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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18238 選択 幸（ゆき） 2016-02-04 12:31:11 返信 報告

ファンの皆様

⼀昨年12/23から故郷渋沢で「負けないで」と「揺れる想い」
 の駅メロが流れ、駅前には商店会のご厚意で記念プレートも

 設置されていることはご存知かと思います。

南⼝にはお好きだったカラーのプランターも置かれてまずが、
 今年も花を咲かせるよう肥料を与えるこの機会にZARD YEAR
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25周年のお祝いの意味を込めて、以下のランチ・ミニ演奏会
を合わせて企画しました。①②とも⾬天決⾏です。

①カラーの球根への肥料やり
 ⽇時︓3/27(⽇) 

  ⼩⽥急 渋沢駅南⼝ 駅メロ記念プレート前に午前 11時集合
 野外作業で特に⼈数制限はありません。参加表明や登録は

 不要でご⾃由にご参加下さい。

②ランチ・ミニ演奏会 
  同⽇ 11:45頃に近隣のレストラン到着〜15時まで

 演奏時間帯︓ 
  デザートが届く頃から30分程度 

 会費︓ 男性5000円、⼥性4000円 
  着席フレンチコース料理、ドリンク1杯込

  ①の作業直後に前もって集⾦します、ご協⼒願います。

座席最⼤数20⼈(演奏者と機材担当者を除くと13⼈)まで限定
 となる為、基本的に先着順で、過去に渋沢での路上ライブに

 ご参加下さった⽅々を優先して、参加受付致します。

stray所⻑、この場をお借りしてm(_ _)m
 ランチ・ミニ演奏会へのご参加を、本件への返信でお早めに

 ご表明下さい。⼈数に達した時点で受付終了致しますこと、
 ご了承願います。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18240 選択 狐声⾵⾳太 2016-02-04 12:39:27 返信 報告

幸(さん)、皆さん今⽇は。
 早速参加の表明です。

 宜しくお願いします。
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18241 選択 noritama 2016-02-04 12:58:55 返信 報告

こんにちは

カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会参加
 でお願い致しますm(_ _)m

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18242 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-04 13:07:52 返信 報告

こんにちは、両⽅共に参加希望です。よろしくお願いします。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18243 選択 彦パパ 2016-02-04 13:23:33 返信 報告

こんにちは。参加希望です。よろしくお願いいたします︕

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18244 選択 彦パパ 2016-02-04 13:25:30 返信 報告

⾔葉が⾜りませんでした。両⽅とも参加希望です。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18245 選択 陸奥亮⼦ 2016-02-04 13:29:22 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

参加を希望致します。宜しくお願い致します。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
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18246 選択 幸（ゆき） 2016-02-04 15:05:01 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、noritamaさん、吟遊詩⼈さん、彦パパさん、陸奥亮⼦さん、早々のご表明ありがとうございます。

mixiでも同時に先着順受付してますので、ご検討の⽅は早めに決断してお知らせ下さい。
 今のところ⼈数に未だ余裕があり⼤丈夫ですが、この⼿の企画はそうそう出来ないゆえ⼀期⼀会となるかも知れません。

是⾮お⾒逃しなく。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18618 選択 幸（ゆき） 2016-02-18 10:18:54 返信 報告

補⾜です。

今回、歌い⼿さんは、常にZARD曲はカラオケで満点で、ニコ⽣でも寺尾さんに紹介された綾さんです。↓
 https://twitter.com/ZARD_25th_Anniv

楽器はツインのアコギです。
 選曲リストは未確定ですが、⽣ギターに合った感じになるのだろうと予想してます。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18629 選択 Awa C62 2016-02-19 20:37:43 返信 報告

[18246]幸（ゆき）:
 御無沙汰してゐます。つい2,3⽇前まで氣が付きませんでした。遅い表明ながら,参加申込みます。ランチ。ミニ演奏会ま

で

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18631 選択 myumyu 2016-02-20 00:37:15 返信 報告

こんばんは。幸さん、myumyuです。3⽉27⽇の肥料やりとランチ・

ミニ演奏会に参加したいのですが、まだ⼤丈夫でしょうか。⽇程調

整に⼿間取っていたため連絡が遅れてしまいました。可能なら参加
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したいのですが、いかがでしょうか。ランチ・ミニ演奏会が締め切

っていても肥料やりには参加したいと思っています。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18634 選択 幸（ゆき） 2016-02-20 19:00:56 返信 報告

[18631]myumyuさん、AwaC62さん、こんばんは。

肥料やりとランチ・ミニ演奏会のご参加、受け賜りました。
 ⼈数的には未だ⼤丈夫です、ご安⼼下さい。

迷ってる⽅がいらっしゃいましたら、あと数名で定員20⼈の締め切りとなりますので、お早めにご表明下さい。
 やむを得ない事情を除き、直前のキャンセルはご勘弁願います。

 よろしくお願いします。

迷ってる⽅は急いで︕
18715 選択 幸（ゆき） 2016-03-02 10:32:16 返信 報告

皆様

3/27(⽇)のランチ・ミニ演奏会へのご参加を検討されてる⽅は急いで下さい、座席数上限から残り４名です。
 mixiでも募ってますが公平性の観点から先着順としておりますことをご了承下さい。

