
2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

1 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

サマチャン制作宣伝部　活動報告　その2
2020/7/28

みなさんこんにちは。サマチャン2020まであと数日ですね。

現場は準備を進めています。



2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

2 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

茅原実里 公式
@Minorin_parade

「SUMMER CHAMPION2020 ～Minori Chihara 12th 
Summer Live～」のリハが終わりました
皆さんに毎年恒例のライブをお届けできるようにみのりん
&CMB、そしてスタッフ一同準備に励んでおります⋆*
ぜひお楽しみに (STAFF)#minorin #茅原実里
［#サマチャン 特設サイト］
➡minori-summerchampion.jp

午後10:19 · 2020年7月22日

584 204人のユーザーがこの話題についてツイートして…

　

さて。

#サマチャン制作宣伝部　へのご協力本当にたくさんの投稿をありがとうございま
す。皆さんの投稿1つ1つが、このライブへの愛情に満ちたものでとても刺激をいた
だいています。
「制作」的なアイディアの中には、実際に活用できそうなものもありました。

https://twitter.com/Minorin_parade?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/Minorin_parade?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/Minorin_parade/status/1285927532097748992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/minorin?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%8C%85%E5%8E%9F%E5%AE%9F%E9%87%8C?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://t.co/uQSwqgNqZ9?amp=1
https://twitter.com/Minorin_parade/status/1285927532097748992/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/Minorin_parade/status/1285927532097748992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1285927532097748992
https://twitter.com/Minorin_parade/status/1285927532097748992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285927532097748992%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308


2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

3 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

ぜひ本番の配信を観ていただき、ご自身のアイディアが採用されたか、残念ながら
採用されなかったのかをご確認ください。
今回のサマチャンはそういう楽しみ方もしていただけると思っています。

そのまんま採用されてなくても、アイディアの片鱗を使わせていただくということ
もあるかもしれません。

この　#サマチャン制作宣伝部　のハッシュタグ付きで投稿いただくツイートがス
タッフ陣に元気をくれます。一緒に作っている実感が得られるって凄く勇気をいた
だけます。
直接集まることが難しい、直接会うことが難しい。そういう「今」、一番欲してい
るのは生のコミュニケーションだなと思ってます。リモートでの会議は便利ですが
、ここぞというときはやはり会いたい。リモートでのCMB新曲制作も可能でした
が（→Theme of CMB）、やはりバンドは集まって音を鳴らすことで得られる何
かがあります。

Theme of CMB

　
　

コロナ対応生活を開始して半年くらいが経ちます。
物作り、作品作りをリモートでやるようになりました。成果物の形はコロナ前と変

CMB - Theme of CMB

https://www.youtube.com/watch?v=5vu2L6XXhyk
https://www.youtube.com/watch?v=5vu2L6XXhyk


2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

4 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

わらないものが生み出せるノウハウが溜まってきました。
ただ、何かが足りないと気がつくことも増えてきました。

特に我々エンターテインメントの世界では「人」の「気持ち」や「想い」の総量も
含めての成果物なのだろうと気が付いてきました。（エンターテインメント以外の
世界でも大なり小なりはあれど、同じかもしれません。）

　

上手く言語化出来てないかもしれませんが。こんな感じかなと。

例えば料理のそれと似ているような気がします。「料理は愛情」という言葉があり
ます。カップ麺やコンビニ弁当はとても美味しいです。が、家族が作ってくれた料
理とか、大好きな人が作ってくれた料理の方が多少下手でも心が満たされると思い
ます。

絵でもそうかもしれません。偉大な芸術家が描いた絵よりも、自分の子供が描いた
絵の方が感動することがあると思います。絵のレベルでは圧倒的に劣る子供の絵の
方が、親にとっては圧倒的な感動があって、圧倒的な価値がある。そういうことっ
てあると思います。

人が感動したり満たされるのは人との関わりで得られる「想い」を受け取った時な
んだろうと思います。

　

