
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

思い出の道

1819 選択 カーディガン 2007-10-28 00:44:28 返信 報告

皆様、こんばんは。
 こんな時間ですが、先ほど、⻑い出張より帰ってきました。

 今⽇も（昨⽇になってしまいました、すみません）、帰る途中だったので、東京国際フォーラムに⾏
ってきました。東京駅よりすぐ近くだったので、⾏ってみたくなったので。

 今⽇は、東京・神奈川と泉⽔さんの思い出の道をたどってみました。秦野までも⾏ってしまいまし
た・・・。初めてきたのに、なつかしい感じがする、とてもきれいなところでした。泉が多かったの

は確かでした。
 さて、とりあえず、今⽇の東京国際フォーラムの画像です。と思ったのですが、容量が⼤きすぎて投稿できませんでした。な

ので、東京・神奈川の県境です。あいにくの⾬でしたが、あの電⾞は⼩⽥急線です。それでは、またどうぞよろしくお願いし
ます。

 

Re:思い出の道

1820 選択 カーディガン 2007-10-28 04:21:43 返信 報告
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もっときれいな画像があったので、添付いたします。

Re:思い出の道

1821 選択 stray 2007-10-28 08:36:14 返信 報告

カーディガンさん、
 ２週間の研修・調査・ゆかりの地巡り、どうもご苦労さまでした。

 札幌は⽇ハムの勝利で盛り上がってますよ〜（笑）。

信濃町・六本⽊⽅⾯かと思いきや、神奈川まで⾜を伸ばされましたか︕
 ご⾃宅を神奈川にほど近い町⽥に建てられたのも、泉⽔さんの神奈川に対する思い⼊れ

 なのかも知れませんね。泉が多いという秦野、私も⼀度訪れてみたいです。

Re:思い出の道

1822 選択 カーディガン 2007-10-28 14:51:04 返信 報告

こんにちは、皆様。
 泉⽔さんの思い出の地巡りは、とても楽しかったです。どしゃ降りの⾬がふってもヘッチャ

ラでした。
 所⻑様、レスありがとうございます。

 札幌は⽇ハムが盛り上がっているんですか、ダルビッシュくんががんばって、巨⼈の仇を討
ってくれたようですね。とてもうれしいです。私も、彼が夏の甲⼦園でくやしい思いをして

いたのをみておりました。⽇ハム優勝できるといですね。
昨⽇は町⽥・神奈川を中⼼にまわりました。⼩⽥急町⽥駅ほか、いろいろとめぐりましたが、上の写真は、泉⽔さん
が、ＯＬ時代に⼩⽥急線で秦野の⾃宅から⻑距離通勤をしていた頃の東京と神奈川の県境の川と⼩⽥急線を撮ったも

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f2d887e01a80e813d9080038decbbabb.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1821
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1821
https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1822
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1822
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb.jpg


のです。右側が東京（町⽥市）、左側が神奈川（相模原市）です。きっと、ＯＬ時代の泉⽔さんも何度となく、夢を
⾒ながら、この川を越えて通勤していたのでしょう。とても素敵な街なので、泉⽔さんも、会社の帰りに降りて、シ
ョッピングなどを楽しんだのかもしれません。新宿などと違い、街がきれいで、⾷べ物もおいしかったです。私も移
住したくなるような街でした。⼋王⼦や吉祥寺とはまた違った魅⼒で、本当にいいところです。想像以上にいいとこ
ろでした。

 町⽥市は、⼈⼝約４０万⼈の東京などのベッドタウンです。駅周辺にいろいろな施設が集約されていて、とても便利
で暮らしやすそうな都市です。町並みもきれいで、横浜・川崎・相模原市に近く、東京・神奈川と欲張りたい⼈に
は、とても魅⼒的な街ですね。私の住んでいるところに似ていますね。似ていないのは、開かずの踏切があるところ
でしょうか。⼩⽥急線の踏切は、⼀部、開かずの踏切がありました。１０分以上開かないこともありましたよ。

 会報では、この周辺にイタメシ屋の件がありましたね。町⽥だと⼈⼝が多く、可能性はありそうですね。まぁ、地⽅
から来る⼈などをあてにすると、町⽥は、東京駅や新宿からは遠いかな、という気はしますが。私も、吉祥寺・渋⾕
あたりの東京⻄部には⾏くことはあっても、町⽥・厚⽊・秦野などは、⾏く機会はなかったですね。ロマンスカーで
通ったくらいです。あの企画、どうなっているのでしょうね。検討しているのでしょうが、事務所のほうでは、どう
いう⽅針なのでしょう。坂井泉⽔記念館というのも併設するのでしょうか︖税⾦などが軽減されるよな⽅法でないと
負担が⼤変でしょうね。

