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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2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23627 選択 幸（ゆき） 2019-01-16 07:33:10 返信 報告

皆様、今年も以下を開催します。 
 泉⽔ちゃんの故郷を肌で感じられるファン同⼠の交流の 

 機会として、是⾮お集り下さい。

⽇時︓ 3/10(⽇) 
 13:00に渋沢駅南⼝のプレート前に集合 

 植え替え作業後に↓移動してZARD曲を皆で楽しみましょう︕
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⽣演奏歌会 14:00頃-16:30過 
会場 kiks kaffe 

 https://kikskaffe.wordpress.com/ 
 https://kikskaffe.wordpress.com/course/ 

 会費 3,500円（コース＋2時間飲み放題） 
 Vo. ayumiさん + Gt. or CD伴奏︓演奏予定は9曲 

 https://twitter.com/ayumi_USR

注）席数に限りがありますので先着20⼈︕ 
 多分、1⽉中には⼈数に達すると思います。ご参加希望者は 

 早めにこのスレに返信してご表明下さい。 2⽉下旬締切。

なお、植え替えには⾃由にご参加頂いて構いません。特に 
 ご⽤意頂く作業道具等は不要です。

 歌会には⼈数把握が必要ですので早めに本レスにてお知らせ
 頂けると助かります。

 他に、twitterやmixi等から集まると思います。

過去の様⼦↓
 [22833]2018年

 [21024]2017年

stray所⻑、毎度この場を使わせて頂き感謝致しますm(_ _)m。
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23628 選択 吟遊詩⼈ 2019-01-16 09:09:11 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんにちは、昨年は参加出来なかったので

今年はリベンジ︕!(^^)! 参加しますので宜しくお願いします。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23629 選択 key(ケイ) 2019-01-16 11:25:16 返信 報告
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幸(ゆき)さん、こんにちは。keyです。

３⽉１０⽇の演奏会出席したいと思います。
 よろしくお願いします。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23630 選択 Zi- 2019-01-16 16:29:21 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんにちは。Zi-です。

⽣演奏歌会等の設定、有り難う御座います。

３⽉１０⽇の演奏会、参加させてください。
 よろしくお願いします。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23631 選択 彦パパ 2019-01-16 20:19:50 返信 報告

幸（ゆき）さん、ど〜も︕
 彦パパです。

 ぜひ参加させてください︕
 よろしくお願いします。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23632 選択 noritama 2019-01-16 21:23:19 返信 報告

幸(ゆき)さん こんばんは

参加でよろしくお願い致しますm(_ _)m

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23633 選択 狐声⾵⾳太 2019-01-17 07:37:26 返信 報告
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お早う御座います。

参加したく思いますので、よろしくお願いします。
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23634 選択 幸（ゆき） 2019-01-17 17:39:50 返信 報告

[23628]吟遊詩⼈さん、key(ケイ)、Zi-さん、彦パパさん、noritamaさん、狐声⾵⾳太さん、ご参加表明ありがとうござ
います。

現在、この６名に、サポータ及びTwitterから７名です。
 残りの座席数は、７

ご参加を考えられてる⽅はお早めに。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23647 選択 幸（ゆき） 2019-01-20 14:55:50 返信 報告

皆さま

予約席数20に達しましたので、歌会へのご参加希望は取り合えず締切とさせて頂きます。
 ⽋員が⽣じた場合、再度募るかも知れません。

なお、繰り返しますが、植え替え作業にはご⾃由に参加頂いて構いません。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23704 選択 幸（ゆき） 2019-02-20 10:40:30 返信 報告

陸奥亮⼦さん、yahooメールを⾒て、ご連絡下さい。
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23705 選択 陸奥亮⼦ 2019-02-20 21:03:39 返信 報告

皆さん、今晩は。陸奥亮⼦です。
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[23704]幸（ゆき）:
> 陸奥亮⼦さん、yahooメールを⾒て、ご連絡下さい。

幸（ゆき）さんにYAHOOメールで連絡させて頂きました。

お騒がせしまして、真にすみません。
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23713 選択 key(ケイ) 2019-02-24 16:41:39 返信 報告

