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春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24705 選択 幸（ゆき） 2020-01-07 19:57:22 返信 報告

皆様、また以下を開催します。

5⽉末には咲くように、気候変動を考慮して例年より
 少し早めの⽇程にしました。

 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︓ 3/1(⽇)
 13:00に渋沢駅南⼝のプレート前に集合
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植え替え作業後に↓移動してZARD曲を皆で楽しみましょう︕

⽣演奏歌会 14:00-16:00頃
 会場 Bunnys↓

 http://www.bunnys69.com/
 https://tabelog.com/kanagawa/A1408/A140804/14074880/dtlmap/

 会費 4,500円（コース＋2時間飲み放題）

KAKESOVA
 Vo(恵+メグ)+Gt.x2

演奏曲︓「⼼を開いて」「サヨナラ⾔えなくて」など、1時間程度

注）席数に限りがありますので演奏者を含めて先着30⼈︕
 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。
 締切は、⼈数が達した時点、あるいは2/22(⼟)。

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、mixi等から集まると思います。

過去の様⼦↓
 [23627]2019年春

 [22833]2018年春
 [21024]2017年春

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2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24706 選択 noritama 2020-01-07 20:08:52 返信 報告

幸(ゆき)さん 今年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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植え替え&⽣演奏歌会に参加希望でお願いいたします｡

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24707 選択 Zi- 2020-01-07 21:21:44 返信 報告

幸(ゆき) さん

今晩は

Zi-です。

毎回、企画を⽴てて頂き感謝致しております。

3⽉1⽇・⽇は参加致します。
 宜しくお願いを致します。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24708 選択 狐声⾵⾳太 2020-01-08 07:44:43 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、今⽇は。

毎年企画して頂き有り難う御座います。
 「⽣演奏歌会」は参加でお願いします。
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24709 選択 吟遊詩⼈ 2020-01-08 19:50:49 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、こんばんは。

毎年企画して頂き有り難う御座います。

「⽣演奏歌会」は参加でお願いします。
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24710 選択 野原 2020-01-08 21:24:33 返信 報告
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幸さん 毎年お疲れ様ですm(_ _)m

植え替え&⽣演奏歌会に参加希望でお願いいたします｡

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24712 選択 陸奥亮⼦ 2020-01-10 13:18:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

⻑く、ご無沙汰していました。

去年は⾃宅静養していましたが、今年はZARDのイベントに

少しずつ、参加しようかと思います。

幸（ゆき）さん、毎年企画して頂き、有難う御座います。

⽣演奏歌会に、参加でお願い致します。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24715 選択 Wine 2020-01-10 22:25:53 返信 報告

幸(ゆき)さん、皆さん。こんばんは。Wineです。

昨年１１⽉の秋の渋沢路上ライブでは⼤変お世話になりました。

本会はいつもBBSで⾒させていただいておりましたが、今回は同じZARDファンのエイト(⼋⼾)さんと２名で、植え替えと
⽣演奏歌会の両⽅に参加させていただきたいと思います。

お⼿数をおかけしますがどうかよろしくお⼿配の程お願い致します。

また、皆様にお会いできるのを楽しみに致しております。
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24716 選択 幸（ゆき） 2020-01-12 15:19:15 返信 報告
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noritamaさん、Zi-さん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、野原さん、陸奥亮⼦さん（お久しぶりです）、Wineさん、エ
イト(⼋⼾)さん、の8名の演奏歌会参加を受け賜りました。

既に半分以上、席が埋まってきてますので、ご参加を検討されてる⽅は早めにご表明されることをお勧めします。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24717 選択 幸（ゆき） 2020-01-16 07:53:29 返信 報告

あと残り席は2名とのこと。
 ご検討の⽅はお早めに^^。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24724 選択 Awa C62 2020-01-21 15:16:38 返信 報告

[24717]幸（ゆき）:
 > あと残り席は2名とのこと。 

 > ご検討の⽅はお早めに^^。 
 幸（ゆき）さん、皆さん、御無沙汰して居ます。Awa C62です。昨春3⽉叔⽗が、享年83にて帰幽しました。本年は年頭

の賀詞を⽋礼します。旧年中に賜りました御芳情に深謝申上げますと共に今年も宜しく御願致します。
  今年は開花時期を考へて植栽時期早めるとの事。私は、不定休で、⽇曜でも必ずしも休めるとは限りません。特に年末