 さて、秦野ですが、ちょうど「ハートに⽕をつけて」を聴いていたので、降りる前に涙が出てきてしまいました。外
は、どしゃ降りでした。あれから、もう５ヶ⽉ですから。秦野に⼊る⼿前で、もう、秋⾵が吹いていました。ここ秦
野は、神奈川では、唯⼀の盆地だそうです。そして、泉がたくさん湧くような地形で、地下には膨⼤な⽔が蓄えられ
ているそうです。駅前のボードには、秦野に泉が多いことが説明してありました。そして、この典型的な盆地が泉⽔
さんを育てたのですね。盆地は美⼈が多いらしいですから。ちなみに、⽇本で才⾊兼備といえば、⼩野⼩町ですが、
その故郷の画像がありますが、今回は載せられないので、省略します。昨⽇はあいにくの⾬ですが、秦野の⾵景（駅
前からですが）を添付します。秦野から新宿までは、⼩⽥急線の快速で1時間20分ほどかかりました。遠いですが、
坐れれば、なんとか通勤はできます。泉⽔さんは苦労していたんですね。お疲れ様でした。

Re:思い出の道

1823 選択 ALIL.1967 2007-10-28 18:07:21 返信 報告

みなさま，こんにちは。
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カーディガンさん，思い出の地めぐりのご報告ありがとうございます︕あいにくの台⾵でしたね。泉⽔さんが⾒た⾵
景って，私も気になります。

秦野というと⼩⽥急線ですね。『⽩地に⽔⾊のライン』の電⾞です。⾸都圏では⻑距離通勤が当たり前のような時代
がありました。東京は区部（23区）で踏切を減らしていますので，以前より時間的には新宿まで近くなっているのか
な。⼀度，秦野の近辺にある⼤学のキャンパスに⾏ったことがあるのですが富⼠⼭が結構⼤きく⾒えていたのが印象
的でした。

あと，坂井泉⽔さんの思い出の道／街としては，所⻑さんも書かれていましたが，東京の外苑東通り（六本⽊・⻘
⼭・信濃町）。⿇布⼗番・⿃居坂というところでしょうか。⼤阪はいかがでしょうか。国内のPVやジャケットのロケ
地など「どこなんだろ」というところがありますね。

なにかのチャンスがあったらそっと⾒てくるのもいいですね。

Re:思い出の道

1824 選択 PAN 2007-10-28 20:21:05 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 今回は出張とゆかりの地巡り⼤変お疲れ様でした。

 昔何度か⼩⽥急線で新宿〜町⽥間を乗⾞したことがあり、それでもかなり遠く感じたのですが、毎⽇1時間20分もか
けて新宿まで通勤されていた坂井さんはさぞかし⼤変だったことと思います。

 秦野の近くの愛甲⽯⽥には仕事で2度ほど⾏ったことがありますが、やはり空気が澄んでいてとっても素敵な環境でし
た。ずいぶん昔のことなのですごく懐かしくなってきました。いろいろレポートしてくださってありがとうございま
した︕

 

Re:思い出の道

1825 選択 カーディガン 2007-10-28 20:33:18 返信 報告

秦野駅前に湧き出でる泉です。
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Re:思い出の道

1826 選択 PAN 2007-10-28 20:35:09 返信 報告

ALIL.1967さん、はじめまして。

⻘⼭と⿃居坂に反応して、写真を添付させていただきます。1枚の写真が⻘⼭（信濃町近
く）イチョウ並⽊の⾵景、2枚⽬が⿃居坂です。

 1枚⽬のほうは「Season」のプロモの⾵景に似ています（違うかもしれませんが??）
 

Re:思い出の道

1827 選択 PAN 2007-10-28 20:36:13 返信 報告

こちらは⿃居坂の⾵景です。
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Re:思い出の道

1828 選択 カーディガン 2007-10-28 20:39:22 返信 報告

⼩⽥急秦野駅です。

Re:思い出の道

1829 選択 カーディガン 2007-10-28 20:42:43 返信 報告

秦野名⽔の秘密だそうです。

Re:思い出の道

1830 選択 カーディガン 2007-10-28 20:59:39 返信 報告

ALIL.1967様、PAN様、こんばんは。
 ⻘⼭と⿃居坂なのですが、⾏きませんでした。何度か⾏っていますので。でも、信濃町は⾏きました。私が⾏ったと

きには、ファンの⽅はほかにいませんでした。どしゃぶりでした。⽉命⽇にくることはなかなかできませんから、信
濃町は⾏けてよかったです。
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別の画像で、秦野駅北側のものを添付いたします。⼩さな静かな駅前でした。宿泊施設は少
なめなので、宿泊するなら事前に予約しておいたほうがいいようですね。

 