幸さん、z研の皆さま、ご無沙汰しております。
 最近体調を崩し２６⽇に内視鏡による再⼿術に

 なりました。したがいまして申し訳ありませんが
 ３⽉１０⽇の⾷事会のキャンセルをお願いします🙇⤵ 

 どうか皆さまで楽しい歌会にしてください。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23716 選択 Awa C62 2019-02-27 13:06:21 返信 報告

植え替え作業にはご⾃由に参加頂いて構いません。
 植栽には参りたいと思ひます。

 K（ケイ）さんには御気の毒に存じます。御⼤事になさつてください。
ただもし⽋員補充が出来るやうでしたら,後の会へも加れたらと思ひ,ダメ元覚悟の申出を致します。 

 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23717 選択 幸（ゆき） 2019-02-27 17:50:05 返信 報告

[23716]Awa C62さん
 > ただもし⽋員補充が出来るやうでしたら,後の会へも加れたらと思ひ,ダメ元覚悟の申出を致します。

ありがとうございます。⽋員分として、歌会のご参加承ります。
 合計の⼈数に変更はないので⼤丈夫ですよ。
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keyさん、お⼤事に。

本⽇は⽋席します。
23736 選択 陸奥亮⼦ 2019-03-10 09:28:04 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

本⽇３⽉１０⽇の「カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会」を

⽋席致します。

幸（ゆき）さんには体調次第で歌会に１時間だけ出席する

連絡をさせて戴きましたが、今⽇までに「体調及び体⼒の

回復が７割ほど」と思っていたよりも遅い上に、毎年悩まされ

ている「花粉症」で、くしゃみ、⿐⽔、⽬の痒みと涙も例年

並みにひどい状態です。

皆さんと久し振りにお会いしたいのは⼭々ですが、今は無理を

しない⽅が良いと判断しました。

幸（ゆき）さん、⼤変お騒がせして申し訳有りません。

参加される皆さん、楽しまれてください。

次回のZARDイベント等でお会い出来ればと思います。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23737 選択 吟遊詩⼈ 2019-03-10 17:56:14 返信 報告

皆さん、こんにちは。春の渋沢2019 カラー球根の

植え替え＆⽣演奏歌会に参加して来ました。

何とか天気が持ち、無事、植え替え作業終わり、その後
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⽴⾷＆歌会、⼆時間半の楽しい時間でした。

とりあえず、速報でお伝えします。^_^;

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23738 選択 吟遊詩⼈ 2019-03-10 18:03:47 返信 報告

【kiks kaffe LIVE セットリスト】
 Vo:ayumiさん Gt:TAKAさん

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 ■promised you

 ■Oh my love
 ■新しいドア 〜冬のひまわり〜

 ■もっと近くで君の横顔⾒ていたい
 ■カナリヤ

 ■カラッといこう︕
 ＝＝＝＝＝

 【アコースティックコーナー】
 ■Good-bye My Loneliness

 ■Forever you
 ＝＝＝＝＝

 ■あの微笑みを忘れないで
 ＝＝＝＝＝

 【アンコール】
 ■Dear（オリジナル）

 ■負けないで
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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セットリストはこんな感じです。

レアナンバーも含めて素晴らしいライブでした。

今、あの懐かしいドーナツ屋さんでマッタリと

Z研の参加メンバーと反省会(笑)

現場から吟遊詩⼈がお伝えしました。(^o^)
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23740 選択 noritama 2019-03-11 02:22:56 返信 報告

こんばんは
  

昨⽇は楽しいひとときをありがとうございました｡

曇天でしたが､
 渋沢駅から雪化粧の富⼠⼭もなんとか⾒えてました｡

吟遊詩⼈さんから速報ダイジェストとセットリストがレポされてますので(^^)
 植え替え作業の雰囲気の写真を何枚か

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23741 選択 noritama 2019-03-11 02:24:59 返信 報告