から3⽉の第1週までは忙しく、とても⾏けません。残念です。盛会を祈ります。開花時期にカラーの花⾒に⾏けたらと思
ひます。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24726 選択 幸（ゆき） 2020-01-22 07:54:30 返信 報告

[24724]Awa C62さん

こちらこそご無沙汰してます。
 今回はご参加不可とのこと残念です。

きっと、早めに咲くと思いますので、ご都合の良い時に覗いてみて下さい。

https://bbsee.info/newbbs/id/24705.html?edt=on&rid=24717
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24717
https://bbsee.info/newbbs/id/24705.html?edt=on&rid=24724
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24724
https://bbsee.info/newbbs/id24717.html
https://bbsee.info/newbbs/id/24705.html?edt=on&rid=24726
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24726
https://bbsee.info/newbbs/id24724.html


Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24727 選択 彦パパ 2020-01-22 12:53:31 返信 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、今⽇は。
 毎年企画して頂き有り難う御座います。

 まだ間に合いますか︖
 間に合えば参加でお願いします︕

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24728 選択 幸（ゆき） 2020-01-22 14:27:48 返信 報告

[24727]彦パパさん
 > 間に合えば参加でお願いします︕

ギリギリ受付できました。ご参加下さい。

皆様、取り合えず、キャパに達して締切となります。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24958 選択 彦パパ 2020-02-25 22:20:24 返信 報告

幸（ゆき）さん、たいへん申し訳ございません。
 ⼥房と娘が保育⼠で、新型コロナウイルスの騒ぎに敏感になっておりまして、外出を控えて欲しいと⾔われております。

 よって残念ですがキャンセルさせてください。
 よろしくお願いします。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24962 選択 陸奥亮⼦ 2020-02-27 10:57:33 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

３⽉１⽇の歌会は、真に残念ですが、キャンセルさせて頂きま
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す。私の場合は、皆さんと違い体⼒が有りません。

別スレッドですが、私とほぼ同年輩のひげおやじさんが渋⾕の

ZARD－CAFEに⾏かれるのを⾃粛されていますし、家族からも

今は⾏かない⽅が良いと⾔われました。

次にお会い出来ればと思います。宜しくお願い致します。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24963 選択 狐声⾵⾳太 2020-02-27 20:13:11 返信 報告

幸（ゆき）さん、今晩は。

残念ながら、３⽉１⽇の⽣演奏歌会はキャンセルさせて下さい。もしキャンセル料が発⽣するのでしたら、次回お会いし
た時にお⽀払いします。

今回のキャンセルの理由は３つ有ります。
 １つ⽬は、多分、私がＺ研では最年⻑で、罹患した場合、重症化する虞がある。

２つ⽬は⼼配性の家⼈が、もし参加したら、家には２週間⼊ってはダメ、⾦は掛かってもホテルなどに泊まってくれと⾔
われている。

ここまでは、参加する気でした。
 ３つ⽬で駄⽬押し。

 今⽇、⼩中⾼の春休みまでの臨時休校の要請を⾸相がしたことで、とても家⼈の説得など出来ないと観念しました。

ＺＡＲＤカフェも⾏かず、我慢して、３⽉１⽇を楽しみにしていたのに残念です。
 どうか参加される皆さんは楽しんで来て下さい。

 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24965 選択 幸（ゆき） 2020-02-28 15:02:14 返信 報告

[24963]彦パパさん、陸奥亮⼦さん、狐声⾵⾳太さん、幹事に報告しました。

参加される皆様へ
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ご⼼配もあろうかと思いますが、会社等での通常の打ち合わせや通勤レベルの範疇にさせて頂きたく、当⽇は以下のよう
にご協⼒をお願い致します。ハンドソープなどは⽤意します。

・マスクを着⽤願います
 ・お互い余り近づかないようにしましょう

 ・植え替え作業は黙々と⾏う
 ・会話は控え、演奏鑑賞等に限定する

 →♪⾔葉はないけどきっとあなたも...
 ・演奏者と客席テーブルを出来るだけ離す

 ・乾杯はグラスを上げるのみ
 ・クジ引きのグッズ配布も粛々と⾏う、屋外かも

 ・直前であり飲⾷費発⽣は避けられない
 ・ご体調など感染させる⼼配があれば知らせて欲しい

少し我慢して、⼤切な時間（とき）を共有しましょう。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会
24966 選択 Wine 2020-02-28 20:37:15 返信 報告