貸切にする為にあと数名は必要で、来週にはお店に⼈数報告をしないといけない事もあり、迷われてる⽅は⾄急ご表明願
います。ご協⼒下さい。

なお、既にご表明の⽅々は登録済でご⼼配は不要です。

企画内容を以下に転記しておきますね。多分、⼀期⼀会となるこの機会をお⾒逃しなく︕

４名程度が集まるまで、しばらく本レスを下げないで頂けると⼤変助かりますm(_ _)m。

[18238]
 > ⼀昨年12/23から故郷渋沢で「負けないで」と「揺れる想い」 

 > の駅メロが流れ、駅前には商店会のご厚意で記念プレートも 
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> 設置されていることはご存知かと思います。 
> 
> 南⼝にはお好きだったカラーのプランターも置かれてまずが、 

 > 今年も花を咲かせるよう肥料を与えるこの機会にZARD YEAR 
 > 25周年のお祝いの意味を込めて、以下のランチ・ミニ演奏会 

 > を合わせて企画しました。①②とも⾬天決⾏です。 
 > 

> ①カラーの球根への肥料やり 
 > ⽇時︓3/27(⽇)  

 >  ⼩⽥急 渋沢駅南⼝ 駅メロ記念プレート前に午前 11時集合 
 > 野外作業で特に⼈数制限はありません。参加表明や登録は 

 > 不要でご⾃由にご参加下さい。 
 > 

> ②ランチ・ミニ演奏会  
 >  同⽇ 11:45頃に近隣のレストラン到着〜15時まで 

 > 演奏時間帯︓  
 >  デザートが届く頃から30分程度  

 > 会費︓ 男性5000円、⼥性4000円 
>  着席フレンチコース料理、ドリンク1杯込 

 >  ①の作業直後に前もって集⾦します、ご協⼒願います。 
 

Re:不参加の報告するかわりに、⼩⽥急線ダイヤ改正についてのご報告
18716 選択 ひろき 2016-03-02 12:33:10 返信 報告

幸（ゆき）さんこんにちは。ひろきです。

さて、２７⽇のイベントの件ですが、ぼくは近畿地⽅の神⼾の在住であることから、神奈川県の渋沢へ⾏くことはちょっ
と厳しいです。不参加という形になってしまいますが申し訳ございませんm(_ _)m

 渋沢でのイベントが、良い形になることを祈ります。(^_^)
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渋沢駅へ⾏かれるみなさんにご報告があります。
18633を上げましたが、今⽉２６⽇の⼟曜⽇に⼩⽥急線がダイヤ改正します。

 渋沢駅の発⾞時刻が例年より⼤幅に変わります。
 18633（あるいは18676）のレポートは、すでにダイヤ改正の詳細が上がっていますので、そちらの⽅にも確認をお願い

します。
 ２７⽇のイベントで渋沢駅、⼩⽥急電⾞を⾏かれる⽅は特にダイヤ改正をご注意ください。

⼩⽥急電鉄での新しい時刻表は上旬頃（９⽇まで）に公表されます。
 ⼩⽥急電鉄のホームページ www.odakyu.jp/

Re:迷ってる⽅は急いで︕
18717 選択 kei 2016-03-02 16:11:33 返信 報告

幸さん、はじめまして。 keiと申します。

以前よりZ研の皆様情報に接しいて今年はじめてstrayさんへ
 ⼀度感謝のメールをさせていただきました。

 仕事等もあり暫く⼀⼈で悦に浸っていましたが
 近年イベントの参加が増えZARD愛が再燃してしまいました。

連絡が遅くなり、未だどなたとも⾯識ありませんが、
 末席で結構ですので三⽉⼆⼗七⽇の肥料やりと

 ランチ会⾷に参加させていただきたくお願い申し上げます。

Re:迷ってる⽅は急いで︕
18718 選択 幸（ゆき） 2016-03-02 17:11:35 返信 報告

[18717]keiさん、はじめまして。
 ⻘のAZ版でコメント等された⽅でしょうか︖、間違ってたらスミマセン。

 > 末席で結構ですので三⽉⼆⼗七⽇の肥料やりと 
 > ランチ会⾷に参加させていただきたくお願い申し上げます。
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ご参加表明、ありがとうございます。
幹事のたかZさん（ひょっとして彼のブログに以前コメントされてませんか︖）に確認中ですので、しばらくお待ち下さ
い。

[18716]ひろきさん、今回は残念ですがまた機会があればお願いします。
 ⼩⽥急の新時刻表のご紹介、ありがとうございました。特にロマンスカーに乗られる⽅は事前チェックがお勧めですか

