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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

あえて無題
4159 選択 stray 2010-08-14 06:55:13 返信 報告

お盆なので、Ｚ研を代表してアネ研さんがお参りしてきました。

Ｚ研はご遺族の意思を尊重して、これまで沈黙を守ってきました。
 ところが最近、断⽚的な情報が複数のブログにアップされ、

 １つはZARDファン有志の熱意により、すでに記事削除に⾄りましたが、
 放っておけば誰しもがその場所を知るところになった可能性があります。

いずれも⼀般⼈がたまたま発⾒し、何気なくブログに書き込んだものですが、
 専⽤の霊園や隔離された墓所でない限り、今後もこのような事態がきっと起きます。
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公開されていないことや、公開したらどうなるかなんて知る由もない⼈たちですから、
防ぎようがありません。

ご遺族のお気持ちは理解できますが、永遠に秘密にしておくことは不可能です。
 ファンがお参りできるモニュメントを造って公開すべきだと私は思うし、

 これまでもそう主張してきました。今からでもそうすべきです。

お参りしたいというファンの気持ちも、⼗分に理解できます。
 が、知り得た⼈だけが、そ〜っとお参りしてくれることを切に願います。

 ― 泉⽔さんに安らかな眠りを ―

  
 ※質問には⼀切答えられませんので質問しないで下さい（笑）。

 

Re:あえて無題
4160 選択 Ａｋｉ 2010-08-14 13:00:34 返信 報告

> ご遺族のお気持ちは理解できますが、永遠に秘密にしておくことは不可能です。 
 > ファンがお参りできるモニュメントを造って公開すべきだと私は思うし、これまでもそう主張してきました。今からで

もそうすべきです。 
  私もそう思います。秘密には出来ないです。⽇本にある限り、どこかしらにはあるのだろうし偶然に⾒つけてしまうこ

ともあるのかもしれません。
  ご遺族の意思を無視して「そこでお参りすることそこが…」なんて間違った考えを持ったＦａｎが⼤挙して来るのほうが

⼤変なことだと思います。Ｆａｎが減っているとはいえ、100⼈位は⼤挙する可能性もあります。
  「Ｓｏｆｆｉｏ」の「開店するまで秘密に…」とは訳が違います。

 有名⼈である以上は何かしらのものは創らなければいけないと思います。有名⼈が皆、有名になりたくて有名⼈になっ
たわけでは無いと思いますし、それでも何かしらＦａｎがお参りできる場所は作っています。

  例外というのはあり得ません。
  沢⼭のブログがある中で全てを阻⽌するのは不可能に近いことだと思いますし、何かご遺族に迷惑が掛かることが起き

てからでは⼿遅れです。
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 私は特定の場所に⾏かなくても、どこからでもお祈りすれば思いは届くと想っていますけれど…
 （中には特定の場所で無ければ意味が無いと思っていらっしゃる⽅もいるようですね）

 秘密の場所(遺族も秘密にしておきたい場所）が解かるからといって特別なＦａｎってわけではないですし…

Re:あえて無題
4164 選択 MOR 2010-08-15 15:20:13 返信 報告

皆さん、こんにちは。

アネ研さん、代表として逢ってこられたそうで、お疲れ様でした。

strayさん、⾊々と断⽚的ながら情報が出てきているので、⼼配ですね。
 私は「夢で逢いたーい（実際は夢をあまり⾒ない(^^ゞ）」⼈なので、個⼈的には興味の薄い話題ですが、どこか⾃由に

逢える場所があったら良いと思っています。

墓⽯業者が案内しながら⾔っているとの噂もありますし、墓⽯に掘られてる⽂字は気づかれやすいので気がかりです。

写真の墓誌に書いてある⽂字が⾒えにくくて読めませんけど、戒名でしょうか。
断⽚的に読める⽂字から何となくは想像出来ますが、私はそっちの⽅に興味があったりします。（笑）

  
  
 お盆に帰ってきてるのかな︖。

  
 

Re:あえて無題
4166 選択 stray 2010-08-16 11:17:06 返信 報告

Ａｋｉさん、MORさん、こんにちは。

今⽇は「送り盆」。ご家族と共に過ごされた泉⽔さんも、
 ⼣⽅にはあの世へ帰っていかれることでしょう。
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地域によって違いがあるでしょうけど、茄⼦とキュウリに割り箸を刺して
⾺のような物をつくり仏壇に置きますが（霊があの世へ帰るための乗り物）、

