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秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24372 選択 幸（ゆき） 2019-09-17 20:55:26 返信 報告

皆さま、今年も駅前商店会の「えびす講まつり」に
 以下のように出演させて頂きます︕

⽇時︓2019年11⽉23⽇（祝・⼟）12:00-13:00
 場所︓⼩⽥急渋沢駅 南⼝

 ⾬天は⼗全同薬局さんのガレージ内にて⾏います

Mayuna（Vo.)+伊藤純也(Gt.）
 calla（Vo. + Gt. + Ba. + Per.）
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予定曲︓♪君に会いたくなったら、♪もう少しあと少し 他

路上ライブは無料で⾃由にご参加下さい。

以下の打ち上げにご参加される⽅はこのBBS
 の「返信」にて今⽉中にお知らせ下さい。

打ち上げ参加募集︕
 【場所】渋沢駅北⼝ ビバラーチョ(Spanish Bistro)

 https://www.facebook.com/vivarachoshibusawa
 【時間】14時〜(17時くらいまで)

 【⼈数】40〜45名を予定 
 【参加費】4,500円(飲み放題⼊れて)

 ※⼀次会お開き後『もう少しあと少し』と⾔う
 ⽅々の為に⼆次会も開催予定ですので、「返信」

 の際にご表明下さい。コースではなく⼈数に応
 じてお店等は調整します。

ご参加表明は、⼀次会〇⼆次会ｘ という感じ
 でお願いします。

過去の路上ライブ等の様⼦↓
 http://bbsee.info/newbbs/165.html#a23362

 http://bbsee.info/newbbs/id/22437.html
 http://bbsee.info/newbbs/id20472.html

 http://bbsee.info/newbbs/id17528.html

stray所⻑、毎度この場を使わせて頂き感謝致しますm(_ _)m。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24373 選択 zi- 2019-09-17 21:33:12 返信 報告

こんばんは
 Zi-です。

https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24373
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24373


 11⽉23⽇(祝・⼟)は渋沢に出向く計画で居ります。
打ち上げにも参加させてください。

 宜しくお願いを致します。

⼆次会は遠慮致す予定です。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24375 選択 吟遊詩⼈ 2019-09-18 13:58:51 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんにちは

⼀次会〇⼆次会Xで参加します。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24377 選択 狐声⾵⾳太 2019-09-19 07:51:46 返信 報告

幸（ゆき）さん、今年も有り難う御座います。

⼀次会〇⼆次会×
 でよろしくお願いします。

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24378 選択 幸（ゆき） 2019-09-19 09:38:20 返信 報告

[24373]zi-さん、吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん

毎度ありがとうございます。

お3⼈とも、1次会〇、⼆次会×ですね。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24380 選択 fieldofsora 2019-09-19 18:43:51 返信 報告

幸さん 毎年の企画運営 お疲れ様です、感謝申し上げますm(_ _)m
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野原と申します、⼀次会〇⼆次会ｘ で、お願い致します。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24392 選択 幸（ゆき） 2019-09-28 11:59:24 返信 報告

[24380]fieldofsora:
 野原さん、ありがとうございます。

 ⼀次会〇⼆次会ｘ 了解です。

ご参加を検討中の皆様へ
 現時点で、打ち上げは予定の半分程度の参加⼈数です。

 未だ席に余裕があります。
 満席になり次第、参加受付を終了させて頂きたく、早めにご表明下さい。

よろしくお願いします。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24393 選択 noritama 2019-09-28 14:31:57 返信 報告

幸(ゆき)さん こんにちは

毎年お誘いありがとうございます｡
 ⼀次会〇⼆次会ⅹでよろしくお願い致します｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24394 選択 幸（ゆき） 2019-10-01 10:15:04 返信 報告

[24393]noritamaさん、いつもありがとうございます。
 ⼀次会〇⼆次会ⅹ 了解しました。

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24425 選択 Wine 2019-10-07 16:39:22 返信 報告
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幸（ゆき）さん

はじめまして。ZARDファンのWineと申します。
 昨年も本ライブの打ち上げに参加させていただきましたが、⼤盛会でご挨拶させていただいたかどうか記憶がありません