ね。

Re:迷ってる⽅は急いで︕
18721 選択 ひろき 2016-03-02 23:22:46 返信 報告

幸（ゆき）さんこんばんは
 > ⼩⽥急の新時刻表のご紹介、ありがとうございました。特にロマンスカーに乗られる⽅は事前チェックがお勧めですか

ね。

特急ロマンスカーでの渋沢駅には終⽇停まりません。特急料⾦が⼊ります。
 新宿から乗るには、快速急⾏あるいは急⾏が最適です。

 快速急⾏を乗ると最速達されます。ただし本厚⽊ー新松⽥間の快速急⾏と急⾏は終⽇各駅となるため、本厚⽊の各駅から
渋沢駅到達には約22分前後は要されます

 ⼩⽥原駅から快速急⾏あるいは急⾏に乗ると、⼩⽥原ー新松⽥まではノンストップし、新松⽥の各駅から次の１つ⽬が渋
沢駅になります

Re:迷ってる⽅は急いで︕
18723 選択 幸（ゆき） 2016-03-03 08:30:14 返信 報告

[18717]keiさん

幹事のたかZさんに確認が取れましたので、ランチ・ミニ演奏会を含めご参加受付を確約致します。
 お会い出来ること楽しみです。

取り敢えず（急遽キャンセルが出なければ）貸切⼈数には達しましたので、別スレで盛り上げて頂いて⼤丈夫です。
 ご協⼒ありがとうございました。
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取り急ぎ。

Re:迷ってる⽅は急いで︕
18724 選択 kei 2016-03-03 13:21:04 返信 報告

幸さん、ご連絡ありがとうございます。
 ⾷事会ミニ演奏会楽しみにしています。

今週は花粉症に苦しんでいますが、27⽇の⾷事会まで
 インフルエンザも、貰わない様に気を付けます。

また、ご列席の皆様⽅何卒よろしくおねがいします。

Re:別の⼈のようです
18728 選択 同じハンドルネームですが 2016-03-03 18:42:09 返信 報告

[18718]幸（ゆき）:
 > [18717]keiさん、はじめまして。 

 > ⻘のAZ版でコメント等された⽅でしょうか︖、間違ってたらスミマセン。 
 > > 末席で結構ですので三⽉⼆⼗七⽇の肥料やりと 

 > > ランチ会⾷に参加させていただきたくお願い申し上げます。 
 > 

> ご参加表明、ありがとうございます。 
 > 幹事のたかZさん（ひょっとして彼のブログに以前コメントされてませんか︖）に確認中ですので、しばらくお待ち下さ

い。 
 > 

突然の書き込み、失礼いたします。

実は昨⽇(3/2）夜の12︓30頃、仕事から帰宅途中、終電を待っている間に、こちらのサイトを⾒ていたのですが、
 18717番の書き込みを⾒つけてびっくりしてしまいました、

 実は私は、以前にAbout Zardサイトの掲⽰板でkeiというハンドルネームで書き込みをしていた者ですが、18717番で参
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加表明をされた、keiさんとは同じハンドルネームですが、別の⼈物です、よくネットの世界ではたまたま同じハンドルネ
ームを使っているなんてことがよくありますので。

18724番の書き込みで再びkeiさんが返信されておりますが、幸さんが思い込んでいる⼈とは違う⼈ですよ、といった内容
の⽂⾯がなかったため、確認のため、私の⽅からも書き込みをさせていただきました。幸さんがおっしゃられたように、
以前にたかZさんのブログにコメントしていたのは私です。

たかZさんに連絡されたようですが、たかZさんも完全に勘違いされているかと思いますのでお⼿数ですが、今回参加を表
明されたkeiさんは、たかZさんの知っているkeiさんとは、別の⼈ですよと再度ご連絡をお願いいたします。あと、この書
き込みを幸さんが確認しましたよとご返信いただけると安⼼しますのでお願いいたします。

確か、以前、中野サンプラザのスクリーン・ハーモニーの時、開演前に少しだけですが、対⾯してご挨拶したことがあり
ましたが覚えていらっしゃいますでしょうか︖もう私の顔はほとんど記憶にないかとは思いますが、少しでも覚えていら
っしゃれば、当⽇現れた⽅とは全然別の⼈だとお分かりになるかと思います。

あと、今頃こんな話をして⼤変恐縮ですが、駅メロ実現までの幸さんの地道で根気強い活動には、⼤変に感⼼させられて
しまいました、この場をお借りして申し上げさせていただきます

 ⼀昨年になりますが、12⽉中は仕事のほうが忙しいため、年が明けてから渋沢駅に駅メロを聴きに⾏って来ました

Re:別の⼈のようです
18729 選択 key(kei) 2016-03-03 20:36:10 返信 報告

 
本家keiさん、幸さん、たかZさん、この度は同じネームでの

 投稿で勘違いをさせてしまい申し訳ありませんでし。m(__)m

今年になって、初めての投稿とさせて頂きましたが、不慣れもあり失礼いたしました。

keiさん、すいませんでした。

そこでネーム変更をお願いします。
  

  kei ⇒ key とさせていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。

https://bbsee.info/newbbs/id/18238.html?edt=on&rid=18729
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Re:別の⼈のようです
18733 選択 幸（ゆき） 2016-03-04 12:05:06 返信 報告

