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秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22437 選択 幸（ゆき） 2017-09-18 08:41:51 返信 報告

皆さま、来る11⽉23⽇ ZARD の駅メロが流れる渋沢駅前で
 恒例の「えびす講まつり」が開催されます。

 今年も12時〜13時に⼆組の熱のこもった演奏が披露されます︕
 お時間ある⽅は是⾮是⾮ご参加下さいね^^。

【⽇時】 11⽉23⽇(祝・⽊）12:00〜13:00
 ※（えびす講まつりの進⾏により、開始・終了時刻が若⼲変わることもあります）

 【場所】 ZARD の駅メロがホームに流れる、⼩⽥急・渋沢駅前南⼝ 
 ※ 駅前商店会主催 えびす講まつり当⽇となります。
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【参加費】 無料 歩⾏者天国(12:00-17:00頃)
※ ⾬天は⼗全堂薬局さんのガレージ内

【出演者】
 ☆HARD︓Vo. たらみさん、CD⾳源伴奏

 「君君」から4-5曲 歌唱します♡
 ☆minicalla︓Vo. 綾さん、Gt. たかさん、Key. えんちゃん、Perc. JINさん 

 全7曲 『路上ライブで聴きたいZARD曲』の投票で 上位に選ばれた曲を演奏します♡
  

【オフ会】
 ライブ終了後にオフ会を予定。

 詳しくは後ほどお知らせしますので、しばらくお待ちください︕

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22438 選択 幸（ゆき） 2017-09-18 08:43:34 返信 報告

ちなみに、「カラオケ名⼈」でTV・ラジオ等にも
 出演されてる綾さんの百点満点は有名ですね。 

 http://ayako-makino.jp/

たらみさんは、
 [22104]ZARDコピーバンドHARDライブのVo.です。

過去の様⼦は以下をご欄下さい。
 [20472]秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2016

 [17528]祝）駅メロ 秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2015
[15319]「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」 のお知らせ

 [15762]「秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2014」とオフ会
 HADANO EKIMERO

 http://ekimeropj.blog.fc2.com/

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
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22454 選択 幸（ゆき） 2017-10-03 17:19:10 返信 報告

11/23 オフ会のお知らせ︕
 【⽇時】 11/23 13:30〜15:30

 【お店】 ⽬利きの銀次(渋沢駅 北⼝) 
 http://www.monteroza.co.jp/new/menu/855/index.html

 【会費】 3,500円
 【⼈数】 40名(出演者＋サポーター含む)

 【募集期限】11/13(お店の都合あるのでこれは厳守にします)

stray所⻑、この場をお借りさせて下さいm(_ _)m。
 Z研の取りまとめは私がしますので、ご参加される⽅はこのスレの返信にて早めにご表明願います。

よろしくお願いします。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22455 選択 陸奥亮⼦ 2017-10-03 19:27:49 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

[22454]幸（ゆき）:
 > 11/23 オフ会のお知らせ︕ 

 > 【⽇時】 11/23 13:30〜15:30 
 > 【お店】 ⽬利きの銀次(渋沢駅 北⼝)  

 > http://www.monteroza.co.jp/new/menu/855/index.html 
 > 【会費】 3,500円 

 > 【⼈数】 40名(出演者＋サポーター含む) 
 > 【募集期限】11/13(お店の都合あるのでこれは厳守にします) 

 > 
> stray所⻑、この場をお借りさせて下さいm(_ _)m。 

 > Z研の取りまとめは私がしますので、ご参加される⽅はこのスレの返信にて早めにご表明願います。
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幸（ゆき）さん、いつも⼤変お世話になります。

オフ会に参加予定ですので、宜しくお願い致します。

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22456 選択 吟遊詩⼈ 2017-10-03 21:53:45 返信 報告

[22454]幸（ゆき）さん、こんばんは。

オフ会のお知らせ︕ありがとう御座います。

皆勤賞死守の為(^o^）参加しますので よろしくお願いします。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22457 選択 Zi（ジー） 2017-10-03 23:02:58 返信 報告

