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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25175 選択 吟遊詩⼈ 2020-05-27 00:55:08 返信 報告

皆さん、あの⽇から13回⽬の泉⽔さんの御命⽇を迎えました。

まずは恒例の献花を・・・・・<(_ _)>

昨年は13回忌で献花台での様⼦、オフ会などレポがありましたが、

今年は新型コロナウイルスの影響で⾃粛の為WEB献花となりました。

緊急事態宣⾔は解除になりましたが完全に収束したわけでは無く

第⼆波の可能性もありしばらくは〜 もう少し あと少し・・・〜
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我慢が強いられるでしょう︕(ーー;)

⾮常に残念ですが、それぞれの場所でそれぞれの想いで⼀⽇偲んで下さい。

正に今こそ・・・・

〜悲しい現実をなげくより 今何ができるかを考えよう 今⽇が変わる〜

このスレでもWEB献花、メッセ－ジをどうぞ・・・・<(_ _)>
 

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25176 選択 吟遊詩⼈ 2020-05-27 01:56:46 返信 報告

〜 この⻑い冬が溶けて 再び⾏き場のない想いは・・・・

素敵な思い出だけ胸にしまっておけたらいいのにと祈る

いつも変わりなく動き始める世界はすべてがはかない〜

いまの時勢がまさにこんな感じでしょうか︖

そして毎年この⽇になると想う事はこの⼀節

やはり泉⽔さんの歌詞（ことば）は深〜ぃ♪〜(￣。￣)

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25178 選択 noritama 2020-05-27 07:09:33 返信 報告

今年もこの⽇を迎えました｡

今年は新型コロナウイルス対策や⾃粛(&献花会場なし)などの為､
 ⿃居坂に訪れることのない久しぶりの5/27となります｡

 お休みもいただいていないので､平⽇モードでまもなく午前中のお仕事へ｡
 例年のようなレポやオフ会､代わりの話題なども無く､

 "FMヨコハマ Hits200 ZARD特集"[25161]をタイムフリーで聴いたりして､
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粛々と今⽇を過ごそうかとも思いますので､
予めご了承くださいm(_ _)m

お知らせのあった､正午からのWEB献花はどんな感じになるんだろう｡
 https://wezard.net/news/news-573/

 

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25179 選択 チョコレート 2020-05-27 10:02:52 返信 報告

所⻑さん、吟遊詩⼈さん、noritamaさん、皆さんおはようございます。
 チョコレートです。⼤変ご無沙汰しています。

 今年も献花委員⻑の吟遊詩⼈さん、スレ⽴てありがとうございます。

もう13年も経ってしまったのですね。
 今でも、13年前、テレビのニュース速報に凍り付いた⾃分を思い出します。涙があふれてきて、⾃

分の想像以上に⼤事なものだったことに気づきました。
 今⽇は静かに泉⽔さんのことを想って過ごしたいと思います。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25181 選択 幸（ゆき） 2020-05-27 11:59:12 返信 報告

[25175]吟遊詩⼈さん、noritamaさん、チョコレートさん、所⻑、皆さま

⾏って飾ることが出来ないので、こちらに掲載させて頂きます。年⽉の経過でセピア⾊に...
 ⼤切な⽇ではありますが、出来ることならなかったことにして欲しい。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25182 選択 noritama 2020-05-27 12:07:15 返信 報告
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WEB献花 "ZARD献花特設サイト"
https://wezard.net/flowers/

期間:5⽉27⽇（⽔） 12:00〜23:59

追記:
 ←スクショ(約10分ぐらいでもお花でいっぱい(^^))

 お花は4種類ですね｡

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25184 選択 noritama 2020-05-27 13:43:56 返信 報告

お花がいっぱいになって､
 泉⽔さんのお写真が変わりました

 ←スクショ

サイトページの右上の番号をクリックすると､
 お花いっぱいになったお写真も⾒られます｡

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25185 選択 noritama 2020-05-27 13:47:00 返信 報告

[25184]noritama:
 > 泉⽔さんのお写真が変わりました 

 > ←スクショ

こちらはお花3種類

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25187 選択 noritama 2020-05-27 15:10:05 返信 報告
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黙祷 (-⼈-)