幸(ゆき)さん、こんばんは。

早速、対応策をご連絡いただきありがとうございます。

本件、承知致しました。

ちょっと固い植え替えや歌会になってしまいそうですが、リスクを最⼩限にするためには⽌むを得ない措置と思います。

エイト(⼋⼾)さんには⼩⽣から連絡しておきます。

当⽇はまたお世話になりますが、どうかよろしくお願い致します。

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24968 選択 吟遊詩⼈ 2020-03-01 23:08:09 返信 報告
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皆さん、こんばんは。

恒例のカラー球根植え替え＆⽣演奏歌会の速報レポです。

詳しくはnoritama報道部⻑(笑)にお任せして・・・(^.^)/~~~

写真で雰囲気だけ簡単にレポします。

渋沢駅南⼝のプレート前にて、13︓00スタート〜

カラー球根植え替え︕掘り起こしたら〜

ジャガイモの様な球根がいっぱい〜 (^o^)

肥料と新しい⼟と⽔を補給 5⽉に花が咲きますように o(^-^)o

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24969 選択 吟遊詩⼈ 2020-03-01 23:16:12 返信 報告

30分位で植え替え作業は終わり、会場 Bunnysは移動する事も無く

すぐ横のビルの2階で14︓00までの待機時間、皆さん歓談︕

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24970 選択 吟遊詩⼈ 2020-03-01 23:23:09 返信 報告

14︓00過ぎに⼊店、今回はドリンク飲み放題とアメリカンな料理とパスタ

どれも美味しゅ〜うございました〜(^.^)
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24971 選択 吟遊詩⼈ 2020-03-01 23:57:01 返信 報告

今回のバンドKAKESOVAの演奏はGt×2  Vo×2の4⼈編成で

カラオケでのソロ、ギター2本によるインスト、ヴォーカルとギター2本

による演奏などバリエーション豊富な内容でした。

セットリストは後ほどnoritamaさんにお任せしま〜す。

何だかんだ80分位の演奏だったと思います。歓談より

演奏中⼼でコロナウィルスに♪負けないで〜と頑張って

聴かせてくれました。アンコール３回と⼤盛況〜(^o^)／

ライブ終了後、ZARDグッズの抽選会もあり楽しい3時間でした。

⼆次会へ⾏く⼈もいましたが私、エイト＆Wineさんのご両⼈、noritamaさんとで

何の反省会か解らない(笑) デザート＆コーヒー出なかったね︕お茶会( ^^) _旦~~

〜ファミレスであ〜でもない、こう〜でもないとZARD談義に３時間(笑)

泉⽔さんの話題は尽きません︕皆さん、コロナウィルスよりZARDウィルスに感染してますね︕

ワクチン製造不可(ーー;) ⼀⽣不治の病と付き合って下さい︕(笑)

幸(ゆき)さん及びサポーターの皆さん、バンドの皆さん
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商店会会⻑さん、そして参加した皆さん︕楽しい⼀⽇

有難う御座いました。<(_ _)>
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24973 選択 noritama 2020-03-02 14:35:15 返信 報告

こんにちは

>詳しくはnoritama報道部⻑(笑)にお任せして・・・(^.^)/~~~

いえいえ､､吟遊詩⼈(裏?)情報局⻑(笑)の速報も簡潔でなかなか良くて､今後もよろしくです(笑)
 (･･･あっ勝⼿に役柄つけちゃいけませんね｡｡ニャハハ(苦笑)

 私達は単なる書き込みのゲストです(^^;  )

私のは速報のフォローのような感じで(^-^)
 いつもの､お約束のようなレポになります(^^;

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24974 選択 noritama 2020-03-02 14:38:30 返信 報告

コロナ感染注意喚起で､､マスク必須との事で､､､
 マスクは､ここのところどこに⾏っても売切れていて･･･

 以前勤めていた会社の時の健康保険の⽀給薬セットに⼊っていたのを､､
 なんとな〜く覚えていたので､､探しまくりました｡ 

 捨ててなく､出てきてよかった(苦笑)

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24975 選択 noritama 2020-03-02 14:39:35 返信 報告
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ほんとに今期の冬はどうしてしまったんでしょうね｡
3⽉に⼊ったばかりですが､4⽉初旬ぐらいの感じ

 昨⽇も寒くなく､ちょうどいい植え替え⽇和でした｡
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24976 選択 noritama 2020-03-02 14:43:10 返信 報告

北⼝の『負けないで』パネルのようす｡
 変わりないですね｡

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24977 選択 noritama 2020-03-02 14:46:00 返信 報告