作業前集合待ち〜

AwaC62さんお久ぶりでした｡
 四国から遠路遥々ご苦労様です｡

 AwaC62さん持参の⻲泉とデコポン(^^)
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Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23742 選択 noritama 2019-03-11 02:26:41 返信 報告

植え替え作業開始｡
 作業中･･･

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23743 選択 noritama 2019-03-11 02:27:55 返信 報告

作業中･･･

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23744 選択 noritama 2019-03-11 02:28:53 返信 報告

仕上げ〜
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Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23745 選択 noritama 2019-03-11 02:31:10 返信 報告

では(笑)

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23746 選択 noritama 2019-03-11 02:32:17 返信 報告

出来ました(^^)

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23747 選択 noritama 2019-03-11 02:33:17 返信 報告

商店会⻑さん､今回もありがとうございますm(_ _)m
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Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23748 選択 noritama 2019-03-11 02:41:35 返信 報告

AwaC62さんによるお神酒･お清めも完了

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23749 選択 noritama 2019-03-11 02:43:47 返信 報告

今年も元気に育つんだよ〜(^^)

このあと⻲泉とデコポンは参加者に振る舞われました｡
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23750 選択 noritama 2019-03-11 02:47:40 返信 報告

集合写真としばらく歓談の後
 歌会会場へ移動･･･

歌会会場の"kiks kaffe"へ到着

「誰かバック忘れてない?」と･･･
 あっ､私ので〜す(;;^^)っ
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話に夢中ですっかり忘れてました｡｡｡
スミマセンありがとうございましたm(_ _)m

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23751 選択 狐声⾵⾳太 2019-03-11 08:10:33 返信 報告

昨⽇は楽しいひと時を有り難う御座いました。
 ⽣歌⾵景を⼀枚載せます。

 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23752 選択 狐声⾵⾳太 2019-03-11 08:16:58 返信 報告

「カラー球根の植え替え＆演奏歌会」の前に、Z研メンバーはブランチオフ会と称して集まりま
した。この場にはHARDのたらみさんも来てくれました。そこで、彼⼥から男性メンバーにプレ
ゼントが有りました。

 添付の写真の鯛焼き型の⼿作りお菓⼦です。
 まだ、⾷べていませんが、楽しみにしています。

Re: 本⽇は⽋席します。
23753 選択 狐声⾵⾳太 2019-03-11 08:21:55 返信 報告

陸奥亮⼦さん、お久しぶりです。

> 幸（ゆき）さんには体調次第で歌会に１時間だけ出席する 
 > 連絡をさせて戴きましたが、今⽇までに「体調及び体⼒の 
 > 回復が７割ほど」と思っていたよりも遅い上に、毎年悩まされ 
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> ている「花粉症」で、くしゃみ、⿐⽔、⽬の痒みと涙も例年 
> 並みにひどい状態です。 

 > 皆さんと久し振りにお会いしたいのは⼭々ですが、今は無理を 
 > しない⽅が良いと判断しました。

殆ど、投稿がないので、多分、お体の調⼦が良くないのだろうとは思っていました。
 ７割の回復では、まだ、きついでしょうね。

 またお会いできるのを楽しみにしています。
 お体にお気をつけ、⼀⽇も早い回復を願っています。

 

Re:春の渋沢け2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23754 選択 吟遊詩⼈ 2019-03-11 10:19:53 返信 報告

[23750]noritamaさん、狐声⾵⾳太さん、

こんにちは。昨⽇はお世話になりました。

補⾜フォローありがとう御座います<(_ _)>

noritamaさん、帰りの電⾞内オフ会(笑)、降りる駅、通り超して

新百合ヶ丘まで話しに夢中になってお付き合い

ありがとう御座いました。(笑)

幸(ゆき)さんをはじめ、企画運営のスタッフさん、

地元商店会、演奏関係者、常連の皆さん、

楽しい時間、ありがとう御座いました。<(_ _)>

Re:春の渋沢け2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23755 選択 noritama 2019-03-11 15:46:48 返信 報告

追記:
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歌会は､まさかの(^^『promised you』にはじまり､
『カナリヤ』では､不覚にも(笑)うるっとなりそうになってしまいました(^^;