今晩は

ジー（Zi-）です。 オフ会のお知らせ、有難うございます。

わたくしのためにひと席確保して頂きたく考えております。

お⿂・・・楽しみです。魅⼒的なお店での設定、嬉しいです。

宜しくお願い致します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーー

皆様に・・・お願いを致しても宜しいでしょうか︖

当⽇のイベントは昼頃からですよね。

渋沢駅周辺の案内を希望しても宜しいでしょうか︖
 早朝からの数時間を利⽤して・・・。

⼩・中学校、元のご⾃宅など・・・。
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何⽅か・・・お願い出来ませんか︖

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22458 選択 key(ケイ) 2017-10-04 00:00:30 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんばんわ、keyです。

11/23、オフ会のお声掛けありがとうございます。

春に続き秋も参加させて頂きます。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22459 選択 狐声⾵⾳太 2017-10-04 07:56:47 返信 報告

皆さん、お早うございます。

オフ会の参加を希望します。
 路上ライブも楽しいのですが、オフ会でもサプライズライブなどが有ると嬉しいです。

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22460 選択 幸（ゆき） 2017-10-04 17:50:02 返信 報告

[22455]陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、Zi（ジー）さん、key(ケイ)さん、狐声⾵⾳太さん、ありがとうございます。

まずは、Z研から５名のオフ会へのご参加を承りました。
 mixi等でも募ってるので40⼈近くになると思います。

ご検討中の皆様、なるべく今⽉中にご表明をお待ちしています。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22487 選択 key(ケイ) 2017-10-17 17:05:45 返信 報告

幸(ゆき)さん、Z研のみなさまkeyです。

https://bbsee.info/newbbs/id/22437.html?edt=on&rid=22458
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22458
https://bbsee.info/newbbs/id/22437.html?edt=on&rid=22459
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22459
https://bbsee.info/newbbs/id/22437.html?edt=on&rid=22460
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22460
https://bbsee.info/newbbs/id22455.html
https://bbsee.info/newbbs/id/22437.html?edt=on&rid=22487
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22487


１１⽉２３⽇のオフ会ですが、２２⽇に⼿術になりましたので
残念ながら参加をキャンセルさせて頂きたくお願い申しあげます。

 また、回復しましたら参加させて頂きますm(__)m。

皆様、楽しいひと時をお過ごし下さいo(^-^)o。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22488 選択 Ziｰ（ジｰ） 2017-10-17 18:01:01 返信 報告

こんにちは

Ziｰ（ジｰ）です。

keyさん、11⽉22⽇がオペなのですネ。
 どのようなオペか‥‥‥判りかねますが無事に終了することをお祈り致しております。

23⽇にお会いできないことが残念ですがお元気で居ることが
 何よりです。

ZARDの楽曲を味⽅に⼊院を、養⽣をなされてください。

23⽇はkeyさんの分まで皆で頑張りますね。

闘病で⼤変かとは思いますがゆとりがあるようでしたならば
 ここに書き込みをしてくださいね。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22490 選択 幸（ゆき） 2017-10-18 17:03:50 返信 報告

[22487]key(ケイ)さん

11/23のオフ会のキャンセル了解しました。
 ⼿術が無事終わって早くご回復されることを願ってます。

 ZARD楽曲を沢⼭聴けば、元気も出て、きっとすぐに良くなると思います。
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Zi（ジー）さん、そう⾔えば周辺散策のお伴の案内役は⾒つかりましたか︖ 
⾃分は裏⽅で機材準備があってお付き合いできずm(_ _)mすみません。いろいろ肌で感じられる良い機会になると良いで
すね。

坂井さんの故郷に⾏きたくなるMAP
 http://www53.tok2.com/home2/RespectZARD/Hadano/MAP2/hometown1.html

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22491 選択 Ziｰ（ジｰ） 2017-10-18 18:08:53 返信 報告