（礼）。

もう締め切りが過ぎてしまったかと思いますが、可能であれば本年も打ち上げに参加させていただきたくよろしくお⼿配
の程お願い申し上げます。なお、同じくZARDファンのエイトさんの分も参加希望でよろしくお願い致します。

 Wine︓⼀次会〇、⼆次会×
  エイト︓⼀次会〇、⼆次会×

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24430 選択 幸（ゆき） 2019-10-08 08:19:13 返信 報告

[24425]Wineさん、ありがとうございます。

エイトさんと２名分、確かに受け付けました。

未だ⼈数的に⼤丈夫です。ご検討中の皆様も是⾮︕

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24492 選択 幸（ゆき） 2019-10-26 10:50:10 返信 報告

皆様

今回はお店が広く、未だ席数に余裕がありますので、ご都合等が良くなって打ち上げにご参加できる⽅はお知らせ下さ
い。

 通常はある程度前までに⼈数確定が出来れば⾷材仕⼊れなどお店が対応してくれるので、来⽉上旬くらいまでは増えても
⼤丈夫だと思います（具体的な締切⽇は要確認ですが）。早めが有難いですけど。

既にご表明頂いてる7名は受付済で、ご変更がなければそのままで⼤丈夫です。

以下、再掲載しておきますね。
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打ち上げ参加募集︕
【場所】渋沢駅北⼝ ビバラーチョ(Spanish Bistro)

 https://www.facebook.com/vivarachoshibusawa
 【時間】11/23(⼟・祝) 14時〜(17時くらいまで)

 【⼈数】40〜45名を予定
 【参加費】4,500円(飲み放題⼊れて)

 ※⼀次会お開き後『もう少しあと少し』と⾔う
 ⽅々の為に⼆次会も開催予定ですので、「返信」

 の際にご表明下さい。コースではなく⼈数に応
 じてお店等は調整します。

ご参加表明は、⼀次会〇⼆次会ｘ という感じ
 でお願いします。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24496 選択 幸（ゆき） 2019-10-29 15:56:07 返信 報告

11/23(⼟・祝)渋沢に出演するcallaは、前哨戦︖として11/16(⼟)⼤阪hillsパン⼯場でライブを⾏います。

詳細は↓ Forevet you 2019
 http://livehillspankojyo.com/detail.cgi?code=mwddL1sW

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24504 選択 幸（ゆき） 2019-11-04 08:56:42 返信 報告

callaからフライヤーの拡散希望がありましたので、ご紹介させて下さい。

打ち上げ参加も、未だ⼤丈夫だと思います。
 ご表明下さい。
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24505 選択 幸（ゆき） 2019-11-04 15:08:50 返信 報告

お店への⼈数報告の都合等から、打ち上げのご参加は11/13までにお願いします。それ以降の
受付は出来ません。

路上ライブはお祭りイベントですので、ご⾃由にご参加下さい。

また、故郷渋沢には、駅メモや記念プレートの他、以下の５つの駅南商店にはメッセージノー
トが置いてあり、ご記⼊できます^^。全国津々浦々から訪れたファンの「想い」も感じられま

す。

渋沢百貨店、⾁の松屋、喫茶ドリアン、かみむら酒店、kiks kaffe
 渋沢駅商店会マップ︓

 http://shibusawaekimae.com/largemap/

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24588 選択 noritama 2019-11-22 02:34:37 返信 報告

こんばんは

明⽇､11/23(⼟)の当⽇､
 打ち上げ⼀次会のZ研BBSで参加表明者様と､ご出演の"calla"様の参加費を､

 お⼿伝いで私が集⾦させて頂きます事となりましたので(笑)
 ライブ前､もしくはライブ後で､御⽀払いしていただけたら幸いです｡

 (ライブ中は､聴いてたり撮影してたりでチョロチョロしてますのでご勘弁を(^^;)
 また集⾦の際に、乾杯⽤のドリンクのプレオーダーを承ります(笑)

