ので･･･(笑)

 適当な映像を⼀時"Windows Media Player"で再⽣⇒⼀時停⽌して置いて､､真っ⿊に写ってしまう内部的な処理部分?(そ
ういう仕様らしいです･･)を(笑)使⽤中にしておき､

 "GOM Player"で⽬当ての映像を再⽣して、"WinShot"でキャプチャすると必要なサイズで画像が切り出せます｡
 GIFアニメはソフトでかんたん作成です｡キャプチャしたものを3枚つなげました(^^)

>ムービーを撮影されたのであれば是⾮アップお願いします。 
 少し揺れていて(笑)周辺観客の⼦供のぐずり声と､河川敷のたいまつのパチパチ⾳がうるさいですが(^^;;

 YouTubeのアカウントとって､､明⽇あたりまでにはと･･･少々お待ちを(^^)
 YouTubeは､MPEG4アップできるのかな??『負けないで』の部分抜き出してファイルサイズは210MBぐらいです｡

>noritamaさんが陣取られたのは、本町⼩学校の対岸ですよね︖ 
 >移動させられたおかげで（笑）、⾼いビルの合間からバッチリ 

 >花⽕が⾒える良い場所を確保できたようで何よりでした。 
 ピンポン! 正解(^^) 本町⼩学校の真横対岸は駄⽬だと⾔われて、少し秦野橋寄りに⾏きました。

 川沿いの⽬の前頭上の提灯･電線･⼈が⼊らない場所がたまたまあいてよかったです｡ よくみると"捨てないで"看板あります
(笑)

 秦野橋のところのあの⾼いビル･･昔は無かったと思います｡



 
[15523]はたぶん秦野橋辺りから撮っているのではないかと｡
私もビルの間に⾒えそうなそこにしようかと悩みましたが打ち上がる⽅向が定かでなかったのでやめました｡

>途中、何を⾔っているか聞き取れないところがあります。 
 >もし覚えておいでしたら、埋めてもらえませんでしょうか。 

 ムービーを観て聴いてみると､エコーがかかって聴き取り難いですが､「元気な⼀歩を踏み出そう」みたいです｡
 

Re:メロディー花⽕詳細
15554 選択 stray 2014-09-29 21:34:49 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

たしかに川沿いの提灯と露店の数が半端ないですね︕
 東京新聞の記事によると３５０店の露店が並んだとか。

 神奈川中の露天商が⼤集結したのでは(笑)。
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20140925/CK2014092502000146.html

ムービーですが、わざわざYTのアカウントを取らなくても、MPEG4を
 filebank等にアップして、軽チャーにURLをアップしてもらうだけでOKです。

> 「元気な⼀歩を踏み出そう」みたいです｡

了解です、ありがとうございます。
 アナウンス終りからイントロ出までの無⾳状態も⻑すぎでしたね(笑)。

Re:メロディー花⽕詳細
15556 選択 noritama 2014-09-29 22:25:50 返信 報告

strayさん こんばんは

>filebank等にアップして、軽チャーにURLをアップしてもらうだけでOKです。 
 了解しました。そうします(^^) 

 ただいまストレージにアップロード中です｡
 回線遅いので時間がかかる〜(笑)
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>アナウンス終りからイントロ出までの無⾳状態も⻑すぎでしたね(笑)。 
期待して待っているとより⻑く感じますね(笑)

 打ち上げ現場と連絡･取り合ってタイミングをはかってやっていたのでしょうきっと｡ そんな無⾳の間ですね｡
 [15550]で 幸(ゆき)さんの紹介された､YouTube映像では､号令のような･･交通整理のような(笑)笛の⾳が⼊ってますね｡