[18728]同じハンドルネームですが(kei)さん お忙しいところお知らせ下さり、ありがとうございます。
 たかZさんにもお伝えし、本件覗いたそうです。

> 確か、以前、中野サンプラザのスクリーン・ハーモニーの時、開演前に少しだけですが、対⾯してご挨拶したことがあ
りましたが覚えていらっしゃいますでしょうか︖

はい何となく思い出しました。
 駅メロは、⼩⽥急＆秦野市＆B社、地元の皆様、サポータを含めた多くのファン、偶然︖、のご協⼒があっての実現でし

た。訪れて下さって嬉しいです。

[18729]keyさん、偶然同名だったものの混乱を避ける為にご改名下さったのですね。

さて、皆様、座席数の関係で若⼲名ならご参加受付できる可能性が未だあります。
 mixi等とも先着順ゆえ、迷ってる⽅は早めの決断をお願い致します。

あと、ランチ・ミニ演奏会にご参加される⽅々へ
 午後3時には↑は終わる予定ですが飲み⾜らないと思うので、もうちょっと⼤丈夫なら、4時過ぎ頃︖まで商店会でと個⼈的

に思ってます。
 暖かくなるであろうこの季節、コロッケ等をつまみに、酒屋の⾓打ちで店舗前で安上がりにグビグビと^^、数⼈お付き合

い頂けると嬉しいなぁ。

[16454]←駅前商店会について
 「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」に記帳も出来るので、渋沢を訪れた際に是⾮覗いてみて。結構、遠⽅か

らファンが来てくれてますよ。

Re:不参加の報告するかわりに、⼩⽥急線ダイヤ改正についてのご報告
18737 選択 Awa C62 2016-03-05 06:44:54 返信 報告

[18716]ひろき:
 ぼくは近畿地⽅の神⼾の在住であることから、神奈川県の渋沢へ⾏くことはちょっと厳しいです。不参加という形になっ
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てしまいますが申し訳ございませんm(_ _)m
> 渋沢でのイベントが、良い形になることを祈ります。(^_^) 

 ⼈間蒸気機関⾞ Awa C62(アワ シロクニ)からの提案
  もし旅費の⼯⾯が難しいといふ事であれば,⼀つ提案があります。⾼知からでも3万チヨツトで⾏き来できるので,神⼾か

らなら2万位で⾏き来できるのではないでせうか。
 往路 3/26 神⼾〜三宮･･･東海道線普通 三宮(0:13)〜3/27 熱海(5:43)･･･寝台特急 サンライズ瀬⼾(もしくは出雲) 

熱海〜⼩⽥原･･･東海道線普通 ⼩⽥原〜澁澤･･･⼩⽥急線
 帰路 3/27 澁澤〜⼩⽥原･･･⼩⽥急線 ⼩⽥原(18:08)〜名古屋(19:17)･･･ひかり523 名古屋(19:23)〜新⼤阪(20:1

3) 新⼤阪〜 東海道線快速
 寝台特急 サンライズ瀬⼾(もしくは出雲)･･･寝台料⾦のかからないノビノビ座席(絨毯敷きの雑⿂寝寝台,但し1⼈毎の仕切

りあり)といふ格安席があります。⾃由席なら途中で乗り継いでも⼩⽥原〜新⼤阪間1枚通しの新幹線特急券で乗れます。
  

 今⽉２６⽇の⼟曜⽇にダイヤ改正
  新幹線や寝台列⾞のダイヤが⼤幅に変る事はまづ無いとは思ひますが,なほ改正号の時刻表を御確認ください。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18835 選択 Awa C62 2016-03-17 09:00:17 返信 報告

[18634]幸（ゆき）:
 > [18631]myumyuさん、AwaC62さん、こんばんは。 

 > 肥料やりとランチ・ミニ演奏会のご参加、受け賜りました。 
 > やむを得ない事情を除き、直前のキャンセルはご勘弁願います。 

 誠に申訳ありません。今朝⽅地区⻑から「3/27(⽇)19:00〜年度末の地区総会を開く。」との知らせを受けました。
役員の改選もあり,出ないと⽋席裁判でどんな難儀な役どころを押し付けられないとも分りません。残念でなりませんが,断
念します。10⽇前のキャンセルでは遅すぎますか︖

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18847 選択 幸（ゆき） 2016-03-18 11:46:06 返信 報告
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[18835]Awa C62さん
残念ですがキャンセル承りました（ギリギリ間に合いました）。また11/23是⾮お越し下さい。

ご参加予定の皆様
 例年より早めに当⽇は「桜まつり」も開催されるようです。

 お会いできるのを楽しみにしております。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のお知らせ
18883 選択 幸（ゆき） 2016-03-26 13:49:58 返信 報告

皆様

ボーカルの綾さんが今夜のTVに出演されるそうです。
 カラオケ100点満点のにZARD曲は何曲⼊ってるのかな︖

■番組名 
 SmaSTATION!!

