
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆

11222 選択 PAN 2008-12-20 20:00:58 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 本⽇はstray所⻑の特命を受け、破壊星⼈くんのお世話をすることになり、

 ⼤阪・難波にある⾼島屋 ⼤阪店（たかしまや おおさかみせ）に⾏って
 来ました。

 ん、そういえば破壊星⼈くんやpineさんの顔って分からないのに、どうやって
 ⾒つければいいのかな︖

 悩んでいても仕⽅がないので、⾼島屋 ⼤阪店に向かうことにしました。

そして午前11時頃、⾼島屋 ⼤阪店に到着しました。
 この写真のとおり、昭和30年代を彷彿させる建物で、「百貨店」というより、

 懐かしい『デパート』という⾔葉の響きが似合っています。
 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆２

11223 選択 PAN 2008-12-20 20:14:06 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/?edt=on
https://bbsee.info/straylove/id/11222.html
https://bbsee.info/straylove/id/11222.html?edt=on&rid=11222
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=11222
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/480eb54452f63abfa7f2eb0ffb1c62fe.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/11222.html?edt=on&rid=11223
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=11223
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


しかし、破壊星⼈くんに巡り合うには何の⼿掛かりもなく、雲をつかむような話です。
とりあえず店内に⼊ってみることにしました。

 その時です、わたしの⽬に⾶び込んできたのはなんと、『ZARD 坂井泉⽔ 展』のポスター
 ではありませんか︕︕

 そうだったんです、ここ⾼島屋 ⼤阪店では現在『ZARD 坂井泉⽔ 展』が開催されて
 いるのです。

 きっと、破壊星⼈くん（pineさん）はここに来ているに違いありません︕
 そう思って、イベントホールのある7Fにエレベータで直⾏です︕

 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆３

11224 選択 PAN 2008-12-20 20:47:05 返信 報告

エレベータは7Fに着きました。
 そしてイベントホールにたどり着き、またまた⽬に⾶び込んで来たのは

 正⾯（会場の奥）の泉⽔さんの⼤きなパネル写真です。
 （ZARD Request Best 〜beautiful memory〜のジャケット写真）

 「泉⽔さん、また会えるんだね︕︕」
 居ても⽴っても居られず、早速⼊場することになりました。

 もちろん「WEZARD」の会員ですので、会員証を⾒せれば無料で⼊場できます。
 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆４

11225 選択 PAN 2008-12-20 21:21:46 返信 報告

中の様⼦ですが、pineさんの報告にもあるとおり、パネル写真や直筆の歌詞
 などが飾ってあります。

 他の会場と同じくスタジオ・バードマンの再現セットも展⽰されており、勿論、
 泉⽔さん愛⽤のマイクやマグカップ、⾚いトイピアノもありました。

⾐装関係では以下の展⽰物がありました。、
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『Good-bye My Loneliness』CDジャケの⾰ジャン
『Don't you see!』のCDジャケ（プロモ）の上下スーツ

 『マイフレンド』のプロモのグレーのインナー
 『ZARD BLEND ll〜LEAF & SNOW〜』CDフォトのインナー

 （#11219の写真と同じです）
 『船上ライブ』のスタッフジャンバー

⾐装関係や⼩物が⼀杯あって全部覚えきれていません（笑）
 中でも『マイフレンド』のグレーのインナーは、実物を⾒ると

 すっごく欲しくなりました︕︕
 所⻑、給料代わりに買ってくださ〜い。ｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）

 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆５

11226 選択 PAN 2008-12-20 21:35:06 返信 報告

出⼝のところで、泉⽔さんの油絵5点が展⽰されてありました。当初、原画を展⽰する予定だったのが、
 レコード会社の都合により、『スクリーンペインティング・オン・キャンバス』版となった模様です。

 どれも素敵な絵画ですが、とっても⾼価なのでさすがにこれは所⻑におねだり出来ないな（笑）

そして、会場から出ると、そこにはグッズ販売コーナーがありました。
 KOHさんも購⼊した#11216の『ロゴ⼊りボールペン』ですがなんと完売とのこと。。⼤ショック（涙）