エンターテインメントの世界は、技術的に優れたパフォーマンスを観るというのも
ありますが、そのパフォーマーと自分との「ドラマ」を感じるというのもエンター
テインメントなのだろうと思います。

色んなところで話をしていますが、響け！ユーフォニアム（一期）のトランペット
対決の話がまさにそれだと思います。（響け！ユーフォニアム　を観てない方はぜ
ひ調べてみてください。一期の11話です。）

TVアニメ『響け！ユーフォニアム』 第十一回 予告

http://tv.anime-eupho.com/story/11/
https://www.youtube.com/watch?v=ZyxdWg_SbA0


2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

5 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

簡単に説明すると、トランペットのソロパートを誰が吹くかという話。
部のために苦労に苦労を重ねてきた三年生の香織。最後のチャンス。部内では上手
い。
新しく入学してきた一年生の麗奈。おそらく日本の中でも相当上位レベルの実力。

麗奈がソロパートを獲得します。
しかし部ために頑張ってきた香織のことを慕っている優子（二年生）は、最後まで
ソロパートは香織が吹くべきだと主張し続けました。

優子にとっては、香織が吹くトランペットの音色が最高だと感じるわけです。それ
は優子と香織の間に「積み重ねてきたドラマ」があるからです。

シンプルに技術だけなら圧倒的に麗奈。それは優子も分かってます。でも優子にと
っては香織のトランペットが最高なのです。
優子は香織のことを応援したいわけです。

僕はこれって、エンターテインメントの極意な気がしています。

積み重ねてきた「想い」や「時間」は最強なのだと思います。
ちょっと飛躍しますが、だから坂本龍馬や織田信長のような歴史上の人物は、キャ
ラクター論で言うと圧倒的な強さがあるわけです。何百年という「時間」の積み重
ねがあるからです。ここ数年で生まれたキャラクターが坂本龍馬や織田信長という
キャラクターに叶うわけがないのです。
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さて、いつものブログのごとく、また話が遠くに言ってますが、このあたりでサマ
チャンに戻します。

この河口湖ライブシリーズは、今年で12年。
この12年という「時間」は強い。そして12年の間、お客様と一緒に積み重ねてき
た「想い」もとても強い。
お客様からの「想い」を感じられるのは、スタッフ陣に大変な勇気と元気をくれる
わけです。
新型コロナウィルス禍の今、物理的な距離が生まれてしまわざるを得ないので、「
想い」を感じる瞬間が以前より少ないです。この瞬間を少しでも増やすことで、良
いライブになるはずと思います。
普通にやっていたら90点のものを、91点にするときに踏ん張れるのは、こういう
ちょっとした応援や支援があってこそだと思います。
ですので、皆さんが「#サマチャン制作宣伝部」を付けてツイートしてくれると、1
点、また1点とライブの内容が自然と良くなっていくと思います。

そして応援と支援をしてくれた方にとっても、このライブに対する「気になり度合
い」が少しずつ増えるはずです。

そんなわけで、あと数日ですが、引き続き「#サマチャン制作宣伝部」をよろしく
お願いします。

さて、ここ最近の気になった投稿のピックアップです。

　
　

#サマチャン制作宣伝部

　

【宣伝】
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映子
@hayucoo

書いたよ～～！「気にはなるけど知ってる曲はパラロスく
らい」という人を沼に、いや湖に突き落とすための記事で
す。より一層言いたい放題な感じに仕上がっています。
みのりん楽曲の迷い子へ送る茅原実里河口湖ライブへのい
ざない20選｜映子