 最近ではミニカーなどの⾞のおもちゃを置くご家庭も多いようです。
 蒲池家は、ポンティアックＧＴＯだったのでしょうか。

> 墓⽯業者が案内しながら⾔っているとの噂もありますし、 
 そう書いているブログもありますが、はったりでしょう。

> 墓⽯に掘られてる⽂字は気づかれやすいので気がかりです。 
 墓⽯に肖像権はないでしょうけど、特徴ある墓⽯は場所の特定に繋がりますので

ご遺族が知られたくないと思っている場合は、写真を公開したらプライバシー
 侵害で訴えられる可能性があります。

> 写真の墓誌に書いてある⽂字が⾒えにくくて読めませんけど、戒名でしょうか。 
 保存して拡⼤してもらえばすべて読めるはずです。

 墓誌にはふつう、戒名、俗名、享年、没年⽉⽇が記されています。

> 私は特定の場所に⾏かなくても、どこからでもお祈りすれば思いは届くと想っていますけれど… 
 ⽇本⼈の⾎には、「お墓に参る」という習慣が脈々と流れてますから、

 なかなか難しいでしょう。

> 秘密の場所(遺族も秘密にしておきたい場所）が解かるからといって特別なＦａｎってわけではないですし… 
 たしかに、私もいたってノーマルなファンですし（笑）。

 

Re:あえて無題
4167 選択 Ａｋｉ 2010-08-16 17:37:06 返信 報告

 よく他のＦａｎサイトでは坂井さんのことをいかにも「万能な存在」ような感じになっています。
 例えば、追悼Ｌｉｖｅで坂井さんが居た。坂井さんが今⽇の天気を晴れにしてくれたｅｔｃ(勿論、本気ではないとはお
もいますけど）

  もし、万能であるなら此処近年のこと(今回のことや「Ｓｏｆｆｉｏ」のことｅｔｃ）はおそらく「お⾦儲けの時だけ私
を使って、あとは⽬を逸らすのは⽌めて・神格化したのならキチンとそういう対処もして」と思っていらっしゃるかもし
れません。
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> ⽇本⼈の⾎には、「お墓に参る」という習慣が脈々と流れてますから、 なかなか難しいでしょう。 
 ⽇本⼈の不思議なところですね。⾃分の宗派も知らないのに、神社に⾏ってお寺にも⾏く。海外旅⾏では教会やモスク
を⾒学するなんて普通(私もその1⼈ですが）

 本当は他⼈の「お墓参り」なんて本当は軽々しくしてはいけないですけれどね。その⽅の宗教・宗派によって⾊々な作
法は違うと思いますし…それを無視することは冒涜に当たるとおもます。

 Ｆａｎの⽅は軽々しく「マナーを重視」と⾔っている割にはそいういうマナーって全然知らなくて、挙句には逆切れ
（⾃分の無知を棚に上げて「そんな細かいこと…」とか⾔って…）

  そういう点での「にわかＦａｎ」の対策を事務所等はしなければいけないでしょうね…「訪ねてきっと坂井さんも嬉しい
と思っているだろう」なんて勝⼿に思い込んでいるだけで本⼈は「⼟⾜でプライベートな場所まで来ないで、気持ち悪
い」って思っていらっしゃるかもしれないですしね(苦笑）

 こういう微妙な話題になると途端にＢ社と同様に他のＦａｎサイトも「荒れるから…」なんて責任逃れするのも逆に「無
責任」ですね。都合の良いときだけ「坂井さん・坂井さん」って⾔っておきながら、暗い話題には⼀切⽬を逸らす。

  私の毒⾆より酷いなって思います(苦笑）

 他のお亡くなりになったアーティストのＦａｎはキチンとそういうのは決めていらっしゃる所は多いです。

Re:あえて無題
4168 選択 stray 2010-08-16 22:02:22 返信 報告

⽇本⼈の宗教観を議論してもしょうがないので（笑）⽌めておきますが、
 私はファンのお参りで迷惑かけるとは思っていません。

 ⼼配しているのは「荒らし」です。

表現は不適切かもしれませんが、
 世界にたった⼀つの、究極の「坂井泉⽔グッズ」ですから、

欲しがるファンは絶対にいます。

そのリスクを考えたうえでの⾮公開なのでしょうけど、
 発⾒されたときの対策が含まれているとは思えないんですよねぇ。
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知り得た⼈は、他⾔せず、ましてやブログで公表したりせず、
ご⾃分の胸の中だけに収めてください。