 購⼊出来たKOHさんがとっても羨ましいです〜
 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆６

11227 選択 PAN 2008-12-20 21:43:05 返信 報告

でも、久しぶりに⼤好きな泉⽔さん会うことが出来たから良しとしましょう（笑）
 う〜ん、でも何か忘れている気がするんだけどなぁ。。

 その時です、会場のそばに、⼤きくて素敵なグランドピアノを発⾒しました。
 このピアノって⼀体︖
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⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆７

11228 選択 PAN 2008-12-20 22:00:40 返信 報告

よく⾒ると、『⽻⽥裕美ミニピアノコンサート』のポスターが︕︕
 「MU-GEN」のMCを務めていて、最近は『ZARD Piano Classics』をリリースしている

 あの⽻⽥裕美さんだ︕︕
 そういえば、BBSでsakiさんが教えてくれたミニピアノコンサートは今⽇だったんだ

 とようやく思い出しました。これはもう観るしかありません︕
 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆８

11231 選択 PAN 2008-12-20 22:25:10 返信 報告

『⽻⽥裕美ミニピアノコンサート』の開催時間は「13:00」と「16:00」。
 次は「16:00」になりますので、並んで待つことにしました。

 早く始まらないかな〜

そして時間になり、司会の⼈の挨拶が終わり、いよいよ⽻⽥裕美さんの登場です。
 うわ〜、テレビでは観ているけど、なんて綺麗で素敵な⽅なんでしょう。

 そしていよいよ待望の1曲⽬、『あなたを感じていたい』です︕
 ピアノの演奏を間近に⾒る機会なんて、めったにないので。もうドキドキです。

 演奏が始まりました。⽻⽥さんの奏でるピアノ、なんて⼼地がいいんだろう︕
 う〜ん、まるで時間が⽌まったみたいな感覚。。

 1曲⽬の『あなたを感じていたい』の演奏が終了しました。もちろん拍⼿︕︕
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それにしてもこんなに緊張するライブなんてはじめてです︕
そして⽻⽥さんの挨拶とともに、2曲⽬、3曲⽬と続きます。

 

⼤阪・坂井泉⽔展

11232 選択 皐 2008-12-20 22:28:10 返信 報告

PANさんこんばんは︕レポートの最中にレス失礼します(>u<)

坂井泉⽔展に⾏って来たんですね〜(o^∇^o)
 ⼀昨⽇pineさんも⾏かれたようで、⼆⼈ともうらやましい☆ﾐ

>出⼝のところで、泉⽔さんの油絵5点が展⽰されてありました。 
 ⼀度で良いから泉⽔さん作の油絵を⽣で⾒てみたいですね〜。

 私も学⽣の頃に(⽔彩画やアクリル樹脂ですが)描いていたので興味津々です︕

>『ロゴ⼊りボールペン』ですがなんと完売とのこと。。⼤ショック（涙） 
 あらら(>_<;)残念でしたね。でもPANさんだからいつか必ず⼿に⼊っていそう︕

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆９

11237 選択 PAN 2008-12-20 22:38:00 返信 報告

『マイフレンド』
 『Don't you see!』

2曲⽬、3曲⽬は続けて演奏されました。もう感無量です。
ところで建物の空調設備のせいか、時々、地震みたいにゴゴゴと揺れるのです。

 『Don't you see!』演奏中もそんな感じになって、⽻⽥さんも⼀瞬、驚いたよう
 に⾒えました（違うかもしれませんが･･）

 でも、さすがにプロのピアニストです。演奏は進んでいきます。
 『マイフレンド』のイントロの部分は何度でも聞きたいくらい良いです︕（笑）

 

皐ちゃんこんばんは︕
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11238 選択 PAN 2008-12-20 22:55:20 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは〜︕
 ちょっと休憩しようと思っていたところですよ︕（笑）