みのりん楽曲の迷い子へ送る茅原実里河口湖ライブへのいざない20選…
2020年のサマーチャンピオンはオンライン配信ライブらしい というこ
とは！！！！ クーラーの効いた部屋でサマチャン！ お酒飲みながら…
マチャン！！ 寝落ち直前までサマチャン！！！！ 現地で唄う茅原実里
ちゃん達に申し訳がないなこれ！！　いいんかこんな楽をして！！　こ

note.com

午前0:36 · 2020年7月25日

52 30人のユーザーがこの話題についてツイートしてい…

映子さんのブログはいつも読みやすくて、楽しくて、凄く参考になります。この「
#サマチャン制作宣伝部」も映子さんのブログに多いに刺激を受けてスタートした
のです。

　

https://twitter.com/hayucoo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hayucoo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hayucoo/status/1286686688350056448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://t.co/Mu6B3bkBEJ?amp=1
https://t.co/Mu6B3bkBEJ?amp=1
https://twitter.com/hayucoo/status/1286686688350056448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1286686688350056448
https://twitter.com/hayucoo/status/1286686688350056448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286686688350056448%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://note.com/hayucoo/n/n8d2aa7f54bc9
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akino_koyo
@akino_koyo

ふもとっぱらキャンプ場（静岡県富士宮市）。ゆるキャン
の聖地としても有名ですが、みのりんのMVがいくつか撮影
されています。河口湖ステラシアターから車で40分ほどな
ので車で来てる人は足を伸ばしてみるのもいいかも。 #サ
マチャン制作宣伝部

午後7:46 · 2020年7月26日

5 akino_koyoさんの他のツイートを見る

確かにここも河口湖の近くですね。こういう広い場所でのMV撮影はクレーンが大
活躍します。
　

https://twitter.com/akino_koyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338468654252036?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338468654252036/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338468654252036/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338468654252036?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287338468654252036
https://twitter.com/akino_koyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338468654252036%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308


2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

9 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

akino_koyo
@akino_koyo

秋の富士河口湖町　#サマチャン制作宣伝部

午後7:47 · 2020年7月26日

4 akino_koyoさんの他のツイートを見る

秋の河口湖も最高ですね。僕はまだ秋の河口湖は未体験ですが、紅葉が素晴らしい
ですね。
　

https://twitter.com/akino_koyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338756039569409/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338756039569409/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338756039569409/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/akino_koyo/status/1287338756039569409/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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https://twitter.com/akino_koyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287338756039569409%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308


2020/08/05 11:26SUMMER CHAMPION 2020 ～Minori Chihara 12th Summer Live～

10 / 17 ページhttps://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308

ふぇい
@fayfay_dqx

終点・河口湖駅から一駅。河口湖ステラシアターから歩い
て行けます。絶叫マシンを楽しむのはもちろんですが、入
園料無料ですのでご当地のお土産を買うのにもとても便利
です。品揃えも凄い！　#サマチャン制作宣伝部

午後9:07 · 2020年7月26日

4 ふぇいさんの他のツイートを見る

富士急ハイランドには何度も行きました。河口湖ライブの宿泊中、早朝の1番乗り
で行きまして、絶叫マシンを1～2つだけ乗ってすぐにホテルに戻る、、、なんてこ
とをやってました。

https://twitter.com/fayfay_dqx?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/fayfay_dqx?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/fayfay_dqx/status/1287358938489344000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/fayfay_dqx/status/1287358938489344000/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/fayfay_dqx/status/1287358938489344000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287358938489344000
https://twitter.com/fayfay_dqx?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287358938489344000%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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2010年のドドンパ待ちの様子
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おにぎり
@onigiriokaka26

summerChampion2020まで10日を切ってからウォークマ
ンでみのりんの楽曲だけをランダムリピートしてます

テンション上がってきたー！

写真は去年の河口湖畔にて
8月なのに紫陽花が残っててクモの巣が輝いてました

#サマチャン制作宣伝部

午前6:54 · 2020年7月27日

2 おにぎりさんの他のツイートを見る

ライブに向けて気持ちを高めるの、僕もよくやります。もうすぐですね。
　

https://twitter.com/onigiriokaka26?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/onigiriokaka26?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/onigiriokaka26/status/1287506607992012800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/onigiriokaka26/status/1287506607992012800/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/onigiriokaka26/status/1287506607992012800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287506607992012800
https://twitter.com/onigiriokaka26?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287506607992012800%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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(あ‾∀‾子)
@sue_chuichi

