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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22833 選択 noritama 2018-03-11 01:29:31 返信 報告

こんばんは

今回のカラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会の様⼦のレポしますね(^^)

天候はここ数⽇の愚図ついた空を引きずってしまっていて､
 時折パラパラの⼩⾬ありの曇天模様でした｡

 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
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22834 選択 noritama 2018-03-11 01:32:15 返信 報告

まずは､北⼝のプレートの様⼦です｡
 特にかわった様⼦もなく､

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22835 選択 noritama 2018-03-11 01:33:29 返信 報告

屋外なのでちょっとした⼩傷はあるようですが､
 プレートの退⾊も無くきれいな状態が保たれています｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22836 選択 noritama 2018-03-11 01:35:33 返信 報告

時間より早めでしたが南⼝へ｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22837 選択 noritama 2018-03-11 01:36:20 返信 報告
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南⼝では球根の植え替え作業が少し始まっている様⼦(^^)

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22838 選択 noritama 2018-03-11 01:38:47 返信 報告

⼟から余計な根を取り除いて球根が取り出されていました｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22839 選択 noritama 2018-03-11 01:41:34 返信 報告

昨年の球根より⽟数は少ない様ですが､⼩⽟がいっぱいあった昨年[21379]とは違って中-⼤⽟が
多いようです｡

商店会⻑さん今年もありがとうございますm(_ _)m
 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22840 選択 noritama 2018-03-11 01:44:10 返信 報告

肥料などをいろいろ⼟に混ぜて､プランターへ｡

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b162dd99a6b956cd87749ccccc279373.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22838
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22838
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9782c50d0c747e4c0be05fc786a7709c.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22839
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22839
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f6b373606643e17448acc495e0f2dacb.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id21379.html
https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22840
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22840
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/89cbd37a9747e154699b125d598817e5.jpg


Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22841 選択 noritama 2018-03-11 01:47:47 返信 報告

四個づつ球根を並べて､⼟かけをして球根埋め｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22842 選択 noritama 2018-03-11 01:48:55 返信 報告

御神酒と(^^)

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22843 選択 noritama 2018-03-11 01:50:01 返信 報告

⽔掛をして仕上げ｡
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Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22844 選択 noritama 2018-03-11 01:51:14 返信 報告

プレートも拭き上げ､

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22845 選択 noritama 2018-03-11 01:52:50 返信 報告

プランターの⼟汚れを流していざ設置へ

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22846 選択 noritama 2018-03-11 01:54:44 返信 報告

プランターを並べてフィニッシュです。
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Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22847 選択 noritama 2018-03-11 01:57:25 返信 報告

こちらのプレートも極⼩さな傷はあるようですが⽬⽴った退⾊もなくきれいな状態が保たれています｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22848 選択 noritama 2018-03-11 01:58:50 返信 報告

南⼝のほうは⽇当たりがいいので､ピンクやグリーン⾊が使われていても退⾊が⽬⽴ってないっ
てことは､

 このプレート作成の業者さんはいい仕事していますね｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22849 選択 noritama 2018-03-11 01:59:55 返信 報告
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5⽉-6⽉には元気に花が咲きますように(^^)

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22850 選択 noritama 2018-03-11 02:06:18 返信 報告

⽚付けをして､⽣演奏歌会時間までちょっと待機

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22851 選択 noritama 2018-03-11 02:07:59 返信 報告

歌会会場へ移動

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22852 選択 noritama 2018-03-11 02:12:20 返信 報告
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今回の会場"kikis kaffe"です｡
https://kikskaffe.wordpress.com/

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22853 選択 noritama 2018-03-11 06:54:30 返信 報告

乾杯のドリンクが届くまで数曲リハ

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22854 選択 noritama 2018-03-11 06:55:39 返信 報告

かんぱーい(^^)/U
 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22855 選択 noritama 2018-03-11 06:57:12 返信 報告

参加者へプレゼント｡お煎餅美味しくいただきました｡
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Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22856 選択 noritama 2018-03-11 07:00:29 返信 報告

ふと隣を⾒れば刺繍Gジャン並び｡
25thのカッコイイ刺繍です｡

しばしワイワイガヤガヤの歓談です｡
 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22857 選択 noritama 2018-03-11 07:04:54 返信 報告

今回のユニット名:ちり＆のり とのことで､
 歌会スタート

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22858 選択 noritama 2018-03-11 07:05:49 返信 報告
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<今回のセットリスト>
･明⽇を夢⾒て

 ･Season
 ･カラッといこう!