Re:思い出の道

1831 選択 PAN 2007-10-28 21:20:48 返信 報告

カーディガンさん、写真ありがとうございます。

秦野駅前の湧き出る泉、なかなか情緒がありますね。機会があれば是⾮訪れてみたいと思います。確かに宿泊施設は
少なそうな感じがします･･。

信濃町も都⼼にしては静かで落ち着く環境ですね。ここ数年は⾏っていなくて坂井さんが⼊院されていた慶應⼤学病
院の場所もいまだによく分かっていません･･。

 写真の並⽊道は11⽉下旬〜12⽉上旬にかけてイチョウが⾒ごろとなります。
 

Re:思い出の道

1832 選択 ALIL.1967 2007-10-28 21:32:28 返信 報告

PANさん よろしくお願いします。写真ありがとうございます
 カーディガンさん 写真ありがとうございます

イチョウ並⽊の写真はSeasonのPVの⾵景ににてますね。⿃居坂は坂の下が⾒えない形状なんですね（⾃分はこの坂
をとおったことがないです）。徳川家康が江⼾につれてきた家来?の⼀⼈が⿃居という名字だということですが．．．

 秦野はZARD以前の坂井さんの思い出の場所ですね。２，３度しか⾏ったことがないです。写真にあるように駅は私
鉄にしては⼤きめだったんですね。よい写真をみせていただきました。

Re:思い出の道
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1833 選択 PAN 2007-10-28 21:53:43 返信 報告

ALIL.1967さん、こちらこそ宜しくお願いいたします。

イチョウ並⽊の写真には写っていないのですが、脇にあったベンチが「Season」のプロモとほとんど同じでした。多
分この場所だと思います･･

⿃居坂の名前ですが調べてみたらALIL.1967さんの仰るとおりで⿃居彦右衛⾨という⼈が由来のようです。⿃居家の
屋敷もここにあったみたいです。

 

Seasonのプロモ

1834 選択 stray 2007-10-28 22:30:38 返信 報告

カーディガンさん、ALIL.1967さん、PANさん、こんばんは︕

秦野については、本家でも詳しくレポートされてた⽅がいましたが、
 いい所のようですね〜。温泉があれば１泊してゆっくり散策してみたい場所です。

「Season」のプロモが、⻘⼭（信濃町近く）のイチョウ並⽊だったのですか︕
 と⾔われてもどこにあるか知らないのだけども（笑）。

PANさんへ、慶應病院は、JR信濃町駅を降りて階段上ると⽬の前です。

Re:思い出の道

1835 選択 PAN 2007-10-28 22:41:25 返信 報告

イチョウ並⽊は⼤江⼾線の⻘⼭⼀丁⽬駅がいちばん最寄です。昔の職場がここの近くでした。

http://humsum.cool.ne.jp/gaien.html

慶應病院はJR信濃町のすぐ前だったのですね、知りませんでした･･。
 

Re:Seasonのプロモ

1836 選択 PAN 2007-10-28 22:48:38 返信 報告
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全然関係ないのですがイチョウ並⽊の帰り道、たまたま撮った街⾓Cafeの写真が「GOOD
DAY」でした（笑）

 

Re:思い出の道

1837 選択 アネ研 2007-10-28 23:08:08 返信 報告

カーディガンさんお帰りなさい。
 ⻑い研修と合間のルポお疲れさまです。

 秦野は湧き⽔もありとてもいいところみたいですね。
 そのうち⾏こうと思いつつ、５ヶ⽉もたってしまいました。読んでるうちに、改めて⾏きたくなりました。

 また、いつか、Z研で泉⽔さんに関わるMAPでもできればいいなーと思いました。

Re:思い出の道

1838 選択 atti 2007-10-29 00:20:22 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

県境の川は、境川ですね。
 毎⽇通勤時にこの駅前量販店の横を通りJRに乗っています。

 この近くに5⽉に⾏われた会場があります。
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1166

Re:思い出の道

1841 選択 カーディガン 2007-10-29 23:27:59 返信 報告
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アネ研さん、こんばんは。レスが遅れましてすみませんでした。
Z研で泉⽔さんに関わるMAPでもできればいいなーと思いました。＞