みのりんの河口湖ライブに行ったから出会えた作品たち
いつかみのりんのマンホールもできるかもしれんなぁ
#サマチャン制作宣伝部

午後2:50 · 2020年7月27日

6 (あ‾∀‾子)さんの他のツイートを見る

マンホールには今まで注目したことが無かったので、目から鱗が落ちる気持ちです
。色んなマンホールがありますね。
　

https://twitter.com/sue_chuichi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/sue_chuichi/status/1287626426670125058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287626426670125058
https://twitter.com/sue_chuichi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287626426670125058%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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よしボン
@63E1Yx3F0D4EgHA

夏の河口湖と言えば、茅原実里のステラシアターでのライ
ブと8月しか開館しない「河口湖自動車博物館　自動車／飛
行館」かな。
ステラシアターより更に富士山側のゴルフ場や別荘地の向
こう側に貴重なコレクションが一杯、今年はガレージセー
ルもあるらしい。

 #サマチャン制作宣伝部

午後8:40 · 2020年7月27日

10 よしボンさんの他のツイートを見る

これは僕も知らなかったです。まだまだ河口湖には発見がある。
　

しょーじん
@utena22

今年のサマチャンは8/1～8/9までの9days
 #サマチャン制作宣伝部
午後10:31 · 2020年7月27日

1 しょーじんさんの他のツイートを見る

https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA/status/1287714548997218307?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287714548997218307
https://twitter.com/63E1Yx3F0D4EgHA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287714548997218307%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/utena22?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/utena22?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/utena22/status/1287742431908093954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/utena22/status/1287742431908093954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&tweet_id=1287742431908093954
https://twitter.com/utena22?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287742431908093954%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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その通りなのです。よろしくお願いします。
　

はち(*´∀｀*)尸''＠茅原実里15周年
@HachivoQov

#サマチャン制作宣伝部
#茅原実里

河口湖

遊覧船「アンソレイユ号」
fujigokokisen.jp/contents/ensol…

夏の風が、気持ちいい

他にもモーターボートやサップなんかのマリンスポーツも

馬場ちゃんたちは去年サップやって見事に落っこちていた
そうな
サイクリングで一周はしたし、何かやってみたい

https://twitter.com/HachivoQov?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/HachivoQov?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/HachivoQov/status/1287748785020567552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%8C%85%E5%8E%9F%E5%AE%9F%E9%87%8C?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://t.co/Xs9vk743pV?amp=1
https://twitter.com/HachivoQov/status/1287748785020567552/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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午後10:56 · 2020年7月27日

3 はち(*´∀｀*)尸''＠茅原実里15周年さんの他のツイート…

水遊び、お勧めです。ガンタさんが立ちこぎサーフィンしてて湖に落ちたというエ
ピソードも。
　

しずりーぬ
@shizu0021

遅ればせながら。せっかくなので
・朝からすでにライブ始まってるようなもんだから、物販
やファンの仲間の交流(みんな気さくで優しいのもこの界隈
の良いところ)は勿論のこと、現地の人も毎年話しかけてく
れて笑い合える
・桃を筆頭に現地の飯が美味い
・まったり観光最高
#サマチャン制作宣伝部

午後8:24 · 2020年7月25日

9 しずりーぬさんの他のツイートを見る

https://twitter.com/HachivoQov/status/1287748785020567552/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287748785020567552%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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https://twitter.com/shizu0021/status/1286985680631939074?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286985680631939074%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E9%83%A8?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286985680631939074%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308&src=hashtag_click
https://twitter.com/shizu0021/status/1286985680631939074/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286985680631939074%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/shizu0021/status/1286985680631939074/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286985680631939074%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
https://twitter.com/shizu0021/status/1286985680631939074/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286985680631939074%7Ctwgr%5E&ref_url=https://minori-summerchampion.jp/staff_blog/308
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こういう想い出作りもセットで楽しむのが、河口湖ライブですね。

　
　
　
他にもご紹介したい投稿があるのですが、追ってまた！

斎藤

チケットのお求めはこちらから
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