 ←歌会『アコースティックコーナー』の会場雰囲気
 

Re:春の渋沢け2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23756 選択 noritama 2019-03-11 15:48:20 返信 報告

←こちらは､アンコールで歌われた(ayumiさんオリジナルの)『Dear』

Twitter
 https://twitter.com/ayumi_USR/status/1104740125794156545

 近々のライブインフォ
 https://twitter.com/ayumi_USR/status/1097755863123517440

Re:春の渋沢け2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23757 選択 noritama 2019-03-11 15:54:17 返信 報告

>今、あの懐かしいドーナツ屋さんでマッタリと 
 >Z研の参加メンバーと反省会(笑) 

 >帰りの電⾞内オフ会(笑)、降りる駅、通り超して 
>新百合ヶ丘まで話しに夢中になってお付き合い 

 >ありがとう御座いました。(笑)

♪⼩⽥急の駅いっぱい乗りすごし ⾒慣れた町⽥を横切ったら･･♪(笑)
 いえいえ､こちらこそありがとうございました(^^)

つまるところ話題は､今⽇の歌会良かったねぇ♪と､CD&DVDコレクションと4/20NHK特番と今年の5/27はどうなるのか?
になるわけで(^^;

 ファンの⼼情は､今の時代､､
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現状に対する不安･不満･不信感と､､僅かな可能性と⼤きな期待と､､何かあるならの迫る⽇時､などなどにヤキモキしてるわ
けですよね｡｡

さてさてどうなることやら｡

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23758 選択 Awa C62 2019-03-11 21:59:21 返信 報告

> AwaC62さんお久ぶりでした｡ 
 > 四国から遠路遥々ご苦労様です｡ 

 > AwaC62さん持参の⻲泉とデコポン(^^) 
 昨⽇は御世話になりました。2年ぶりに皆さんに御会ひ出来て嬉しかつたです。去年の6⽉澁澤を訪れて⾒事に咲いたカラ

ーの花⾒をしました。誰にも会へない、寂しい花⾒でしたが,「夜の淨闇の中で⿔泉を⽚⼿に飲んだくれ花⾒もまたいいか
な︖」と1⼈悦に⼊つてゐました。カラーに和名を付けるとしたら,「⻄洋⽔芭蕉(せいようみづばせを)」といつた所でせ
うか︖

  幸(ゆき)さんへ、この度も御世話になりました。帰りははぐれてしまひ、恐⼊ります。前回と同じく⼩⽥原18:08のひ
かりで帰途に着きましたが、つひに御みかけせずじまひでした。今回はヴェジタリアンの⾃分にとつては⾷べられるもの
が殆どなく、⼩腹が空いて⼀⾜先に駅に向ひ、箱根蕎⿆(そば)を頬張つて⼩⽥原へ向ひました。5年前のイタリアンレスト
ランの魬(ハマチ)のマリネが懷しく思出されます。

 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23770 選択 幸（ゆき） 2019-03-15 17:20:02 返信 報告

[23737]吟遊詩⼈さん、noritamaさん、狐声⾵⾳太さん
 毎度、迅速なレポートをアップして下さり、ありがとうごうございます。

なかなか時間がとれず今頃になってしまいm(_ _)m。

AwaC62さん、次の約束があって急いで駅に向かった為、お別れも⾔えず申し訳ありませんでした。
 イタリアンはお⼝に合わなかったようで、その点も⼼苦しい限りです。最後の⽅に出てきた⽜蒡の素揚げはピリ⾟ソース

付けて⾷べると美味しかったんですが、気づかれてない︖。
 ちなみに以前のレストランはフレンチです、機会があれば寄って頂けるとマスターも喜んでくれると思います。
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ご参加された皆様、お疲れ様でした。
割と珍しい曲が多くてayumiさん良かったですよね、喜んで頂けたでしょうか︖

 これから暖かくなって順調に育てば、5⽉末頃には花を咲かせてくれるものと期待してます^^。

陸奥亮⼦さん、keyさん、ご参加できなかった皆様、次回以降の機会に是⾮お越し下さい。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
23775 選択 Awa C62 2019-03-18 20:51:16 返信 報告