 そうですね。そんなMAPがあると、泉⽔さんの思い出をめぐる旅がしやすいでしょうね。世界中に⾜跡を残していま
すから、まわるのも⼤変でしょうね（笑）

 attiさん、こんばんは。いいところにお住まいでうらやましいです（笑）どこかで聞いたような名前の川ですね。どう
して、こんな⼩さな川なのでしょう。合流したあと、江ノ島のほうに注いでいるようですね。⼩さな川も、⼤きな流
れになっていくのですね。

 attiさんの⽇記も興味深く拝⾒させていただきます。ありがとうございました。
 

美術館のつぎは「博物館」か︖（笑）

1846 選択 stray 2007-10-30 22:02:17 返信 報告

カーディガンさん、アネ研さん、PANさん、ALIL.1967さん、attiさん、こんばんは。

「泉⽔さんのPVロケ地をマップ」に……いいですねぇ。
 美術館ネタではないので、「博物館」を作らないといけないですね（笑）。

 研究所のお宝グッズを展⽰してもいいでしょうし。

館⻑はアネ研さんってことで、よろしく〜︕（笑）

Re:泉⽔さんが⾒た美術館のpvロケ地

1894 選択 ｍｆ 2007-11-02 11:27:53 返信 報告

PVロケ地など泉⽔さんの⾜跡をたどってみたいと思います
 地⽅に住んでいるためその機会がありません

 この投稿版を通じていろいろ知りたいです
 新規参加しますがよろしく

Re:思い出の道

1896 選択 ｍｆ 2007-11-02 12:17:40 返信 報告
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はじめまして挨拶遅れました このサイトに時々投稿してみたいとおもいます いまは失業中ですここで楽しく過ご
すことができれば楽しいのですがよろしくお願いします

 

ようこそ︕

1897 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 12:47:18 返信 報告

はじめまして、mfさん。ようこそ︕ Z研へ。
 PVロケ地巡りですか、いいですね。私がお⾦と時間があるなら写真集撮ったイタリアに⾏ってみたいですね。 

 あ〜そうだ︕ モナコも⾏ってみたい。セレブじゃないから無理でしょうが。（笑）

こちらはかなりマニアック（私を除く︖）な⽅が多いですよ︕
 でも、皆さんいい⼈です。（笑）

 これからもどんどん遠慮せず書き込んで下さいね。
 

Re:思い出の道 返信ありがとう

1900 選択 ｍｆ 2007-11-02 13:18:19 返信 報告

関東地域に仕事でいった時に彼⼥の⾜跡をたどりたいと
 おもいます

 新規参加ですよろしくお願いします
 

Re:いい取材ですね

1907 選択 匿名 2007-11-02 16:48:31 返信 報告

６/２６ に秦野を⾞で⾛って⾒ました
 ⾒た景⾊がありました

 

Re:質問

1908 選択 質問 2007-11-02 17:08:04 返信 報告
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このサイトでは某サイトのように悪質な書き込みがあったときどう対処するんですか削除等を速やかにしてもらえる
のでしょうか

 このサイトはいい書き込みばかりですね読むのがすごく楽しいです

質問さんへ

1912 選択 stray 2007-11-02 17:20:45 返信 報告

ここは管理⼈である私が常駐しておりますので、
 悪質なイタズラ、荒らしは即刻削除します。

> このサイトはいい書き込みばかりですね読むのがすごく楽しいです

ありがとうございます︕
 上の「投稿規定」にも書いておりますが、楽しい投稿をよろしくお願いします︕

 

Re:思い出の道

1928 選択 カーディガン 2007-11-02 22:59:49 返信 報告

こんばんは、ｍｆさん、匿名さん、質問さん。
 思い出の道をたどって、この記事のスレをたてたカーディガンです。泉⽔さんの思い出の地巡りは楽しくて、とても

味わい深いものがありました。まちがいなく、泉⽔さん、その⼈が歩いたところですから、泉⽔さんに近づく思いで
した。しかも、その⽇が意味ある⽇でしたので。

 また、どこか⾏きましたら、レポートしたいと思います。よろしければ、また、いろいろとコメントください。
それでは。

Re:思い出の道

1956 選択 カーディガン 2007-11-03 22:30:28 返信 報告

皆様、こんばんは。
 先週、⾏って来た思い出の道を歩いたときの画像です。
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画像縮⼩などしないとアップできませんので、今頃になってしまいました。すみません。
「幸⼦」ということで、反応してしましましたが・・・

 ⼩林幸⼦ですね。同じ「さっちゃん」でも・・・演歌の⼤御所ですね。歌うジャンルが違います
ね。

 町⽥の駅前ということで、ご愛敬です(^_-)-☆

Re:思い出の道

1957 選択 カーディガン 2007-11-03 22:34:36 返信 報告

こちらは、⼩⽥急線町⽥駅前です。
 ⼩⽥急百貨店など、⼤きな商業施設がたくさんあり、とても賑やかなところです。

 JR町⽥駅もすぐ近くです。

Re:思い出の道

1958 選択 カーディガン 2007-11-03 22:39:16 返信 報告

⼩⽥急線秦野駅の停⾞場のネームプレートです。

Re:思い出の道
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1959 選択 カーディガン 2007-11-03 22:40:54 返信 報告

名⽔の⾥、湧⽔マップです。
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