 ･愛しい⼈よ〜名もなき旅⼈よ〜
 ･⾒つめていたいね

 ･Vintage
 ･ハイヒール脱ぎ捨てて

 ･もっと近くで君の横顔⾒ていたい
 ･hero

 ･気楽に⾏こう
 ･マイフレンド
 -アンコール-

 ･Season

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22859 選択 noritama 2018-03-11 07:10:26 返信 報告

メジャーなA⾯曲チョイスだけではなく､C/W曲やアルバム曲が多く､
 また和やかな雰囲気で聴き楽しめました｡

楽しい⼀時をありがとうございました(^^)/

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22860 選択 noritama 2018-03-11 07:11:49 返信 報告

で､2次会は北⼝の居酒屋
 かんぱーい(●^^)/U
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以上､カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会のレポでした｡

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22862 選択 狐声⾵⾳太 2018-03-11 08:46:53 返信 報告

昨⽇は楽しい時間を有難うございました。
 詳しいレポートはnoritamaさんが前記のとおりされていますので、ちり＆のりさんからのお⼟

産の中⾝を紹介します。
 また、メッセージカードは全て⼿書きで、内容は少しずつ違っていました。

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22864 選択 幸（ゆき） 2018-03-11 10:52:03 返信 報告

[22860]noritamaさん、早々のレポに感謝感謝︕

狐声⾵⾳太さん、ご参加の皆さん、昨⽇はありがとうございました。

また今年も奇麗な花を咲かせてくるでしょう。
 これから暖かく⼼地よい季節になりますから、ちょくちょく成⻑具合を覗いてみるのも良いですね。

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22865 選択 陸奥亮⼦ 2018-03-11 10:54:02 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。
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昨⽇、３⽉１０⽇(⼟）に開催されました「春の渋沢２０１８

カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会」に参加しました。

詳細はnoritamaさんがアップされたレポの通りですね。

幸（ゆき）さん始め、カラー球根植え替え＆⽣演奏歌会に

御協⼒戴きました皆さん、有難う御座いました。＾－＾。

ZARD研究所さんからは、狐声⾵⾳太さん、NORITAMAさん、

ZI－(ジー）さんと私の４⼈、ミクシーを含む関係の⽅からも

たかZさん、ZARDブルーさん、ロディーさん、T本部⻑さん︖、

他、御名前は存知挙げませんが、お顔に⾒覚えのある⽅々が

多く参加されました。

NORITAMAさんの[22855]と狐声⾵⾳太さんの[[id:22

862]]にも掲載されていますが、⽣演奏歌会のボーカルとキー

ボードを担当された「ちり＆のり」さんから、お⼟産を戴きま

した。お⼟産に添付されていた「メッツセージカード」は、

皆さん其々に向けて少しずつ違っていた様ですね。私のは、

陸奥亮⼦さん（ハートマークの図形）はじめまして(ハートマー

クの図形）今⽇は本当にありがとうございました︕︕from

ちり＆のりでしたね。(写真添付出来なくてすみません）。

歌会会場では、私から⾒て、対⾯に狐声⾵⾳太さんが座られ、

左にNORITAMAさん、左斜めにZIー(ジー）さんが座られ、私と

狐声⾵⾳太さんの右隣と左隣が「空席」でしたので、私の右隣

にちりさん、狐声⾵⾳太さんの左隣にのりさんが座られて、

https://bbsee.info/newbbs/id22855.html


⽣演奏までの２０分間に乾杯と歓談をさせて戴きました。

ちりさんは１年程前までは、ZARDのトリビュートバンドである

「G-RAND]さんのバンドメンバーをされていたそうです。

家に帰りましてからYOUTUBEで「G-RAND」さんの映像を確認

しましたら数年前に川崎クラブチッタで開催された第４回トリ

フェスに参加されていた時の映像を⾒ました。客席側から⾒て

、⼀番右側でキーボードを担当されていましたね。＾－＾。

後、印象に残りましたのは、⽣演奏の途中のトーク場⾯でのり

さんが、幸（ゆき）さんと駅メロ誕⽣以前の「秘話︖︖」的な

お話をされましたね。詳しくは判りませんが、上野で開催され

たイベントで知り合いになられた幸（ゆき）さんとSUUさんと

３⼈で⻄⼩か?⻄中︖に⾏かれたとか︖でしたね。駅メロサポー

ターのお話も出ましたでしょうかね。⼜、ZARDのトリビュート

バンド８組︖のCDか︖も作られたそうで、その実物のCD︖も

ミクシー関係︖の⽅が⾒せられていました。

私は体⼒に⾃⾝がありませんので、歌会には２時間だけ参加

予定でしたが、３０分オーバーしましたので、お先に失礼させ

て戴きました。皆さん、本当に有難う御座いました。

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22866 選択 吟遊詩⼈ 2018-03-11 13:10:32 返信 報告

[22860]noritamaさん、皆さん、こんにちは。

カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会のレポ有難う御座います。

https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22866
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22866
https://bbsee.info/newbbs/id22860.html


noritamaさん、noritamaストリートビュー、⾏った気分になりました(^o^)

流⽯、報道委員⻑(笑)︕

この店はイタリアンですか︖料理はどうでしたか︖

今回のユニット ちり＆のり さんは聴いた事ないから聴きたかったなぁ〜

やっぱり⼆次会までなだれ込みましたか︕(笑) 

泉⽔さん、“また私を酒の肴にして・・・もぅ︕(笑)

お病気な⼈達(笑)には時間がいくらあっても⾜りませんね”ってか︖(爆笑)
 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22867 選択 noritama 2018-03-12 21:24:32 返信 報告

こんばんは

>この店はイタリアンですか︖料理はどうでしたか︖ 
 お店は北欧インテリアのカフェです｡

 ←⾷い散らかしで申し訳ありません(苦笑)･･･ 
 飲み放題で飲みの⽅が主になってましたので･･･(笑)

>やっぱり⼆次会までなだれ込みましたか︕(笑)  
 >泉⽔さん、“また私を酒の肴して・・・もぅ︕(笑) 
 > お病気な⼈達(笑)には時間がいくらあっても⾜りませんね”ってか︖(爆笑) 

 酒の肴ﾊﾊﾊ(^^) 
 毎回似たような話してるような気がするんですけれど(笑)､､時間の過ぎるのが早いし⾜りないですねいつも｡｡

 静かに浸るのもよし､皆さんであれやこれやワイワイガヤガヤもまた楽しい｡マルチプルな肴ですね(^^;
  

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22874 選択 stray 2018-03-16 08:00:43 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22867
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22867
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/84355995e19b7637d42b96f220b47c92.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22833.html?edt=on&rid=22874
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22874


幸（ゆき）さん、noritamaさん、参加された皆さん
カラー球根の植え替え、たいへんご苦労さまでした。

 神奈川のタウンニュースでも紹介されています。
 https://www.townnews.co.jp/0610/2018/03/16/423864.html

 

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22875 選択 ばるき 2018-03-17 18:20:15 返信 報告

[22849]noritama:
 > 5⽉-6⽉には元気に花が咲きますように(^^) 

 5⽉頃になったら⾏ってみたいと思います。

Re:春の渋沢2018 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会レポ
22957 選択 幸（ゆき） 2018-05-13 19:57:59 返信 報告

[22875]ばるきさん、皆さん
 > [22849]noritama: 

 > > 5⽉-6⽉には元気に花が咲きますように(^^) 
 > 5⽉頃になったら⾏ってみたいと思います。

既に⾏かれたかも知れませんが、もう少しで咲きそうな20㎝くらいまで育ってます。
 ついでに、プランター内に浸⾷した雑草を抜いてきましたが、また様⼦を⾒て抜いた⽅が良いで

しょうね。

渋沢商店会のfacebook↓でも紹介されてます。
 https://www.facebook.com/shibusawaekimae/photos/pb.220709821428157.-2207520000.1526207318./10

00743996758065/?type=3&theater
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