■放送⽇時 
 2016/03/26(⼟) 23:15- 

 テレビ朝⽇ 
http://www.tv-asahi.co.jp/ss/

■内容 
 SmaSTATION︓カラオケ⾼得点狙う歌い⽅のコツ＆90年代ランキング

明⽇、お会い出来る皆様、味わい深い⽇となりますように。
 

カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18887 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-27 23:51:53 返信 報告

こんばんは、もう⽇が変わりますが、本⽇渋沢の⽅へ

カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会に参加して来ました。
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今年３回⽬の泉⽔さんの⽉命⽇に有意義な⼀⽇を送れました。

参加された⽅、本⽇はご苦労さまでした。

企画された幸(ゆき)さん他サポーターの⽅々、minicallaの

バンドメンバーの⽅々、有難うございました。

以下写真を交えてレポします。
 

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18888 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-27 23:56:52 返信 報告

まずは11時に渋沢駅南⼝ロ－タ－リ－に集合

毎度御馴染のメンバ－が集結（笑）

何回も参加してると知り合いが増える・・・

これもイベント参加の楽しみですね

カラ－球根を掘り起こし肥料をやり、⽔をかけながら

みんなで⽴派に開花するようにと祈りました。（笑）

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18889 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-27 23:59:45 返信 報告

ランチオフ会のお店に到着、くじ引きで席順を決めます

さて何処になるやら︖

幸（ゆき）さんが袋を差し出し順番に引かせてる絵です。

http://www.restaurant-people.com/
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18890 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 00:17:53 返信 報告

くじ引きで引いたくじがみんな写真が違うんです。

裏に席の番号が書いてありました。

私の引いたものはメッセ－ジ付きです。

う〜んこの写真といいメッセ－ジ良いですね（笑）

普段の⾏いが良いから・・・︖

店の中ではZARDの⾳楽がかかっていてZARD Restaurantの雰囲気です。

最初ＣＤかと思っていたらminicallaバンドメンバ－がリハ中でした。

それにしても ボーカルの綾さん、上⼿過ぎ︕︕まんまと騙された（笑）

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18891 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 00:32:40 返信 報告

御料理の数々素敵です。久々のフレンチコ－ス料理

各⾃好きな飲み物を頼んで・・・

まずは前菜からこれはテリ－ヌでしょうか︖

⾒事な⾊彩です。

パンも振舞われました。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18892 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 00:38:18 返信 報告

2品⽬はパートフィロ包み焼きこれもお上品な味わいでした。

ソ－スとのコントラストが芸術的︕︕
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18893 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 00:42:42 返信 報告

3品⽬はメインの⾁料理で今回はチキンでした。

⽪の焼き加減と⾔い、⾹ばしさが伝わる。付け合わせの

マッシュポテトとカブとの相性もバッチリ︕︕

ソ－スがしつこくなくて美味しゅうございました(^O^)

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18894 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 00:51:47 返信 報告

デザ－トはイチゴとメレンゲ状のクリ－ムが⾮常に美味しい

このこんがりと焼き上げられたシュークリ－ムの⽪の様な

⾷感も良かったです。（ゴメンなさい名前が解りません）

飲み物はコ－ヒ－か紅茶が選べました。

各⾃皆さんで歓談しての⾷事でしたので時間の経つのも速い︕

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18895 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 01:15:10 返信 報告
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お腹が満たされラスト30分でミニ演奏会です。

今回はminicallaのギタリストお⼆⼈でのアコ－ステック・ギタ－

2本のシンプルな構成でした。

歌い⼿さんは、常にZARD曲はカラオケで満点で、ニコ⽣で

寺尾さんに紹介された綾さんです。

何回も聴いてるのですが上⼿いですね。

その中でも♪カナリヤ♪は⼼に染みいる様な歌声に皆さん感動

したのではないでしょうか︖

ゴメンなさい︕セットリストメモっていなかったので

憶えてる⼈はフォロ－を・・・(︔⼀_⼀)

♪⾬に濡れて ♪ ♪瞳そらさないで♪ 他・・・

最後マスターからのアンコ－ルで♪負けないで♪が急遽

即興で演奏され皆さんで⼤いに盛り上がりました。

短い時間でしたが内容の濃い演奏会でした。

綾さん御本⼈に許可もらってないのでお顔はモザイクかけてあります。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18896 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 01:19:06 返信 報告

さくらが咲く頃なのですがまだこの地は若⼲早いみたいで

店の近くにちょこっと咲いてる⽊がありました。

来週位にはボチボチでしょうか︖

速報でお伝えしましたので参加された⽅、⾜りないところ

フォローお願い致します。
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18897 選択 陸奥亮⼦ 2016-03-28 09:08:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

カラーの肥料やり+ランチ・ミニ演奏会に参加された皆さん、

御苦労様、そして、有難う御座いました。

⼤変、有意義且つ、楽しい時間を過ごさせて戴きました。

カラーの肥料やりにのみ、参加されたミクシーのロディーさん

を除いて、ランチ・ミニ演奏会は、総勢で、１９名でしたか

ね。＾－＾。

吟遊詩⼈さん＞ 綾さんのセットリストは、彦パパさんのブロ

グからの、受け売りですが、次の通りです。

１曲⽬  君に逢いたくなったら・・・

２局⽬  ⾬に濡れても

３曲⽬  私だけ⾒つめて

４曲⽬  カナリヤ

５曲⽬  瞳そらさないで

アンコール  負けないで

フレンチの料理も、⼤変、美味しかったですし、

綾さん御本⼈の歌と、それをサポートされた⽅、お２⼈も、

良かったですね。

幸（ゆき）さん始め、たかＺさんと御協⼒戴いた皆さんに、

お礼申します。有難う御座いました。＾－＾。
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18898 選択 彦パパ 2016-03-28 12:24:28 返信 報告

