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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

秘話
3939 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-07-07 10:24:21 返信 報告

昨⽇の⽇テレ同窓会で岡本夏⽣さんが泉⽔さんとの秘話を少しはなされていましたね。当時の写真も出てたのでびっくりしまし
た。Ｂ社公認だったのか少し⼼配しましたが…

 『歌詞をかいたりして歌⼿になるためにすごく頑張っていました』とのこと、もっと素敵な思い出秘話があればききたいなぁ

Re:秘話
3940 選択 stray 2010-07-07 12:45:37 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡさん、こんにちは。
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前にもヒデちゃんの番組（DON︖）で、RQの⾐装で出演して（笑）コメントされてましたが、
追悼メッセージの内容の域を出てませんでした。今回も同様だったみたいですねぇ。

 -------------------------------------------
 岡本夏⽣（４１） ⻘春時代に、レースクイーンとして“同じ釜の飯を⾷べた仲”です。

 当時の坂井さんは⼝数も少なく物静か。芸能界には向いていないと思ったほど。
当時から「本当は歌⼿になりたい」と話していました。詞をノートに書きためていて、

 びっしりと⽂字で埋まったノートを⾒せてもらったこともあります。
 歌⼿になってからは、こっちが遠慮してしまって「おめでとう」のひと⾔を⾔えなかったのが悔やまれます。

 -------------------------------------------

同じチームとはいえ、岡本夏⽣さんは格が違いましたし、別⾏動も多かったみたいです。
 でも、何度かカラオケに⼀緒に⾏ったらしく、⾼橋真梨⼦の「 for you 」が⼗⼋番だった
 という話をされていたような・・・（出典探し出せず）

ブログをやってるようなので（http://ameblo.jp/okamoto-natsuki/）
 泉⽔さんの思い出話を暴露してくれることを期待しましょう︕（笑）

Re:秘話
3942 選択 Ａｋｉ 2010-07-07 21:00:19 返信 報告

> でも、何度かカラオケに⼀緒に⾏ったらしく、⾼橋真梨⼦の「 for you 」が⼗⼋番だったという話をされていたよう
な・・・（出典探し出せず） 

  これは、訃報時にワイドショーのインタビューでお話されていました。

 岡本さんは坂井さんが既に「ＺＡＲＤ」として活動されて売れっ⼦の時期でレースクィーン時代は「無かったこと」と
なっていた時期でも「レースクィーン出⾝の有名⼈」の１⼈として挙げていらっしゃいました。（⽇テレの「スーパージ
ョッキー」だったと想います）

Re:秘話
3943 選択 stray 2010-07-07 21:27:02 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。
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>  これは、訃報時にワイドショーのインタビューでお話されていました。

そうでしたか︕よく覚えておいでで。
 映像、落ちてないですかね（笑）。

  
「スーパージョッキー」・・・懐かしいですねぇ。

 熱湯コマーシャル＆⽣着替え・・・⼤好きだったのに（笑）。

レースクィーン時代が「無かったこと」となっていた時期はデビューから２年間程度で、
 FRIDAY がこの写真を暴露してからというもの（1992年11/27号）、続々と過去が掘り出されました。

岡本さんの暴露は、FRIDAY誌の後ですよね︖

Re:秘話
3944 選択 stray 2010-07-07 21:30:31 返信 報告

 
「最近でこそ、少しずつライブをやるようになったものの・・・」

とありますが、記者は１ｓｔライブの中⽌を知らなかった
 もっと深読みすると、１ｓｔライブ前から追いかけてきた記事だった

 ということになります。
 

Re:秘話
3945 選択 Ａｋｉ 2010-07-07 21:51:41 返信 報告

> 映像、落ちてないですかね（笑）。 
 訃報直後の特集を全て集めていらっしゃる⽅ならもしかしたら持っていらっしゃる⽅もいるかも…
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ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%A4%8F%E7%94%9F>  
 少しはエピソードが出ています。（Ｗｉｋｉは公式材料でいいのかどうか︖）

> 岡本さんの暴露は、FRIDAY誌の後ですよね︖ 
 おそらく坂井さんが既にメディアに出ていない時期だったので９２年以降かと想います。（番組は８３年〜９９年まで続

いたようです）岡本さんの⼈気も確かピーク後だったと想います。（でも⼈気が落ちついたという感じの時期なので、全
く仕事がなくて喋ったという感じでも無かったように想います。）