ファンサイトとしては、そう呼びかける以外にないので。

Re:あえて無題
4169 選択 Ａｋｉ 2010-08-17 00:33:37 返信 報告

> ⼼配しているのは「荒らし」です。 
 > 世界にたった⼀つの、究極の「坂井泉⽔グッズ」ですから、欲しがるファンは絶対にいます。 

 > 発⾒されたときの対策が含まれているとは思えないんですよねぇ。 
  万が⼀「荒らし」被害に遭った場合は「遺族の問題」となってＢ社はノータッチでいきそうですね(汗）

  管理が厳重態勢とも思えませんし…(対策はある程度、練っていらっしゃるのかもしれませんが）
  「まさか持っていく⼈は居ないだろう…」って思っていらっしゃるのかもしれませんが、世の中解かりません…

Re:あえて無題
4170 選択 MOR 2010-08-17 01:01:39 返信 報告

こんばんは。

strayさん
 >保存して拡⼤してもらえばすべて読めるはずです。 

 それが、古くて解像度の低い⼩型CRT（PC2世代⽬で使い続けてます）では、残念ながら形しか読めない⽂字があるので
す。(T.T)

  
 泉⽔さん、無事に帰られたかな・・・。

  
  
 Akiさん

 後で書こうと思っていたネタ、先を越されてしまった。(^^ゞ
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「夢で逢いたーい」と書きましたが、実は何度かデートしています。（笑）
但し、⽬が覚めて初めて”泉⽔さんだっ”て、何時も気づくという、流⽯に夢は⽭盾だらけです。（汗）

以下、この時期に相応しい︖話ですが、
 >追悼Liveで坂井さんが居た。坂井さんが今⽇の天気を晴れにしてくれたetc 

 いゃー、ありますよぉー。
 私の周りには不思議なことは⽇常ですが、私⾃⾝があまり興味が無いもので・・・。

 でも、⾃分の都合の良い解釈はしてますね、やっぱり。

で、先を越されたネタは、ズバリ︕”泉⽔さんが遊びに来たぁー”です。
 2010-08-15 15:20:13のレスを上げた途端、PCはあり得ない現象に襲われました。

 出かける前だったので、⼀切の操作が出来なくなったPCは電源遮断で⽌め、シャワーを浴びにバスへ⾏ったら、⼀晩で時
計が2時間半も遅れていた。

「偶然」の⼀⾔で終わりに出来るかも知れません。しかし、偶然を否定も肯定もできる確たる根拠は⾒つけられないと思
います。（なので、都合良くこじつけ解釈です）

時計もPCも今は何事もなく正常に作動しています。
 すべて後付の話ですが起こったことも事実なので、私は関連あると信じたいなぁー。

 だって、本当に来てくれてたらラッキーじゃ無いですか。
 他の変なものだったら勘違いしていた⽅が良いし・・・。

思う気持ちが相⼿に通じるのなら、きっと私へも何らかの合図をしてくれているのでしょう。（泉⽔さんは私の存在⾃体
を知らないと⾔う所は無視です(^_^;）

  
 と⾔う流れで、時期的にそれぞれ各⾃が考えるべきタイミングなのでしょうね。（もちろん関係当事者も含めてです）

  
 ＊妄想オヤジが書くとすべて妄想に思える所がツライかも・・・。(×_×;)