フォローにならないかもしれませんが、いくつか載せたいと思います。

まずは、おそらく誰もココに載せていないと思われる衝撃的な画像を。

駅メロ記念プレート（揺れる想い）の裏側です︕

スミマセン。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18899 選択 彦パパ 2016-03-28 12:25:24 返信 報告

彦パパの引いた席番号のカード はコレでした。

左側の画像はわたしにとっての神画像なんです︕（理由は髪型にあり︕）

吟遊詩⼈さんと同じく " 普段の⾏いが良いから " に違いありません︕

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18900 選択 彦パパ 2016-03-28 12:26:18 返信 報告

2品⽬の断⾯画像も載せときましょう。

中にはサカナ（スズキ）が⼊っています。

特に周りのソースがメチャクチャ美味しかったですよ。
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18901 選択 彦パパ 2016-03-28 12:27:10 返信 報告

セトリは陸奥亮⼦さんが↑で書いたとおりです（笑）。

吟遊詩⼈さんと同じく、4曲⽬の『カナリヤ』は感激しました︕

幸（ゆき）さん始め、たかＺさんと御協⼒戴いた皆さん、ありがとうございました︕

追伸

吟遊詩⼈さんが、渋沢駅北⼝の " あのドーナツ屋さん " に携帯忘れて慌ててたことをご報告しておきます（笑）

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18902 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 14:02:16 返信 報告

[18897]陸奥亮⼦さん、セットリストフォロー有難うございます。(^-^)

[18901]彦パパさん
 > セトリは陸奥亮⼦さんが↑で書いたとおりです（笑）。

そうだ、アップロード沢⼭していたんですよね︕

カンペ⾒ながら投稿すれば良かった（笑）

料理の追加画像、有難うございます。まいう〜

朝、blog、⾒ましたよ、写真の構図上⼿ですね︕

⾒習わないと、彦パパ先⽣︕︕（笑）

> 追伸 
 > 吟遊詩⼈さんが、渋沢駅北⼝の " あのドーナツ屋さん " に携帯忘れて慌ててたことをご報告しておきます（笑）

おぅう〜(ToT)、暴露証⾔出てしまいましたね︕

朝から浮かれ気分でいたから・・・なん〜て、

本当はあの泉⽔さんの病院でカバン忘れた事件のパロディですが・・・
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それが何か︖（笑）

無事、comeback〜携帯︕︕

ほら“普段からの⾏いが良い”からちゃ〜んと泉⽔さんのご加護が

あるでしょう︕（爆笑）

今回初参加のkeyさん、お会いできて光栄でした。またお喋りしましょう。

今後もイベント参加、オフ会、投稿共によろしくお願いします。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18904 選択 noritama 2016-03-28 17:05:32 返信 報告

こんにちは

昨⽇は楽しい時間をありがとうございました｡(^^)
 天気に恵まれよかったですね｡

すでにレポされてますので(^^)､部分補⾜です｡
 

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18905 選択 noritama 2016-03-28 17:06:22 返信 報告

まずは､北⼝の『負けないで』のプレートをチェック｡
 特に変わりはなく⼀安⼼｡
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18906 選択 noritama 2016-03-28 17:07:12 返信 報告

さてさて､南⼝へ｡
 前にぞろぞろと階段を降りていく集団が(笑)

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18907 選択 noritama 2016-03-28 17:08:15 返信 報告

南⼝､カラーの植え付けと肥料やりの雰囲気はこんな感じでした｡

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18908 選択 noritama 2016-03-28 17:13:01 返信 報告

〆は､商店会⻑さん流⽯です!プランター周辺の⽔流し｡

https://bbsee.info/newbbs/id/18238.html?edt=on&rid=18906
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18906
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ae9402b067df450afb7e5e9cbeeb77ea.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18238.html?edt=on&rid=18907
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18907
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/91726a6e8c9faa2bb5f26d442a59c203.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18238.html?edt=on&rid=18908
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18908
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f4bd67327fd01a153081ab6cf611a0e6.jpg


Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18909 選択 noritama 2016-03-28 17:13:43 返信 報告

またきれいに咲いてくれますように!!