こんにちは  Ziｰ（ジｰ）です。

幸（ゆき）さん、嬉しいです。わたくしの戯⾔を覚えてくれていたのですね。

案内⼈、募集中です。 60オーバーのわたくしとの散歩は
 正に介護そのモノになってしまいますので‥‥‥居ませんよね。

紹介をして頂いたMAPを頼りにひとりで廻ることに致します。

でも‥‥‥案内⼈、出て来て欲しいなぁー︕

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
  

> 坂井さんの故郷に⾏きたくなるMAP 
 > http://www53.tok2.com/home2/RespectZARD/Hadano/MAP2/hometown1.html 

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22492 選択 key(ケイ) 2017-10-18 22:13:19 返信 報告

Zi(ジー)さん、並びに

この場をお借りしますが、幸(ゆき)さん

暖かい励ましのメッセージありがとうございますm(__)m。
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メンバーの皆様と楽しいお酒をご⼀緒出来ましたこと
⼼より感謝申しあげます。

しばらくはお酒は無理かも知れませんが、⼀⽇も早く
 ZARDの集いに参加出来るようにリハビリも頑張ります。

今は体⼒、気⼒ともに充実しています。
 メンバーの皆様もお⾝体ご⾃愛下さい。

それでは今⽇はこの辺で失礼申しあげます。 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22495 選択 幸（ゆき） 2017-10-22 09:34:49 返信 報告

[22491]Ziｰ（ジｰ）さん、皆様

もしお時間があれば休息がてら、「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」↓をご覧いただくのも良いかも知れま
せん。

 [16454]
 http://bbsee.info/newbbs/id16454.html

 別の機会に訪れてゆっくり巡られるのも、もちろん良いですが。

皆様、気が早いのですが、11/23の次は来年3⽉上旬（多分、⼟曜⽇）にカラーの球根植え替えとランチライブを企画して
ます。

 歌って欲しいZARD曲を募集してるので、メモなどで知らせて頂けると幸いです。オフ会でも募ろうと思いますが。

key(ケイ)さん、まずは次回を期待してご静養下さい。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22496 選択 Zi（ジー） 2017-10-22 22:12:50 返信 報告

こんばんは

Ziｰ（ジｰ）です。
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書き込み、ありがとうございます。

まだ、⽇にちがありますので時間を掛けて
 「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」を

 確認致そうと考えております。

「渋沢巡りを⼀⽇で済まそうー。」という考えは
 ⽢いのかもしれません。

 坂井さんの⼈⽣、その⼀部である⼗数年間の⾜跡ですので
 時間を惜しんではいけないのかも・・・︖

機会を幾度か設け、訪れるべき・・・と
 何⽅かにお叱りを受けそうです。

「ゆっくり巡る」べきですよね。

アドバイス、ありがとうございます。
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22499 選択 野原 2017-10-25 21:09:19 返信 報告

[22496]Zi（ジー）:
 > こんばんは 

 > 
> Ziｰ（ジｰ）です。 

 > 
> 書き込み、ありがとうございます。 

 > 
> まだ、⽇にちがありますので時間を掛けて 

 > 「ZARD駅メロ応援 みんなのメッセージノート」を 
 > 確認致そうと考えております。 

 > 
> 「渋沢巡りを⼀⽇で済まそうー。」という考えは 
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> ⽢いのかもしれません。 
> 坂井さんの⼈⽣、その⼀部である⼗数年間の⾜跡ですので 

 > 時間を惜しんではいけないのかも・・・︖ 
 > 

> 機会を幾度か設け、訪れるべき・・・と 
> 何⽅かにお叱りを受けそうです。 

 > 
> 「ゆっくり巡る」べきですよね。 

 > 
> アドバイス、ありがとうございます。

Ziｰさん、皆さん 今晩は〜♪
 アテンドして下さる⽅が現れなかったら、吟遊さんを誘ってご案内申し上げます。

keyさん、Ｖ字回復を祈念しております。また聖地巡りを致しましょう︕

幸さん、いつもイベント企画にお⾻折り戴き、衷⼼より感謝申し上げます。

１・２次会共参加させて戴きたいと存じます、よろしくお願い申し上げます。
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22500 選択 幸（ゆき） 2017-10-27 12:57:39 返信 報告