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25188 選択 彦パパ 2020-05-27 15:13:09 返信 報告

皆さまご無沙汰しております、彦パパです。
 今年もこの⽇を迎えることになりましたが、例年とは違う雰囲気になりそうですね。

 来年のイベント等に影響が無ければいいですね。
 それでも今⽇は、偲びつつも「⼀⼈ZARD祭り」を開催しております（笑）

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25189 選択 吟遊詩⼈ 2020-05-27 15:33:10 返信 報告

[25179]チョコレートさん、こんにちは、お久しぶりです。

お花ありがとう御座います。

幸(ゆき)さん、いつもデッサン⾒事です。

noritama報道部⻑(笑) WEB献花の詳細報道ありがとう御座います。

彦パパさん、コメントありがとう御座います(^.^)/~~~

静かに今年は過ごし、来年30周年なのでまた思いきり騒ごうね〜
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Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25190 選択 sakura 2020-05-27 16:21:19 返信 報告

皆さん、こんにちは︕
 在宅勤務中ですが、ZARD のアルバムを順に聴きながら仕事しています︕ オンライン会議の時はボリュームを絞ってま

すが(笑)
 Web献花、最初で最後になってほしい。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25192 選択 pine 2020-05-27 17:02:16 返信 報告

皆さま こんにちは。⼤変ご無沙汰しております。pineです。

13回⽬なんですね。
 毎年⾔ってますが、年⽉が流れるのは早いものですね。

 いつもとは違う5⽉27⽇。旦那はテレワーク、息⼦は休校中 娘は今⽇から出勤となりましたが、
⼈⼝密度の⾼い家の中で、イヤホンでひっそり聴いております。

web献花もお花がいっぱい届いていますね。
 東京・⼤阪の献花に⾏けない⽅々のために、今年だけでなく来年以降も続けていただけたらと思います。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25193 選択 noritama 2020-05-27 18:07:02 返信 報告

3枚⽬の献花お写真のスクショ

こちらもお花は3種類

https://bbsee.info/newbbs/id/25175.html?edt=on&rid=25190
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25190
https://bbsee.info/newbbs/id/25175.html?edt=on&rid=25192
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25192
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/83820a0bd8a43216b004880317ae6ecf.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/25175.html?edt=on&rid=25193
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25193
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/dc88b6a16db5ef98acdee40975d9af0f.jpg


Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25194 選択 SW 2020-05-27 18:20:56 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 何も⼤きなイベントは無いとわかっていても、例年通り27,28⽇はお休みにしてお花も揃え動画を観たりして過ごしてお

ります。

昨年⼀昨年のこの時間は皆さんとロケ地巡りから⼣ご飯を…とやっていた時間。
 昨年は異常な暑さな中でパティオでたい焼きをいただきながらのんびりお話をしてましたが、今年(今⽇)も暑くなりまし

た。いつもの通りで泉⽔さんの晴れ⼥パワーは健在。皆さんや全国各地のZARDファンの⽅々と⼀緒の空間・時間を過ごす
ということは今年は叶いませんでしたが、ここの掲⽰板やSNSでたくさんの⽅々が変わらず想いを綴っていらっしゃるの
を拝⾒して、泉⽔さんが愛され続けているなぁと改めて感じております。

 Stay Homeな影響か、ZARD関係者あるいは関連したアーティストの⽅々からもたくさんコメントがSNS上で出ています
ね。

 改めて泉⽔さんのことを想いながら、今年のちょっと残念な部分は皆さんと顔を合わせる機会ができたときに合わせてそ
の思いを発散させたいな、なんて思っています。（きっと来年にはWBMがあって「思いきり騒ごうね︕」となっている、
でしょう︕ そうあって欲しい︕）（私は4年前のWBM2016の感動・感激、あれが本当に忘れられません。皆さんと⼤⼈
数のオフ会したことも含めて。）

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25196 選択 吟遊詩⼈ 2020-05-27 19:49:08 返信 報告