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18910 選択 noritama 2016-03-28 17:14:47 返信 報告

私のレストランの席くじはこれでした｡
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Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18911 選択 noritama 2016-03-28 17:16:51 返信 報告

お料理は吟遊詩⼈さんより詳細にレポしていただいてますので､
 お⾷事飲み物(チェリージュース､ビール､ワイン･･)のほかに､挙⼿7名で追加で頼んだ⾚ワイン

は､こちらの⼤きいグラスでいただきました｡
 3600円のワイン2本を7名でシェアしました｡ 銘柄は⾒忘れちゃった(苦笑)

 お料理共々美味しくいただきました｡(^^)

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18912 選択 noritama 2016-03-28 17:18:02 返信 報告

前回の居酒屋ミニアコースティックライブもよかったですが､
 今回のレストランでのミニアコースティックライブもいいですね! 聴き⼊っちゃいました｡

楽しく素敵な時間はあっという間です｡
 

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18913 選択 noritama 2016-03-28 17:19:51 返信 報告

帰りに商店会⻑さんの「⾁の松屋」さんで唐揚げやシュウマイ､ポテトなどおつまみを買って､
 幸さん(ゆき)さん､狐声⾵⾳太さんと､酒店「かみむら」さんの店先で"⾓打ち"でチョイ呑みです

(^^

5⽉にまたお会い出来ることを楽しみにしています｡
 keyさんもはじめましてでした｡

 またお会いできる機会がありましたらよろしくお願いいたします｡

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18915 選択 吟遊詩⼈ 2016-03-28 18:31:11 返信 報告
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[18913]noritamaさん、こんばんは

補⾜レポートありがとうございます。

新たな課題に向かって頑張りましょう^_^

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18929 選択 幸（ゆき） 2016-03-30 17:53:26 返信 報告

皆様、忙しくて反応が遅くスミマセン。

先⽇3/27はお忙しいところお集まり下さり、またレポート掲載もありがとうございました。

渋沢駅前商店会のfacebook↓でも本件載ってます^^。
 https://www.facebook.com/220709821428157/photos/a.221845401314599.1073741826.22070982142815

7/599006913598444/?type=3&theater

[18911]
 >3600円のワイン2本を7名でシェアしました｡ 銘柄は⾒忘れちゃった(苦笑)

定番のボルドーでした。苦味も少なく飲みやすく美味しかったですね。

次回11/23祝⽇の路上ライブ予定です。またお会いしましょう︕

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18930 選択 Awa C62 2016-03-31 10:01:07 返信 報告

[18897]陸奥亮⼦:
 > 吟遊詩⼈さん＞ 綾さんのセットリストは、彦パパさんのブログからの、受け売りですが、次の通りです。 

 > １曲⽬  君に逢いたくなったら・・・ 
> ２局⽬  ⾬に濡れても 

 > ３曲⽬  私だけ⾒つめて 
 > ４曲⽬  カナリヤ 
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> ５曲⽬  瞳そらさないで 
> アンコール  負けないで

盛会盛況だつたやうで,改めて⾏けなかつたのが残念です。 
 「⾬に濡れても」…「⾬に濡れて」では︖

 「カナリヤ」…珍しい曲⽬,ライヴでは初めてでは︖ヴォーカルの綾さんのお気に⼊りの選曲でせうか︖

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18932 選択 陸奥亮⼦ 2016-03-31 11:15:49 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

> [18897]陸奥亮⼦: 
 > > 吟遊詩⼈さん＞ 綾さんのセットリストは、彦パパさんのブログからの、受け売りですが、次の通りです。 

 > > １曲⽬  君に逢いたくなったら・・・ 
 > > ２局⽬  ⾬に濡れても 

 > > ３曲⽬  私だけ⾒つめて 
 > > ４曲⽬  カナリヤ 

 > > ５曲⽬  瞳そらさないで 
 > > アンコール  負けないで 
 > 

>  盛会盛況だつたやうで,改めて⾏けなかつたのが残念です。 
> 「⾬に濡れても」…「⾬に濡れて」では︖ 

 > 「カナリヤ」…珍しい曲⽬,ライヴでは初めてでは︖ヴォーカルの綾さんのお気に⼊りの選曲でせうか︖

ＡＷＡＣ６２さん、レス、有難う御座います。

彦パパさんのブログ、「そら鉄号で、ＲＥＡＤＹ ＧＯ︕」

では、正しい表記でしたが、私のミスで、｢⾬に濡れて」を

「⾬に濡れても」と「も」を付けてしまい、申し訳在りませ

んでした。訂正します。
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あの⽇の詳しい事に付いては、｢軽チャ－」に掲載しましたが、

綾さんのＭＣが有りまして、その事に関連して、（３９７３）

にも、書き込みましたので、パスワードを御存知であれば、

御覧戴けると、嬉しいです。

あの⽇のミニ・演奏会では、時間的に、余裕が在りました様で

、曲とＭＣが、「半々」位でしたでしょうか︖ ｢カナリヤ｣の

時のＭＣで、別件ですが、狐声⾵⾳太さんが、「ジャニス・

ジョップリン」の名前を出されている様ですが、私は、

この時、カメラの調⼦が悪くて、運悪く、そのお話を

｢聞いて無〜〜〜い」でしたね。残念〜〜〜。(笑）。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
18938 選択 key 2016-04-01 00:33:42 返信 報告