[22499]野原さん、↓了解しました。
 > １・２次会共参加させて戴きたいと存じます、よろしくお願い申し上げます。

これで、陸奥亮⼦さん、吟遊詩⼈さん、Zi（ジー）さん、狐声⾵⾳太さん、野原さんがオフ会にご参加表明。

皆様、商店会の祭りですし、ライブのみご観になられる場合は⾃由にご参加下さい。

11/13が締切⽇と聞いてるので、オフ会参加をご検討中の⽅はぼちぼちお知らせ下さいね。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22502 選択 noritama 2017-10-30 12:08:44 返信 報告
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こんにちは

遅くなりましたm(_ _)m
 オフ会参加したくよろしくお願い致します｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22504 選択 幸（ゆき） 2017-11-04 10:29:36 返信 報告

[22502]noritamaさん、いつもありがとうございます。
 > 遅くなりましたm(_ _)m 

 > オフ会参加したくよろしくお願い致します｡

了解しました。では、また^^。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22511 選択 myumyu 2017-11-12 22:05:44 返信 報告

幸さん、こんばんは、myumyuです。ご無沙汰しております。23⽇12︓00からのライブを楽しみにしております。（ち
ょっと仕事がありますが、なんとしても⾏きます）そのあとのオフ会にも参加したいのですが、今から間に合いますか︖
それと13︓30から開始ということですね。⾃分は15︓00前には失礼しなければなりません。1時間ちょっとの参加です
が、それでもよろしいでしょうか︖（もちろん参加費は全額⽀払います）

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22512 選択 幸（ゆき） 2017-11-13 09:09:01 返信 報告

[22511]myumyuさん、ありがとうございます。
 > そのあとのオフ会にも参加したいのですが、今から間に合いますか︖それと13︓30から開始ということですね。⾃分は

15︓00前には失礼しなければなりません。1時間ちょっとの参加ですが、それでもよろしいでしょうか︖（もちろん参加
費は全額⽀払います）

⼤丈夫です、幹事に伝えて参加者リストに追加して貰いました。
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22519 選択 noritama 2017-11-20 22:42:03 返信 報告

こんばんは

冬⼊りらしく寒くなってきました｡
 最近は何故か外れる･直前に変わることが多々ありますが･･･(苦笑)

 う〜ん⾬っぽい天気でしょうか､､

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017
22524 選択 noritama 2017-11-22 12:15:47 返信 報告

こんにちは

少し⾬上がり時間が早くなってきているようです｡
 もう2時間ぐらい早く回復しないかなぁ(^^;

秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22532 選択 吟遊詩⼈ 2017-11-23 20:09:49 返信 報告

こんばんは、本⽇、渋沢にて路上ライブ＆オフ会へ

参加して来ました。午前中は⾬模様で⼼配しましたが

不思議ね・・・泉⽔さんの御守護で、ライブ前には⽇が

差して無事路上ライブが⾏えました。12︓00過ぎから
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☆HARD︓Vo. たらみさんはCD⾳源伴奏で

☆minicalla︓Vo. 綾さんは、Gt. たかさん、

Key. えんちゃん、Perc. JINさんを従えバンド演奏

によりそれぞれ5曲前後、泉⽔さんの故郷にZARDの名曲が

響き渡りすっかり秋の恒例⾏事になりつつあります。

その後、皆さんお楽しみの呑み会

オフ会会場は近くの居酒屋にて2時間に渡り楽しい時間

回数を重ねて親しくなったお馴染みの仲間達との語らいは

情報交換の場、ここぞと各々の㊙情報(笑)を公開︕

⼤いに盛り上がったのは⾔うまでもありません(^.^)

何時もながら幸(ゆき)さんをはじめとするスタッフの皆さん

ライブ出演の演奏者の皆さん、ありがとう御座いました<(_ _)>

参加されたファンの皆さん本⽇はご苦労さまでした!(^^)!