対象者様は

吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、zi-さん、
 野原さん、幸(ゆき)さん、noritama、

 Wineさん、エイトさん、
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"calla"様の4名(綾さん(vo)、じんさん(dr)、ようすけさん(ba)、たかさん(gt))

の12名です｡

Wineさん、エイトさん、"calla"様には､
 私が誰なのかハッキリ判らないと思いますので(^^;､､何か⽬⽴つもので､､､

 写真のこの柄のバックを持っている⼈が⽬印です(笑)

よろしくお願いいたします｡m(_ _)m
 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24589 選択 noritama 2019-11-22 02:37:29 返信 報告

参考までに､
 乾杯⽤のドリンクのプレオーダーのメニューです(笑)

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24590 選択 吟遊詩⼈ 2019-11-22 04:21:09 返信 報告

[24589]noritamaさん、ご苦労さまです。

私もお⼿伝いします。(^o^)

乾杯⽤のドリンクのプレオーダーメニューと会費のチェック表

作りましたので当⽇ご活⽤して下さい。該当者の⽅々会費は

4500円なるべくお釣りが要らない様、ご協⼒お願いします。
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24591 選択 noritama 2019-11-22 06:35:21 返信 報告

吟遊詩⼈さん､おはようございます｡

[24590]吟遊詩⼈:
 > [24589]noritamaさん、ご苦労さまです。 

 > 私もお⼿伝いします。(^o^) 
 > 乾杯⽤のドリンクのプレオーダーメニューと会費のチェック表 

 > 作りましたので当⽇ご活⽤して下さい。該当者の⽅々会費は 
 > 4500円なるべくお釣りが要らない様、ご協⼒お願いします。

ありがとうございます｡
 500円⽟は⼀応⽤意していきます(^^)

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24592 選択 Zi- 2019-11-22 07:30:15 返信 報告

お早う御座います。

Zi-です。

皆様には種々に亘りお世話になっております。

会費の集⾦とプレオーダーの2件、了解致しました。

明⽇は宜しくお願い致します。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24593 選択 noritama 2019-11-22 09:15:35 返信 報告

おはようございます

先程から､冷たい⾬が降っています｡
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明⽇のピンポイント天気をみると････
⾬が残りそうな感じ｡

 ⻄から東の⾬っぽいので､1時間から30分位は予報より⾬上がりが早い可能性もあるけれど｡｡
 微妙(^^;

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24594 選択 Wine 2019-11-22 21:16:08 返信 報告

noritamaさん

 こんばんは。初めまして。Wineです。

 明⽇はお世話になります。

 ご案内の会費の事前集⾦と乾杯⽤ドリンクプレオーダーの件、承知致しました。
  ⼀緒に申し込みさせていただいたエイト様にも伝えておきます。

 明⽇はちょっと天候が⼼配ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 
 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24595 選択 noritama 2019-11-22 21:32:15 返信 報告

Wineさん こんばんは

あいにくの天気になりそうですが､
 明⽇よろしくです(^^)

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
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24596 選択 noritama 2019-11-23 10:18:51 返信 報告

おはようございます

そろそろ向かいますか､､
 現地は未確認ですが

 ⾬はパラパラ､北⾵はピューピュー｡
 どちらかだけでも⽌んでほしいところ｡

予報の⾬雲の流れみても･･･まだ微妙｡(^^;
 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24599 選択 noritama 2019-11-23 23:11:21 返信 報告

こんばんは

路上ライブ鑑賞→打ち上げ1次会(オフ会)参加→⻑いお茶(反省会(?笑)という名の雑談)→電⾞内⻑い雑談(笑)･･
 を経て､先程帰宅しました(苦笑)

私のレポは､明⽇で(^^; m(_ _)m

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24600 選択 吟遊詩⼈ 2019-11-24 01:10:34 返信 報告