> AwaC62さん、イタリアンはお⼝に合わなかったようで、その点も⼼苦しい限りです。最後の⽅に出てきた⽜蒡の素揚
げはピリ⾟ソース付けて⾷べると美味しかったんですが、気づかれてない︖。 

 > ちなみに以前のレストランはフレンチです、機会があれば寄って頂けるとマスターも喜んでくれると思います。 
 どこの宴席に⾏つても,あまり⾷べられるものが無いのはいつものことですから、お気遣にはおよびません。マリネ（魬の

其）といへば、イタリアンと思つてゐましたが、フレンチでしたか。洋⾷にはさつぱり無知にて恐⼊ります。5年前のフレ
ンチレストラン、次回訪澁の機会があれば、⽴寄つてみます。 

 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24008 選択 幸（ゆき） 2019-05-08 11:28:47 返信 報告

皆様

間が空いてしまいましたが、渋沢駅前商店会facebookに写真掲載されております↓こと、お知らせします。
 https://www.facebook.com/shibusawaekimae/photos/pcb.1236834609815668/1236834553149007/?type=3

&theater
 https://www.facebook.com/shibusawaekimae/photos/pcb.1236834609815668/1236834583149004/?type=3

&theater

そろそろ、花は咲いてるのだろうか︖

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24009 選択 狐声⾵⾳太 2019-05-08 14:12:20 返信 報告
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幸（ゆき）さん、皆さん、今⽇は。
 
> 間が空いてしまいましたが、渋沢駅前商店会facebookに写真掲載されております↓こと、お知
らせします。 

 > https://www.facebook.com/shibusawaekimae/photos/pcb.1236834609815668/123
6834553149007/?type=3&theater 

 > https://www.facebook.com/shibusawaekimae/photos/pcb.1236834609815668/1236834583149004/?type
=3&theater

> そろそろ、花は咲いてるのだろうか︖

先⽇（４⽉２８⽇）に⾏って来ました。
 ⽤事が済んでから、思い出して⾏ってきましたが、まだ添付の写真のように数センチの芽が出ている状態でした。

 今年は遅いのでしょうか︖

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24010 選択 幸（ゆき） 2019-05-08 17:20:20 返信 報告

[24009]狐声⾵⾳太さん、ご報告ありがとうございます。
 > ⽤事が済んでから、思い出して⾏ってきましたが、まだ添付の写真のように数センチの芽が出ている状態でした。 

 > 今年は遅いのでしょうか︖

渋沢近辺の様⼦は詳しく把握してませんが、全国的に今年は春先も寒くて桜が⻑く咲いてたり、その影響もあるかも知れ
ません。

 例年より早めに植え替えをしたんですけどね。

神奈川のファンの⾃宅庭でカラー開花の知らせもあり、これから暖かく（暑く︖）なれば直に咲くと期待しましょう。今
⽉末かは微妙かも。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24014 選択 sakura 2019-05-12 22:56:07 返信 報告
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幸（ゆき）さん、皆さん、こんばんは。

今⽇の様⼦です。
 たまたま近くに⾏ったので、写真を撮ってきました。

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24015 選択 sakura 2019-05-12 22:58:36 返信 報告

別の⾓度から。 
 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24018 選択 幸（ゆき） 2019-05-14 07:55:43 返信 報告

[24014]sakuraさん
 > 今⽇の様⼦です。 
 > たまたま近くに⾏ったので、写真を撮ってきました。

現在の状況をお知らせ下さり、ありがとうございます。
 その頃に訪れるファンも居ると思いますし、まずは2週間後に咲くと嬉しいのですが...

 

Re:春の渋沢2019 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24153 選択 幸（ゆき） 2019-06-10 20:59:39 返信 報告
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昨⽇、寄り道したところ、咲いてました︕
商店会に聞いたところ、先週くらいから咲きだしたとのこと。

これからしばらく奇麗な花が楽しめそうです^^
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