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22534 選択 noritama 2017-11-24 05:56:33 返信 報告

おはようございます｡

昨⽇は楽しいひと時をありがとうございました｡

いつも通りレポします｡

前⽇の夜からの⾬模様で､
 渋沢に向かっている道中の11時頃は⾬がまだ降っていたので､現地の渋沢はどんな具合か気がか

りでしたが､
11:30頃着いたときには⾬は降っておらず⼀安⼼でした｡
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22535 選択 noritama 2017-11-24 05:57:34 返信 報告

⾬は上がったばかりのようで⼭の⽅はまだ雲の中

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22536 選択 noritama 2017-11-24 05:58:18 返信 報告

久しぶりのプレート｡ こちら(北⼝側)は特に変わり無くいつものたたずまい(^^)
 12時まで少し時間があったのでふらりとちょっと野暮⽤･･(笑)

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22537 選択 noritama 2017-11-24 05:59:05 返信 報告

12時に戻ってくると､､歌声が聴こえてきました｡
 早めに始まったかと思いましたが､リハの模様､､
 駅舎からこの写真を撮っていると､声を掛けられ､振り返るとZ研御⼀⾏様が｡(^^; 

 ほんの1･2分だったのにいつのまに(笑)
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22538 選択 noritama 2017-11-24 06:00:11 返信 報告

会場に⾏くといつもの様に出店のテント｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22539 選択 noritama 2017-11-24 06:01:22 返信 報告

路上ライブのZARDファンの観客はいつも通りな感じですが､
 さっきまで⾬が降っていたせいなのか､出店の⼀般(地元の)客が少ない｡

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22540 選択 noritama 2017-11-24 06:02:35 返信 報告

開演前
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22541 選択 noritama 2017-11-24 06:04:10 返信 報告

まずは､たらみさんから歌唱｡
 ･Listen to me

 ･My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜
 ･君がいたから

 ･負けないで
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22542 選択 noritama 2017-11-24 06:05:00 返信 報告

路上ライブが始まってしばらくすると､
 なんと⻘空が!そして陽の光が!!(^^)

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22543 選択 noritama 2017-11-24 06:06:02 返信 報告

次に綾さんの歌唱｡
 ･pray

 ･Oh my love
 ･Forever you
 ･かけがえのないもの

 ･遠い⽇のNostalgia
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･⻩昏にMy Lonely Heart
･揺れる想い

 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22544 選択 noritama 2017-11-24 06:07:13 返信 報告

この頃には､すっかり穏やかな午後のいい陽気

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22545 選択 noritama 2017-11-24 06:07:57 返信 報告

商店会⻑さん｡いつもありがとうございます｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22546 選択 noritama 2017-11-24 06:09:38 返信 報告

1時間の路上ライブもあっという間に終盤｡
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22547 選択 noritama 2017-11-24 06:10:28 返信 報告

記念撮影(^^)

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22548 選択 noritama 2017-11-24 06:12:19 返信 報告

ライブ機材⽚付け･オフ会までの待ち時間､こちら(南⼝側)のプレートのところへ

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22549 選択 noritama 2017-11-24 06:13:25 返信 報告

プランターを⽚して､
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22550 選択 noritama 2017-11-24 06:14:29 返信 報告

⽣えてしまっていた雑草の取り除き｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22551 選択 noritama 2017-11-24 06:17:04 返信 報告

プランターの⼟の栄養素が流れ出て雑草の⽣育させちゃったかもですね｡
 ⽣えちゃったのはしかたがないので取り除けばいいんです(^^)

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22552 選択 noritama 2017-11-24 06:18:29 返信 報告
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少し根が残っているので､カラーの球根の植え替えの春先の時に､残骸を取り除いて少し除草剤を
撒いておくといいかも｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22553 選択 noritama 2017-11-24 06:20:06 返信 報告

とりあえずこんな感じで｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22554 選択 noritama 2017-11-24 06:21:23 返信 報告

そろそろオフ会への移動｡
 空を⾒上げると雲⾏きが(^^; 

 路上ライブの時だけ天気が良かったというなんとも超展開でした｡
 ちなみに写真の右端では吟遊詩⼈さんがZ研分のオフ会費を取りまとめている最中です｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22555 選択 noritama 2017-11-24 06:22:30 返信 報告