本町⼩学校⽅⾯からの映像っぽいです｡

Re:メロディー花⽕詳細
15557 選択 stray 2014-09-30 08:34:16 返信 報告

noritamaさんからムービーを頂戴して、YTにアップしましたのでご覧下さい。
 http://youtu.be/RoM_VdCdQrw

noritamaさん、どうもありがとうございました︕
 YTにいくつかアップされている中でnoritamaさんのがベストムービーです。

> 打ち上げ現場と連絡･取り合ってタイミングをはかってやっていたのでしょうきっと｡ そんな無⾳の間ですね｡

会場「準備よろしいでしょうか︖」
 ⼭頂「はい、OKです︕」

 会場「では、曲をかけます」

といった会話が交わされたに違いないですね（笑）。

ナレーションの⼀番最初は、
 「これより秦野市にゆかりのある、故・坂井泉⽔さん・・・」ですかね︖

Re:メロディー花⽕詳細
15563 選択 noritama 2014-10-01 00:29:00 返信 報告

strayさん こんばんは

YouTubeアップありがとうございます｡
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>ナレーションの⼀番最初は、 
>「これより秦野市にゆかりのある、故・坂井泉⽔さん・・・」ですかね︖

ですね。
 打ち上げ花⽕部分はズーッと⽌めずに連続で22分くらい撮っていましたので(^^;､

 YouTubeにアップしていただいた『負けないで』映像より前の部分の撮りはじめから9分半ぐらいは､アナウンス･ナレーシ
ョンも⾳楽もなく淡々と花⽕が上がってました｡

 

Re:メロディー花⽕詳細
15564 選択 pine 2014-10-01 12:11:17 返信 報告

noritamaさん 皆さん こんにちは

メロディー花⽕、拝⾒しました。
 ２２分間も腕プルプル状態で、お疲れ様でした。（笑）

 でもブレていない所がすごいですね。ありがとうございます。m(^^)m
 曲に合わせて花⽕が演出されていて、ハートやニコちゃんがかわいいですね。

 来年以降も続けてもらえると嬉しいですね。違う曲の花⽕も⾒てみたいです。(^^)

Re:駅メロの進捗状況
15658 選択 Awa C62 2014-10-20 06:21:22 返信 報告

[15467]幸（ゆき）:
 >未だの⽅々、是⾮ご投票下さい。 

 遅くなりました。まる1⽇じつくり選曲に取組みたいと思ひつつ,なかなか忙しく,いつかいつかと思つてゐるうちにとうと
う締切間際のギリギリセイフになつて了ひました。

 上り「Ready Go!」,下り「あの微笑みを忘れないで」を選びました。上りには「しんどくても学校や職場に向ふ元気がわ
くやうな歌を」,下りは「明⽇も頑張る元気がわくやうな歌を」と考へて推薦しました。下り線は初めからほぼ「あの微笑
〜」に決めてゐましたが,上り線は未定でした。オフィシャル ブツク『きっと忘れない』に依ると,泉⽔さんはどちらかと
いふと夜型の⼈だつたやうで,作品も⽇暮れ時から夜を舞台にしたものが多く,朝を舞台にした作品が意外に少ない事に気付
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いた次第です(歿後のファンで不熱⼼で不勉強なファンである私は,殆ど知らないといつても過⾔ではありません。)。上り
線の選曲には苦労しました。⼿許にあるCD,DVDの歌詞カードを精査した結果,「Ready Go!」に決めました。

Re:駅メロの進捗状況
15670 選択 幸（ゆき） 2014-10-23 11:41:58 返信 報告

[15658]Awa C62さん
 > 上り「Ready Go!」,下り「あの微笑みを忘れないで」を選びました。

両曲とも趣旨等と合っていて良いですね。

さて、皆様
 既にご欄になられたかと思いますが、下記WEZARDにて

 >「結果につきましては、駅メロ開始⽇の決定も含めて 
 > 11⽉下旬に発表させていただきます。 

 >※10⽉下旬に駅メロ楽曲を発表させていただく予定でしたが、 
 >公共施設でのアンケートの集計結果および現在調整中の駅メロ開始⽇とともに、 

 >次⽉発表させていただくこととなりました。」 
 http://wezard.net/ekimero/vote/close

 とアナウンスされました。

発表をもうしばらく待ちましょう。
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