さて､南⼝へ

流⽯｡きっちり準備されてます｡
 今までのプランターは割れてしまっているそうで､今回は交換となるそうです｡

こちらのパネルも変わりなし｡
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24978 選択 noritama 2020-03-02 14:49:43 返信 報告

時間になり､⼈が集まったので､粛々と作業開始｡

⾒守られながら､⼿際よく作業は進んでいきます｡

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24979 選択 noritama 2020-03-02 14:51:01 返信 報告

新しいプランターに球根が並べられ､､､

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24980 選択 noritama 2020-03-02 14:52:18 返信 報告

あっという間に植え替え完了｡

今年もよく育って綺麗な花咲かすんだよ〜(^^)
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24981 選択 noritama 2020-03-02 14:56:47 返信 報告

商店会⻑さん､
 今年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24982 選択 noritama 2020-03-02 14:58:44 返信 報告

植え替えが終わり､集合写真を撮って､､少々待ち｡

オフ会会場はすぐ横のビルの2F

準備･リハされていました｡

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24983 選択 noritama 2020-03-02 15:02:02 返信 報告

今回､歌唱･演奏をされる"KAKESOVA"の皆様
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24984 選択 noritama 2020-03-02 15:03:18 返信 報告

準備が整い､
 ⼿洗いなどを促され､各々が席につき､

 まず､主催側からコロナ感染に関する注意喚起｡

で〜､カンパーイ!!

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24985 選択 noritama 2020-03-02 15:05:11 返信 報告

歌会開始!!

〈セットリスト〉
 1.君がいたから

 2.永遠
 3.サヨナラ⾔えなくて

 4.眠り
 5.遠い⽇のNostalgia (ギター インスト)

 6.悲しいほど貴⽅が好き (ギター インスト)
 7.不思議ね (ハーフ)

 8.マイフレンド

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24986 選択 noritama 2020-03-02 15:06:36 返信 報告

ボーカルのお⼆⽅の⾐装と髪型
 お揃いです(^^)
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24987 選択 noritama 2020-03-02 15:11:40 返信 報告

9.負けないで
 ･アンコール

 10.⼼を開いて
 ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24988 選択 noritama 2020-03-02 15:13:36 返信 報告

･リクエストアンコール1
 11.I'm in love (ハーフ)
 ･リクエストアンコール2
 12.Listen to me (ハーフ)

･お店からのリクエスト
 13.DAN DAN ⼼魅かれてく (ハーフ)
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Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24989 選択 noritama 2020-03-02 15:16:52 返信 報告

歌会終了

いっぱいの楽曲､楽しく⼼地よく聴くことが出来ました､
 ありがとうございました!!

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24990 選択 noritama 2020-03-02 15:19:40 返信 報告

先程撮った集合写真が､
 コンビニの写真プリントでプリントされて､

 速攻配られました!(^^)

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24991 選択 noritama 2020-03-02 15:20:47 返信 報告

歌会が終わりしばらくして､ZARDグッツの抽選会｡

⼀旦外に出て､くじで呼ばれた順に､ポスター･ファイル･冊⼦･雑誌･アクセサリーなどの中から
どれか1点｡

 2巡ありました(^^)

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
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24992 選択 noritama 2020-03-02 15:23:01 返信 報告

抽選が終わって､おひらき｡

幸(ゆき)さん､主催･幹事･サポーターの皆様､
 いつもお誘いいただきまして､今回も誠にありがとうございましたm(_ _)m

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24993 選択 noritama 2020-03-02 15:25:29 返信 報告

私達は最近のお決まりになりつつある反省会､､というファミレスオフで､
 最近の話題について駄弁りへと(苦笑)

レポは以上です｡
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
24996 選択 吟遊詩⼈ 2020-03-03 12:18:45 返信 報告

[24993]noritamaさん、こんにちは。

補⾜レポ有難う御座います<(_ _)>

次は5/27ですね︕(笑)
 

Re:春の渋沢2020 カラー球根の植え替え＆⽣演奏歌会 速報レポ
25277 選択 幸（ゆき） 2020-07-02 15:57:22 返信 報告

皆様

ご参加、レポ報告、閲覧等々、ありがとうございました。
 今更ながら、多少⼼配はありましたが、⼿洗いや屋外での催しなど対策を施し、感染者も出ず良かったです^^。

以下、渋沢駅前商店会facebook 6/9投稿をご欄下さい。
 https://ja-jp.facebook.com/shibusawaekimae/
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開花報告は聞いており、今は沢⼭咲いてると思います。
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