オフ会への移動の時､商店会の⼦供さんからみかん貰いました嬉しい(^^)
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22556 選択 noritama 2017-11-24 06:26:38 返信 報告

そういえば､プレートの横では､
 ⾦⿂すくいならぬ､マス釣り掘りが(笑)

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22557 選択 noritama 2017-11-24 06:27:28 返信 報告

さてさて､オフ会会場は､北⼝のここ｡
 40⼈強の団体様です(^^;

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22558 選択 noritama 2017-11-24 06:28:43 返信 報告

乾杯!
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Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22559 選択 noritama 2017-11-24 06:29:32 返信 報告

お料理
 何気においてあるコースター･･･裏返すと､､

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22560 選択 noritama 2017-11-24 06:30:43 返信 報告

⾒せられないよ(笑)
参加者へのサプライズプレゼントですね｡ ありがとうございます｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22561 選択 noritama 2017-11-24 06:33:11 返信 報告
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お⼿製品の､じゃんけん争奪あり､オクあり､ワインの試飲あり､
それぞれがそれぞれの話題でワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごせました｡

 こういう場って2時間じゃ⾜んないですね(笑)
 

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22562 選択 noritama 2017-11-24 06:33:55 返信 報告

明るいうちに1次会はお開き､､
 私は幸(ゆき)さんに誘われて､来年3⽉のオフ会のレストラン･カフェへ｡

 幸(ゆき)さんの帰りの電⾞時間までのプチ2次会｡

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22563 選択 noritama 2017-11-24 06:36:22 返信 報告

メニューの中のピーナッツラテっていうのが気になって､､､
 特別お願いしたラテアートはお約束の(笑)

 ⾒せられないよ(^^;
 とってもよく描かれてました｡

楽しい時間はあっという間です｡
 今回もありがとうございました!!

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22565 選択 陸奥亮⼦ 2017-11-24 11:49:52 返信 報告
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皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