[24599]noritamaさん、こんばんは
 > 

> 路上ライブ観賞→打ち上げ1次会(オフ会)参加→⻑いお茶(反省会(?笑)という名の雑談)→電⾞内⻑い
雑談(笑)･･ 

 > を経て､先程帰宅しました(苦笑) 
 >

⾃宅駅を通り越して︕登⼾まで電⾞内オフ会に引きずって

しまい申し訳ありません♪〜(￣。￣)

https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24596
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24596
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d30710eda505b38e92b01617a4702d80.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24599
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24599
https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24600
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24600
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/aea82aaedd0ca42cd2b356ae965efbb0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id24599.html


昨⽇ 秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ

とオフ会に数名の常連さん達(笑）と参加してきました。

天気は⽣憎の⾬(>_<)ヽ何とか上がりましたが⾵が強く寒く

⼗全堂薬局さんのガレージ内にてライブは⾏われました。

callaのメンバ－による演奏は何回か聴いていますが

安定したVoとバックバンドメンバ－の伸びやかな演奏が

泉⽔さんの故郷の街に響き渡りました。時間にしてリハ－サル

も含め⼤体⼀時間程だったと思いますが・・・・︖

ファンにはお馴染みのナンバ－が演奏されました。

セットリストは、noritama報道部⻑(笑)が後ほど出るかな︖

いつもながらですが商店会の皆さん、幸（ゆき）さんを

はじめとするサポ－タ－の皆さん、ZARDファンの楽しい

イベント企画ありがとうございます。<(_ _)>

Mayunaさんと⾔う⽅がもう⼀組出演予定でしたが

交通事情で遅れてしまい路上ライブでは⾒る事が

出来ませんでした。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24601 選択 吟遊詩⼈ 2019-11-24 01:56:03 返信 報告

ライブ終了後は打ち上げとなり場所を移動して

渋沢駅北⼝ ビバラーチョ(Spanish Bistro)と⾔う

オシャレなお店でのオフ会となりました。

ここではドリンク飲み放題で約３時間弱の時間でしたが

https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24601
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24601


歓談あり恒例のミニライブも途中⾏われ路上ライブで

聴けなかったMayunaさんの歌声が聴けました。この⽅は

初めて聴きましたが声量があり⾼⾳まで良く通る声でした。

毎回渋沢ではお馴染み⽅達の集まりで場内は⼤いに盛り上がりました

⼥性店員さん達が泉⽔さんみたいな髪型(ポニーテール)をしていて

粋な計らいだった事も⼀つ付け加えなければなりません(笑)

⼆次会は別途ありましたが、お酒はもう良いかな︕って

あの懐かしいド－ナッツ屋さんが混んでいて⼊れなかったので

お茶をデニ－ズで︕︕( ^^) _旦~~

そう、Wineさん、エイトさん、お茶にお誘いしておいて

他の⽅と⽴ち話の最中にお姿が消えて先に帰られてしまい

すみませんでした。m(__)m 結局noritamaさん、野原さん

と私で何を反省したか︖解らない只の雑談会でドリンクバ－

とフライドポテトで良く３時間持たせましたね︕（笑）

これだから飲み放題はやめられない︕︕( ^^) _旦~~

結局いつものように私が速報を出してnoritama報道部⻑(笑)

があとで詳細を書くと⾔う打ち合わせ(^O^)v

最近私が昼夜逆転⽣活で体に負担が来ているから３０周年

まで何とか持たせる為に、ネタが少なくても無理に

⾃⼰解決せずお題を振ってみんなで考える⽅が懸命だ︕と⾔う

話にまとまりましたよね︕(笑）

電⾞内雑談は何でしたっけ︖初期の頃⼩⽥急線は朝上りが

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7ece221bf3f5dbddbe3c2770ac19b419.jpg


混むから六本⽊まで⾏くのは午後空いた時間で⾏く⽅が楽

だから泉⽔さんは夜の作業を選んだのかな︖でしたよね（笑）

⽇焼けしないのともう⼀つの理由が解明して永遠と

その論議で登⼾まで来てしまった︕︕(笑）

何故夜型になったかを論議した重要な案件でした︕♪〜(￣。￣)

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24603 選択 noritama 2019-11-24 10:59:17 返信 報告

こんにちは

いつもと同じ感じのレポっぽくなりますが(^^;
 昨⽇のレポします｡

⾃宅を出るときは､⾬がパラパラ降り､⾵が強かったのですが､
 渋沢に到着したら､､

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24604 選択 noritama 2019-11-24 11:01:42 返信 報告

時折強い⾵がふきますが､⾬が⽌んでいる!!