[25192]pineさん、お久しぶりです。

お花ありがとう御座います。

sakuraさん、コメントありがとう御座います。

SWさん、来年は⼜ご⼀緒出来ますように・・・(^^)v

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25197 選択 stray 2020-05-27 20:30:51 返信 報告
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皆さんこんばんは。
吟遊詩⼈さん、スレ⽴てどうもありがとうございました。

 スレタイが14回⽬となっていますが、14回⽬じゃなくて13回⽬の命⽇です。
来年⽴つだろうスレも14回⽬となるので・・・全部直しました（笑）。

コロナ禍で企画がすべて吹っ⾶んでしまいましたが、逆に、皆さん
 ZARDの⾳楽、泉⽔さんの映像に触れる機会が多かったことと思います。

やっぱりZARDはいいですね︕
 素晴らしい楽曲と素敵な映像を残してくれた泉⽔さんに、改めて感謝です。

 

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25199 選択 apple tea 2020-05-27 21:49:26 返信 報告

ZARD研究所の皆さん、こんばんは。
 今年は少し寂しい命⽇になりましたね。

 もう何年もこの⽇を東京で過ごしてきたので、今年は久しぶりに地元で迎え、なんだか少し違和
感があります。

 でも、どこにいても泉⽔さんを偲ぶ気持ちは変わらないですよね。
 来年は東京で皆さんとオフ会など出来ますように。。。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25201 選択 吟遊詩⼈ 2020-05-27 22:19:00 返信 報告

[25197]strayさんこんばんは。
 > 吟遊詩⼈さん、スレ⽴てどうもありがとうございました。 

 > スレタイが14回⽬となっていますが、14回⽬じゃなくて13回⽬の命⽇です。 
 > 来年⽴つだろうスレも14回⽬となるので・・・全部直しました（笑）。

しっぱ〜ぃ︕(^_-)-☆ 修正作業ありがとう御座います。<(_ _)>

最近、深夜の帰宅で・・・疲れてますね︕頭のメモリー不⾜(笑)
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apple teaさん、お花ありがとう御座います。

来年はまた思いきり 騒ごうね〜＼(^o^)／

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25202 選択 noritama 2020-05-27 22:57:16 返信 報告

4枚⽬の献花お写真のスクショ

こちらはお花4種類

WEB献花のお時間は残り約1時間です(^^)

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25213 選択 Awa C62 2020-05-30 10:12:58 返信 報告

[25175]吟遊詩⼈:
 > 皆さん、あの⽇から13回⽬の泉⽔さんの御命⽇を迎えました。 

  
> 昨年は13回忌で献花台での様⼦、オフ会などレポがありましたが、 

 > 今年は新型コロナウイルスの影響で⾃粛の為WEB献花となりました。 
 > ⾮常に残念ですが、それぞれの場所でそれぞれの想いで⼀⽇偲んで下さい。 

 > このスレでもWEB献花、メッセ－ジをどうぞ・・・・<(_ _) 
  御無沙汰して居ります。3⽇遲の挨拶にて恐⼊ります。昨年初めて獻花に上京し、皆さんにも御会ひ出来て嬉しかつたの

ですが、今年は周知の通りで、⾼知の⽥舎くんだりでは⾝近な所にファン仲間も居らず、1⼈寂しい祥⽉命⽇を迎へまし
た。5/27,28⼆⽇連ちやんでカラオケ三昧の夜を過しました。平成29年春のカラー植替の後の歌会の時の様⼦が思出され
ます。また、あのやうな機会があればいいなと思ひます。無事来年の30周年を迎へられる事を祈ります。

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
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25216 選択 noritama 2020-05-30 23:28:14 返信 報告

WEB献花ページのスクショまとめました(^^)
 

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25232 選択 noritama 2020-06-04 21:15:32 返信 報告

オフィシャルで､献花ページのダウンロードができるようになってますね(^^)
 https://wezard.net/flowers/

 [ダウンロード期間︓6⽉27⽇（⼟）23:59まで]

Re:13回⽬の泉⽔さんの御命⽇
25242 選択 774 2020-06-06 17:26:49 返信 報告

衝撃のあの⽇から１３年経ってしまいましたか・・・。早いですね。
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