昨⽇、11⽉２３⽇の渋沢ＺＡＲＤトリビュートバンド路上ライ

ブとオフ会に参加しました。＾－＾。

出演されました「たらみさん」、「綾さん」、バンドメンバー

の皆さん、有難う御座いました。

⼜、路上ライブ運営の裏⽅をされた幸（ゆき）さんを初めと

するスタッフの皆さん、⼤変ご苦労様でした。

私は、路上ライブ終了の２０分前に南⼝に着き、途中で買いま

したおにぎりを２個⾷べ乍、駅前のバス停ベンチに座って、

綾さんの歌声を聞いていました。そして、綾さんの最後の１曲

を歌われる前にＺ研の皆さんの居られる場所へ移動しました。

狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、noritamaさん、アナログ

さん、野原さん、ZI(ジー）さん、MYUMYUさんと御挨拶。

Z研以外では、幸（ゆき）さん、たかZさん、⽔⽉さんとも御挨

拶。さらにオフ会の途中とオフ会後に、ZARDブルーさん、

ロディーさん、ピンクダイアモンドさんと⼀⾔⼆⾔ですがお話

しました。皆さん、有難う御座いました。

次がお楽しみのオフ会へ。オフ会会場には最後の⽅にお店に

⼊りましたので、四⾓いテーブル席の端っこの席になりそうで

したが私は荷物とコートが有り置き難いのと、Z研の皆さんとは

何時もお話しているので、今回は他の⽅とお話出来れば良いか

なと思いました。すると中程に３席ほど未だ空いた席が有りま



したので移動しました。そこには⼩さい座蒲団が３個置いて

あり、真ん中に座りました。但し、私の左席は座蒲団は有る

もののガスコンロとタング⼊れなどがあり、座り難い席でした

。そして私の正⾯席がZI(ジー）さんで、右隣側の２⼈⽬に

MYUMYUさんが座られました。

暫くして私の右隣に来られたのが、「TRIPPER」さんでした。

TRIPPERさんとは、初めてお会いしました。お⾒かけした感じ

では３０歳代の男性に⾒えましたね。お互いに簡単な⾃⼰紹介

をしました所、Z研にも投稿されていまして、ツィッターもされ

て居るとの事でした。Z研には海外ロケ地のスレッドを投稿され

たそうです。アメリカロケ地、フランスロケ地に⾏かれた時の

写真を⾒せて頂きました。過去ログをざぁ〜〜〜と調べた処、

２０１５年５⽉２８⽇に投稿されたRE・１X年後︖のAUSという

スレッドで[16727],[16759],[16760],

が有り、さらにSTRAYさんが、[16786]でレスされて

いましたね。

そのロケ地写真では、TRIPPERさんが、泉⽔さんの採られた

ポーズ其の儘をされていまして、泉⽔さんに「為り切って」

居ましたね。＾－＾。TRIPPERさん、有難う御座いました。

オフ会終了後の帰りは、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、ZI

(ジー）さん、野原さん、アナログさんと私の６⼈で｢⼩⽥急

電⾞オフ会」を約１時間しました。
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参加された皆さん、楽しい時間を有難う御座いました。

⼜、お会いしましょう。＾－＾。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22576 選択 stray 2017-11-27 12:19:12 返信 報告

吟遊詩⼈さん、nritamaさん、ライブレポーどうもありがとうございます。
 参加された皆さん、幹事の幸（ゆき）さん、お疲れさまでした。

 ⾬を⼼配してましたが、⻘空も⾒えるくらい急回復したみたいで、
 晴れ⼥・泉⽔さんが⾬雲を吹き⾶ばしてくれたのでしょうか。

minicallaさんのパフォーマンスは早速YTに上がってました。
 https://youtu.be/0vbQhl-yi5I

AyaさんのTwitterに飲み会の集合写真が載ってましたが、
 すごい⼈数ですね︕（笑）

 https://twitter.com/ayazard

3⽉と11⽉って、私のところでは「冬」なので（笑）、
 最近なかなか参加できないのですが、

 ファンイベントとしてすっかり定着した感じがしますので、
 幹事さんは⼤変ですが、今後とも続いて欲しいなぁと思います。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22583 選択 幸（ゆき） 2017-11-29 08:34:44 返信 報告

[22576]stray所⻑
 > ⾬を⼼配してましたが、⻘空も⾒えるくらい急回復したみたいで、 

 > 晴れ⼥・泉⽔さんが⾬雲を吹き⾶ばしてくれたのでしょうか。

きっと、ちょっと覗いてくれたのかな。演奏中のひと時だけ、綺麗な⻘空でした。

https://bbsee.info/newbbs/id/22437.html?edt=on&rid=22576
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> 3⽉と11⽉って、私のところでは「冬」なので（笑）、 
> 最近なかなか参加できないのですが、 

 > ファンイベントとしてすっかり定着した感じがしますので、 
 > 幹事さんは⼤変ですが、今後とも続いて欲しいなぁと思います。

はい、ずっとずーっと続けていきたいと思ってます。また機会があれば是⾮^^。

ご参加下さった皆様、遠⽅から⾒守って下さった皆様、ありがとうございました。
 次回は、2018年3⽉10⽇（⼟）午後、カラーの球根植え替えと北欧カフェにて⽣演奏会を予定してます。

 詳細はまたご連絡しますので、ご予定頂けると幸いです。

Re:秋の渋沢 ZARDトリビュートバンド路上ライブ2017＆オフ会
22586 選択 Zi- 2017-11-29 21:25:09 返信 報告

こんばんは

Zi- です。
11⽉23⽇・祝はお世話になりました。

 楽しいひと時を過ごせました。ありがとうございます。

> 次回は、2018年3⽉10⽇（⼟）午後、カラーの球根植え替えと北欧カフェにて⽣演奏会を予定してます。

勤務先の職務計画ですと3⽉10⽇・⼟には⽋かせない
 イベントが⼊っております。まだ3ケ⽉ほどありますので

 作戦を練り、如何なる⼿段を⽤いても参加する予定です。
 槍が降っても参加しようと考えております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幸（ゆき）さん、お願いがあります。

新たに「3⽉10⽇・⼟」に関するスレッドを
 ⽴てて頂けませんでしょうか︖

宜しくお願い致します。
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