Re:秘話
3948 選択 stray 2010-07-07 22:37:18 返信 報告

ウィキ（岡本夏⽣の項）にあるんですね︕
 でも、出典が書いてないので、資料としては２〜３級ですが・・・

おもいッきりＤＯＮ︕出演は、昨年の10⽉頃ですね。
 話があまりに下品で書けないのですが、

「あの頃のＲＱは凄かった。坂井泉⽔、⾼島礼⼦、飯島直⼦・・・
 あまりにも豪華、ハイレグの⾓度を競い合ってた。

 ライバルが多すぎて、（⽣き残るために）⽬⽴つことしか考えてなかった」

といった内容でした。

Re:秘話
3949 選択 stray 2010-07-07 22:45:07 返信 報告

ほかにも、野⼝五郎夫⼈（名前なんだっけ︖）、江⾓マキ⼦・・・などなど
 ＲＱが⼥優の登⻯⾨的存在であったことはたしかです。

飯島直⼦ついでに、夜もヒッパレ︕（この番組も⼤好きだったなぁ）から

飯島直⼦の「こんなにそばに居るのに」
 http://www.youtube.com/watch?v=CgAklWrJyaY&feature=related
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ＣＣガールズの「こんなにそばに居るのに」
http://www.youtube.com/watch?v=lALHj4pRVYQ

桑マン＆かとうれいこの「こんなにそばに居るのに」
 http://www.youtube.com/user/LmondCrarkstock#p/u/12/u26-7gUrFDU

マルシアの「Just Believe in Love」
 http://www.youtube.com/watch?v=-GzGfQoP1CM

河合奈保⼦の「愛が⾒えない」
 http://www.youtube.com/watch?v=4W9I8BYOgPk&feature=related

Re:秘話
3951 選択 MRCP 2010-07-07 23:57:41 返信 報告

strayさん、こんばんは。 

> でも、何度かカラオケに⼀緒に⾏ったらしく、⾼橋真梨⼦の「 for you 」が⼗⼋番だったという話をされていたよう
な・・・（出典探し出せず）

 フライデーの「伝説となった美神」（０７年７⽉︖）に
 少し書いてあります。映像はよくわかりません。

Re:秘話
3952 選択 ひげおやじ 2010-07-08 11:14:54 返信 報告

> Ｂ社公認だったのか少し⼼配しましたが… 
 →Ｂ社がＲＱ時代の肖像権を買い取っていると⾔うのは考えにくいですね。

Re:秘話
3953 選択 stray 2010-07-08 18:12:27 返信 報告

Ａｋｉさん
 岡本さんのコメント・・・映像は探し出せませんでしたが、
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2007/5/29のFNNスーパーニュースだったようです。

MRCPさん
 FRIDAYの「伝説となった⼥神」って、この記事でしょうか︖

『ＢＢクイーンズのコーラスオーディションで「 for you …」を
 熱唱したものの落選した・・・』

ひげおやじさん
 ＲＱ時代の肖像権はスターダストじゃないかと。

 

Re:秘話
3954 選択 oy-miyu 2010-07-08 22:14:34 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡ さん、初めまして︕。皆さん、こんばんは☆。 
 > FRIDAY がこの写真を暴露してからというもの（1992年11/27号）、続々と過去が掘り出されました。 

> 岡本さんの暴露は、FRIDAY誌の後ですよね︖

カラオケへご⼀緒に⾏かれて、泉⽔さんの「 for you 」（⾼橋真梨⼦さん）を聴き、感激された話題は…。

1998年以降(それ以前はPCを所有しておらず(^^ゞ)…。何処かの︖ファンサイトにて、初めて知りましたね(^^)。
 （1992〜1999年頃の雑誌か︖TVご出演時︖出典︖︖。）

岡本さんがご出演された番組内で、泉⽔さんについて発⾔されているのを、90年代に何度か観た記憶がありますが…。
 当時は…あまり厚意的なコメントは、多くありませんでしたから…(^_^;)。

「 for you 」とは無関係ですが(笑)。
 笑福亭鶴瓶さんが司会︖していました番組…︖︖。

 （まだキンキキッズさんが、初々しくデビューした頃。番組アシスタントさんの様に(笑)、毎週御出演をされていました
ね★。）

その時の岡本さんのコメントは…。
 「「私は歌⼿になりたい…」と⾔っていた。…中略…。その⼈がZARDの坂井泉⽔（さん）だった」

 「中略部分」は…友好的なご発⾔ではないですので、控えておきますね〜(笑)。
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> おもいッきりＤＯＮ︕出演は、昨年の10⽉頃ですね。 
> 「あの頃のＲＱは凄かった。坂井泉⽔、⾼島礼⼦、飯島直⼦・・・ 