>坂井泉⽔展に⾏って来たんですね〜(o^∇^o) 
 >⼀昨⽇pineさんも⾏かれたようで、⼆⼈ともうらやましい☆ﾐ 

 ひと⾜先に楽しんできました。皐ちゃんが住んでいる地域の近くでも
 来年にはきっと開催されると思いますよ︕

>⼀度で良いから泉⽔さん作の油絵を⽣で⾒てみたいですね〜。 
 >私も学⽣の頃に(⽔彩画やアクリル樹脂ですが)描いていたので興味津々です︕ 

 やっぱり近くで観るとすごく感激です︕︕
 うわ〜、皐ちゃんの絵画もせひ観てみたいですよ︕︕

>あらら(>_<;)残念でしたね。でもPANさんだからいつか必ず⼿に⼊っていそう︕ 
 う〜ん、今回は難しそうです（涙）

 でも、皐ちゃんだったらオリジナルの素敵なペンが創れるかも︕
 また是⾮お願いしますね（笑）

 

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆

11239 選択 カーディガン 2008-12-20 23:32:15 返信 報告

ＰＡＮさん、こんばんは︕

今⽇、⾏ってきたんですね。お疲れさまでした。
 ⼤阪はいいですね、いろんなイベントがあって。
 さすがに、ビーイングの地元だけに、ちょっと凝っていますね。

あの泉⽔さんの絵ですが、今回は、スクリーンペインティング・オン・キャンバスですか。本物を展⽰するかもしれ
ないと⾔っていたようですが。今回もレプリカですか︖

 来年のコンサートは別の絵でしょうかね。何かあるのでしょうか。考えちゃいますが^_^;

https://bbsee.info/straylove/id/11222.html?edt=on&rid=11238
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=11238
https://bbsee.info/straylove/id/11222.html?edt=on&rid=11239
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=11239


ところで、スクリーンペインティング・オン・キャンバスは５会場限定という話でしたよね。名古屋・仙台・⼤阪・
広島・徳島で、５会場です。九州あたりやる時は、別の絵のレプリカでしょうか(笑)ＰＡＮさん、買わないんです
か。本物でしたら、安いくらいですが、レプリカにしては⾼いですね^_^;

グッズもなくなっちゃたんですか。せっかく⾏ってもこういうことがあると残念ですよね。会員限定で通販でもして
もらえないかしらん。品切れだったりほんとに困っちゃいますよ。

ＰＡＮさん、明⽇も⾏くんですか︖明⽇もぜひ、泉⽔さん展をじっくりと⾒てきてくださいね。

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆１０

11241 選択 PAN 2008-12-21 00:01:24 返信 報告

4〜6曲⽬は、

『揺れる想い』
 『この愛に泳ぎ疲れても』

 『永遠』

そしてラストを飾るのは、

『愛が⾒えない』
 『負けないで』

やはりラストはあの曲でした。
 時間にして30分くらいでしたが、ほんとうにほんとうに

 なんて美しい瞬間だったんでしょう。
 （What a beautiful moment）

とても素敵なコンサート本当に楽しかったです。
 ありがとう、⽻⽥裕美さん、スタッフの皆様、坂井泉⽔さん︕︕

 

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆１１

11242 選択 PAN 2008-12-21 00:11:21 返信 報告
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おかげさまで、今⽇はとっても充実した1⽇となりました。
あ、、そういえば破壊星⼈くんのことをすっかり忘れていました。

 本当にごめんなさ〜い、所⻑、pineさん︕

終わりに、『マイフレンド』のインナーと『ロゴ⼊りボールペン』
 やっぱり欲しい〜。インナーはまず無理でしょうが（笑）

 