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24605 選択 noritama 2019-11-24 11:04:04 返信 報告
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会場をみると､いつもの路上(左の横断歩道付近)ではなく､
⾬･⾵をみこして(右の)･･

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24606 選択 noritama 2019-11-24 11:05:09 返信 報告

渋沢駅南⼝ ZARD駅メロ記念プレート前の､
 ⼗全堂薬局さんの軒下に設置されていました｡

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24607 選択 noritama 2019-11-24 11:09:15 返信 報告

なんとか天気もちそう｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24608 選択 noritama 2019-11-24 11:16:08 返信 報告
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渋沢駅前商店会 歩⾏者天国 『えびす講まつり』
タイムスケジュール｡

 http://shibusawaekimae.com/wp-content/uploads/2019/11/S__7929860.jpg
 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24609 選択 noritama 2019-11-24 11:20:52 返信 報告

今回の路上ライブ出演ZARDトリビュートバンドは"calla"さん

開演前｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24610 選択 noritama 2019-11-24 11:24:08 返信 報告

"calla"綾さん⾃らPA調節して数曲リハ&サウンドチェック｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24611 選択 noritama 2019-11-24 11:28:42 返信 報告

『Forever you』からLive本番スタート
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24612 選択 noritama 2019-11-24 11:32:26 返信 報告

時折強い⾵が吹き込む

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24613 選択 noritama 2019-11-24 11:36:01 返信 報告

歌唱⾵景

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24614 選択 noritama 2019-11-24 11:37:01 返信 報告

歌唱⾵景
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『もう探さない』のときは､⾵になびく髪に､
PVの泉⽔さんの姿が思い浮かんできました｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24615 選択 noritama 2019-11-24 11:37:42 返信 報告

"時折ふく⾵がはく息とかぶつかって歌い難い(笑)"とおっしゃっておられましたが､
 流⽯の安定した歌声でした､すばらしい!

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24616 選択 noritama 2019-11-24 11:41:09 返信 報告

Live⾵景

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24617 選択 noritama 2019-11-24 11:43:10 返信 報告

Live⾵景
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24618 選択 noritama 2019-11-24 11:44:25 返信 報告

Live⾵景

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24619 選択 noritama 2019-11-24 11:45:15 返信 報告

>セットリストは、noritama報道部⻑(笑)が後ほど出るかな︖ 
 (^^;

うるおぼえ(笑)と､断⽚的なカメラ動画から拾ったので抜けがあったらスミマセン(^^;

･Forever you
 ･もう探さない
 ･もう少しあと少し

 ･明⽇もし君が壊れても
 ･世界はきっと未来の中
 ･あの微笑みを忘れないで
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追加アンコール2曲
･⾬に濡れて

 ･Love is Gone

リハ含めて約1時間弱(スケジュール内)だったでしょうか｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24620 選択 noritama 2019-11-24 11:53:48 返信 報告

>いつもながらですが商店会の皆さん、幸（ゆき）さんを 
 >はじめとするサポ－タ－の皆さん、ZARDファンの楽しい 

 >イベント企画ありがとうございます。<(_ _)>

ですね。
 毎回のご理解と､準備と運営､開催､

 ほんとうに感謝･感謝ですm(_ _)m
 誠にありがとうございます｡

Wineさん、エイトさん、はじめましてでした｡すれ違いにならなくて無事合流出来てよかった(^^)
 打ち上げ1次会では楽しいお話ありがとうございました｡

 吟遊詩⼈さん､Z研分集⾦･オーダー⼤半していただき申し訳ありませんでした(^^;;
 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24621 選択 noritama 2019-11-24 11:58:08 返信 報告

ライブ終了後は打ち上げ(ZARDファンオフ会)は､
 渋沢駅北⼝ ビバラーチョ(Spanish Bistro)