こんばんはo(^▽^)oo、keyです。
 先⽇は吟遊詩⼈さん、noritamaさん、陸奥亮⼦さん、

 孤声⾵⾳太さん、ご列席の皆様⽅、初めての参加でしたが
 輪に加えて頂きありがとうございました。

 また、声掛けの⾳頭を取って頂いた幸さん、御⼤の⽅々に
 御礼申し上げます。

恥ずかし(〃д〃)ながら３⽉7ギガ超えの為、先のメールがエラーだったようで失念いたしました。

今回は、綾さんの伸びやかな⾼⾳にも癒されました。
 また⾷事もオードブルからデザートそして追加したワインまで

美味しく堪能いたしました。

また機会が有りましたらよろしくお願いいたします。
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新聞の記事と泉⽔さんのＭＣから。＾－＾。
19030 選択 陸奥亮⼦ 2016-04-13 11:08:33 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

> こんばんはo(^▽^)oo、keyです。 
 > 先⽇は吟遊詩⼈さん、noritamaさん、陸奥亮⼦さん、 

 > 孤声⾵⾳太さん、ご列席の皆様⽅、初めての参加でしたが 
 > 輪に加えて頂きありがとうございました。 

 > また、声掛けの⾳頭を取って頂いた幸さん、御⼤の⽅々に 
 > 御礼申し上げます。

⼤変遅くなりましたが、ＫＥＹさん、あの⽇は、あまりお話も

出来ませんで、失礼致しました。

こちらこそ、宜しくお願い致します。
  

さて、今⽇４⽉１３⽇の読売新聞朝刊の地域⾯、川崎版に秦野

の記事が掲載されました。＾－＾。以下に、⼀部を紹介させて

戴きます。題⽬は、「桜摘み お⼿伝い 秦野・頭⾼⼭」。

全国有数の⼋重桜の産地、秦野市千村の頭⾼⼭（ずつこう

やま）で１２⽇、地元の市⽴しぶさわこども園の園児９１⼈が

摘み取り作業のお⼿伝いをした。(写真）。⼭腹などで１３０⼾

の農家が約２５００本の⼋重桜を植栽。毎年、桜茶や菓⼦⽤の

塩漬けを約２０トン⽣産し、全国シェアの７〜８割を占めてい

る。(以下、略）。いや〜〜〜、知らんかったで〜〜す。私は、

同じ神奈川県に住んでいるんですけどもね〜〜〜。(笑）。

３⽉２７⽇の渋沢駅南⼝広場で、カラーの⽔と肥料やりに参加

https://bbsee.info/newbbs/id/18238.html?edt=on&rid=19030
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=19030


して、幸（ゆき）さんを始めとする参加者有志の⽅々の作業を

皆さんと⾒守りました。そのカラーのプランターの５ｍ位離れ

た場所に、「⼋重桜の⽊」が、１本有りました。⼋重桜の⽊の

周りには、円形に⽊製のベンチが在り、皆さん荷物をそこに

置かれていましたね。フレンチレストランに⾏く前に⾒たら、

[⼋重桜記念植樹」って云う⾵に「⽊札」が近くに⽴てられて

いました。⼋重桜は、未だ、蕾の状態でしたね。その後、フレ

ンチ・ミニ演奏会終了後に外に出ましたところ、近くに桜の⽊

が有りまして、その⽊は満開に近い様でしたね。

２００４年のパシフィコ横浜公演で、泉⽔さんがＭＣで、

「桜が満開で、綺麗ですね」と⾔われた事を思い出しました。

泉⽔さんに執りまして、「第⼆の故郷である渋沢」の桜を、

３⽉から４⽉に、こうして⾒られていたのかな〜〜〜と暫し、

感慨に耽りましたね。＾－＾。

Re:カラーの肥料やり＋ランチ・ミニ演奏会のレポ－ト
19035 選択 幸（ゆき） 2016-04-13 17:40:46 返信 報告

[18938]keyさん
 > 輪に加えて頂きありがとうございました。

反応が鈍くてすみません。こちらこそ、ご参加頂きありがとうございました。
 時間がなく裏⽅は毎度バタバタして、ご挨拶程度しか出来ませんでしたが、また11/23に毎年企画予定すので、今後とも

よろしくお願い致します。

[19030]陸奥亮⼦さん
 >さて、今⽇４⽉１３⽇の読売新聞朝刊の地域⾯、川崎版に秦野の記事が掲載されました。＾－＾。 
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 > : 
>「桜が満開で、綺麗ですね」と⾔われた事を思い出しました。

ご紹介、ありがとうございます。ついでに以下も載せちゃいますね。

皆様
 ⼭裾の⽩泉寺の枝垂れ桜は未だ咲いてるかも知れませんが他は散ちゃったでしょうから、ビデオ観て楽しんで下さい。

 「神奈川・秦野市の美しい桜並⽊が⾒頃を迎えています」
 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00320772.html

 「【秦野市】桜観光プロモーション 〜お花⾒に来てね!!〜 」
 https://www.youtube.com/watch?v=uJQS5RY94iE

12000本もあるんですね。
 10-20代の頃に、きっと、この中の何処かの桜を観られたことでしょう。タイムスリップして、そんな情景を偲びたい

な。
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