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆

11247 選択 xs4ped 2008-12-21 00:37:44 返信 報告

PANさん、こんばんは。

「坂井泉⽔展(⼤阪)」お疲れ様です︕
 >KOHさんも購⼊した#11216の『ロゴ⼊りボールペン』ですがなんと完売とのこと。。⼤ショック（涙） 

 『ロゴ⼊りボールペン』は残念でしたね。
 仙台では販売してなかったので、私も欲しいです。

 せめて会員限定で、通販してくれればいいのですが・・・
 >うわ〜、テレビでは観ているけど、なんて綺麗で素敵な⽅なんでしょう。 

 >ピアノの演奏を間近に⾒る機会なんて、めったにないので。もうドキドキです。 
 >演奏が始まりました。⽻⽥さんの奏でるピアノ、なんて⼼地がいいんだろう︕ 

 『⽻⽥裕美ミニピアノコンサート』聴きたかったな〜
 ８曲も⽣演奏聴けて羨ましい限りです。

 ⽻⽥裕美さん以上に綺麗で素敵な泉⽔さんは正に「⼥神」ですね。(^_-)-☆
 そう⾔えばイランのmegamiさんはどうしてるかな〜

 気になりますね〜
 >あ、、そういえば破壊星⼈くんのことをすっかり忘れていました。 

 あははっ︕
 泉⽔さんの事で、頭が⼀杯だからしょうがないですね。(笑)

 レポート有り難う御座いました︕

カーディガンさん、xs4pedさんへ
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11253 選択 PAN 2008-12-21 08:35:10 返信 報告

カーディガンさん、xs4pedさんこんにちは︕
 昨晩はありがとうございます︕

 今⽇も破壊星⼈のお世話をするため、⼤阪⾼島屋に⾏って来ます。
 帰って来たらゆっくりレス書かさせていただきますね︕

 

xs4pedさんへ

11266 選択 PAN 2008-12-21 21:01:03 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

>『ロゴ⼊りボールペン』は残念でしたね。 
 >仙台では販売してなかったので、私も欲しいです。 

 >せめて会員限定で、通販してくれればいいのですが・・・ 
 ホントですよね。。なんとか再販されることを期待しましょう︕

>そう⾔えばイランのmegamiさんはどうしてるかな〜 
 >気になりますね〜 

 ⾃分もmegamiさんのことすごく気になっているんですよ。。
 でも、megamiさんのことだから、きっと元気で頑張っている
 ものと信じています。

 

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆

11268 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-12-21 21:35:24 返信 報告

こんばんは、PANさん、みなさん

PANさん、⼤阪、ZARD 坂井泉⽔展、レポートおつかれさまでした。
 私は、東京組だったので、さらにいろいろと増えているので、わくわくと、いいな〜と思いながら読ませてもらいま

した。
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> 出⼝のところで、泉⽔さんの油絵5点が展⽰されてありました。当初、原画を展⽰する予定だったのが、 
> レコード会社の都合により、『スクリーンペインティング・オン・キャンバス』版となった模様です。 

 これも、代々⽊のコンサートの時も⾒れなかったので、どこかで観たいものです。

また、⽻⽥裕美ちゃんのピアノも聴けてよかったですね。
 なんだか、裕美ちゃんって、泉⽔さんみたいな雰囲気を感じるので、どこか⼩さな会場で聴いてみたいものです。

xs4pedさん、PANさんがmegamiさんの話題をしてるので、私も参加しちゃいますが、あれから連絡はないですね。
 よく便りがないのは、元気な便りっていいますが、どうにかアクセスしたいものですね〜。

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕☆PANリポート☆

11281 選択 pine 2008-12-22 11:04:24 返信 報告

PANさん こんにちは︕

楽しいレポート読ませていただきました。
 気に掛けていただいて有難うございます。m(^^)m

 PANさんが破壊星⼈の世話をして下さるんだったら、顔を知らなくてもひと⽬でわかるように、pineappleの被り物
で⾏ったら良かったな〜（笑）

 ⽻⽥さんのコンサートも素敵だったようですね。
 会場前の狭い場所も、ピアノひとつで素敵な会場に変⾝してしまうんですね。ビックリ

 PANさんの感動が伝わってくるレポート、ありがとうございました。
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