 > あまりにも豪華、ハイレグの⾓度を競い合ってた。 
 > ライバルが多すぎて、（⽣き残るために）⽬⽴つことしか考えてなかった」

番組は勤務中でしたけど、リアルタイムで観ていましたよ〜(笑)。
 岡本さんも「華やかな世界」から、（⽣き残るために）⾊々御苦労されたみたいですね・・・。

旅⽴たれて以降…。泉⽔さんに対して、優しいコメントが⾒受けられます・・・(^^)。
 “素敵な想い出秘話”を語れる。希少な⽅ですので・・・今後に期待しましょう^^。

既にご存じかと思われますが、泉⽔さんのお⼈柄が偲ばれます★。。。(^^)/。

⻘⽊宣篤さん 追悼コメント
 ttp://nobuaoki.com/07_05_week3.htm

Re:秘話
3955 選択 MRCP 2010-07-08 23:14:57 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 strayさん

 「スタイルの管理など、とてもプロ意識の⾼い⼈でした・・・」あとは同じようなコメントです。
 ⼩学校の卒業⽂集も載ってるのですけど、フライデーと違ってたらすみません。

Re:秘話
3956 選択 Ａｋｉ 2010-07-09 00:52:45 返信 報告

 当時の岡本さんはレースクィーンの中でも「別格」な存在だったので、意外と坂井さんと⼀緒にいた時間は短かったの
かもしれませんね。）「打ち上げ」の時には⼀緒になったのかもしれませんが…）

＞『ＢＢクイーンズのコーラスオーディションで「 for you …」を熱唱したものの落選した・・・』
  これは書籍「きっと忘れない」でも掲載されていました（曲名までは書いてなかったとは想いますが）。

  しかし、坂井さんはＭｉ－Ｋｅ（ミケ）には合わないのは当然でしたね。「分刻み」のスケジュールで「決められたメ
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イクに決められた⾐装に決められた楽曲を決められた振り付けで踊る。」更にはＴＶ番組では気の利いた発⾔をしなけれ
ばいけないし、ＣＭにも雑誌にも出なければいけないし、その中でレコーディングも…作詞は殆ど⻑⼾さん。「涙のバケー
ション」は歌詞が変わったり、緊急リリースしたりと⼤忙し。

  勿論「Ｂ．Ｂ．Ｑｕｅｅｎｓ」も活動しているし、ドラマのサントラでのソロや他のアーティストのコーラスも担当し
ながら作詞の勉強…

  歌を習っていた経験が多少ある宇徳さんには向いていたと想いますが、坂井さんにこのようなスケジュールを押し付け
てもこなせるとは想いますが「思っていた歌⼿像」とは全く違っていたとは想います。

Re:秘話
3958 選択 stray 2010-07-10 10:10:20 返信 報告

oy-miyuさん、MRCPさん、Ａｋｉさん、こんにちは。

ちょっとＺ板に出張していたものですから（笑）、レスが遅くなりました。

oy-miyuさん
 ＲＱ後は、泉⽔さんは超勝ち組で、岡本さんは負け組に分けられるでしょう。

 そんな泉⽔さんを決して快く思っていないのは極フツウの⼈間⼼理かと。
 死⼈にムチ打つようなことはしないでしょうから、

 “素敵な想い出秘話”を語ってくれることを期待しましょう︕

MRCPさん
 ありました（笑）、増刊号（2007/7/23）だったんですね︕

 おかげさまで出典がはっきりしてすっきりしました（笑）。
 記事を次レスにアップしますね。

Ａｋｉさん
ＢＢクイーンズのコーラスオーディションに落ちてよかった、と私は思ってます。

 Ａｋｉさんが⾔われるように泉⽔さん向きじゃないです。
 

Re:秘話
3959 選択 stray 2010-07-10 10:13:07 返信 報告
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ラ・マーレ・ド・茶屋のことも具体的に書かれています。

Re:秘話
3986 選択 Ａｋｉ 2010-07-12 01:37:16 返信 報告

 来年ＺＡＲＤが２０周年の時にますます岡本さんの需要は増えそうですね。
  未だにＴＶに出る職種でメディア露出の多い⼈は少ないですからね…。

 （ワイドショーでＺＡＲＤのＬｉｖｅなどの様⼦が流れた時とか）
  賛否両論あるかもしれませんが、盛り上がってくれればそれだけＺＡＲＤの２０周年の関⼼も⾼まるので良いと想いま

す。
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