乾杯〜♪
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24622 選択 noritama 2019-11-24 12:00:00 返信 報告

先程の路上ライブの時には交通事情の都合で叶わなかった､
 Mayunaさんが歌唱を弾き語りで披露｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24623 選択 noritama 2019-11-24 12:01:39 返信 報告

また､⾶び⼊りで､
 かれんさんも弾き語りで歌唱｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24624 選択 noritama 2019-11-24 12:03:42 返信 報告

打ち上げ1次会にZARDサウンドの華が加わり､とても良かったです｡

御⼆⽅の弾き語り､誠にありがとうございました(^^)
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Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24625 選択 noritama 2019-11-24 12:05:56 返信 報告

14時〜16時半まで､各々話題にワイワイ話が咲いていつもながら楽しいひと時でした｡

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24626 選択 noritama 2019-11-24 12:08:02 返信 報告

飲み後のお茶がしたくて､､駅前ミスドヘ･･満席
 移動してデニーズへ､､

 雑談でプライベートな話ばかり含め(苦笑)､､3時間ちょっと過ごしてしまいました(苦笑)
  

>⾃宅駅を通り越して︕登⼾まで電⾞内オフ会に引きずってしまい申し訳ありません♪〜(￣。￣)

いえいえ､私が話⾜りなくてそこまで⾏ってしまっただけです(苦笑)
 帰りの電⾞内でも(笑) 吟遊詩⼈さん､野原さんお付き合いありがとうございまいた｡m(_ _)m

 
以上昨⽇のレポでした(^^)/

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24627 選択 Wine 2019-11-24 17:12:41 返信 報告

[24601]吟遊詩⼈:
 > そう、Wineさん、エイトさん、お茶にお誘いしておいて 

 > 
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> 他の⽅と⽴ち話の最中にお姿が消えて先に帰られてしまい 
> 
> すみませんでした。m(__)m 結局noritamaさん、野原さん 

 > 
> と私で何を反省したか︖解らない只の雑談会でドリンクバ－ 

 > 
> とフライドポテトで良く３時間持たせましたね︕（笑） 

 > 
> これだから飲み放題はやめられない︕︕( ^^) _旦~~

吟遊詩⼈さん

 こちらこそ、⼤変失礼を致しました。

 他の⽅とのお話が⼤分盛り上げっているようでしたので、お先に失礼してしまいました。

 でも、⽕のついたZARD談義がおさまる訳はなく、町⽥駅で下⾞、⼆⼈で飲み（⾷べ）直しをして、デニーズの反省分科
会を開きました。（笑）

 この度の打ち上げでは、Ｚ研の皆様やファンの皆様と交流ができ本当に楽しい会でした。⼤変お世話になりました。

 また、機会がありましたらご⼀緒させていただきたくよろしくお願い致します。

 

 

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24628 選択 幸（ゆき） 2019-11-25 17:12:16 返信 報告

[24625]noritamaさん、Zi-さん、吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、野原さん、Wineさん、エイトさん

ご参加ありがとうございました。
 いつものようにレポもまとめて下さり感謝感謝（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/24372.html?edt=on&rid=24628
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24628
https://bbsee.info/newbbs/id24625.html


この場をお借りしてm(_ _)m
callaのVo.の綾ちゃん宛にZiさんからメールを送ると⾔われたそうですが、

 TwitterやmixiなどのSNSをされてないかと思います。私が仲介役を仰せつか
 りましたので、こちらにメッセージをお書き下さい。あるいは、公開される

 のを躊躇されるようでしたら裏BBSをご利⽤頂くのも⼿かと思います。
 吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、noritamaさん、は私のメアドをご存知です

 ので、Ziさんから↑のお3⼈の何⽅かに送れるなら、本BBSではなくそちらの
 メアドへの転送でも構いません。

Re:秋の渋沢2019 ZARDトリビュートバンド路上ライブ
24632 選択 Zi- 2019-11-25 23:12:59 返信 報告

BBSの皆様

こんばんは  Zi-です。

取り急ぎ、既読報告を致します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

対応致しました。ありがとうございます。
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