 起こったことが事実でも、それ以降は妄想の域ですから、やはり妄想です。（笑）
  

 以上、夏向きの話題でした。m(__)m
 

Re:戒名－メディアでも既報なのでかまわないでしょう



4171 選択 ひげおやじ 2010-08-17 09:58:40 返信 報告

（所⻑さん、記載内容が不適切ならば、削除します。若しくは、削除して戴いて結構です。）

ＭＯＲさん、

お墓の所在は⾮公開ですけれど、戒名は当時⼤⼿のメディアでも
  「麗唱院澄響幸輝信⼥」

 と報道されていましたので、特にご家族が秘匿している事項ではないでしょう。
墓誌を⾒ると、位号は「信⼥」では無くて「⼤姉」ですね。

 仏教の知識が殆ど無いので早速ネットで調べてみたところ、「⽣前戒名普及会」のサイトに

 成⼈の場合の位号
   信⼠・信⼥ １５歳以上で⼀般に信⼼の厚い者

   清信⼠・清信⼥ より清浄な者
   禅定⾨・禅定尼 仏⾨に⼊り剃髪染⾐した者

   居⼠・⼤姉 成⼈以上の男⼥で特に信仰⼼が篤く社会に貢献した者
   ⼤居⼠・清⼤姉 居⼠・⼤姉よりより上位の者

とありました。
 正に「社会に貢献した者」ですね。

[> >保存して拡⼤してもらえばすべて読めるはずです。
 > それが、古くて解像度の低い⼩型CRT（PC2世代⽬で使い続けてます）では、残念ながら形しか読めない⽂字があるの

です。(T.T)

Re:戒名－メディアでも既報なのでかまわないでしょう
4172 選択 stray 2010-08-17 11:20:01 返信 報告

Ａｋｉさん、MORさん、ひげおやじさん、こんにちは。

公式発表は「澄響幸輝信⼥」だったはず。
 ずいぶん質素な戒名だなぁと思ったものです。

 （ランクとしては⼀番下なので）
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建前はひげおやじさんが解説してくれたとおりですが、
実際はお布施の額によって決まりますから。

信⼥と⼤姉では倍違いますし、それに○○院が付くと
 宗派や地域にもよりますがプラス５０万〜１００万くらいでしょうか。

ひと⼝に戒名と⾔いますが、俗名に対応する部分（あの世での呼び名）は
 「幸輝」の２⽂字です。

Ａｋｉさん
 所有権は祭祀を主催する⽣存者にあるので、Ｂ社はノータッチでしょう。

MORさん
 早くそのPC捨てましょう（笑）。

Re:あえて無題
4173 選択 Ａｋｉ 2010-08-17 18:17:14 返信 報告

> 「夢で逢いたーい」と書きましたが、実は何度かデートしています。（笑） 
 > 但し、⽬が覚めて初めて”泉⽔さんだっ”て、何時も気づくという、流⽯に夢は⽭盾だらけです。（汗） 

  ⾒たい夢が⾒られるって羨ましいですね。夢の中であっても坂井さんにお逢いしてみたいです。

> >追悼Liveで坂井さんが居た。坂井さんが今⽇の天気を晴れにしてくれたetc 
 > いゃー、ありますよぉー。 

 > 私の周りには不思議なことは⽇常ですが、私⾃⾝があまり興味が無いもので・・・。でも、⾃分の都合の良い解釈はし
てますね、やっぱり。 

 > 「偶然」の⼀⾔で終わりに出来るかも知れません。しかし、偶然を否定も肯定もできる確たる根拠は⾒つけられないと
思います。（なので、都合良くこじつけ解釈です）

 「万能な存在」を信じることはあると思います。(宗教によって「神」や「仏」ｅｔｃ呼び名は違いますが…）
  ただ、不思議に思うのは坂井さんがいきなり、そこまで万能な存在になったのかどうか︖ということですね…

 ⼈それぞれ考え⽅は違うと思いますし、どれが正しいなんて私には⾔う権利はないですけれど、私は「良いこともあれ
ば悪いこともある」って思っています。
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 神様がもしいらっしゃるのなら「良いこと」だけではなく時に「戒め」も起こすと思います。
 偶然だとは思いますが、私は本当に悪いことをしていないのに相⼿が勝⼿に意地悪をしたりすると、その⼈が酷い⽬に
遭ったりしてます。

  例えば⼩学⽣の時は⾃分のルックスが可愛いのを⿐にかけていた⼥の⼦が「顔から転んで怪我した」とか、いつも⾃信
たっぷりで⾮を認めず誰にも謝らないような⼦の家がある⽇、⽕事になり夜逃げしたとか…

  いつもテストの点数が⾃分より低い⼦を⾒つけてバカにしていたようの⼦が受験に失敗したとか…ｅｔｃ

 そういうのがあると「神様っていらっしゃるのかも」って思います。勿論、私も無意識のうちにでもズルいこととかし
ようとすれば、悪いことは起きますし…

Re:あえて無題
4183 選択 MOR 2010-08-20 01:56:22 返信 報告

こんばんは。

"ひげおやじ"さん
 形だけの謎な⽂字（笑）を教えて頂き、有り難うございました。

 形だけで読んでいた⽂字に間違いがないことが分かりスッキリしました。(笑)

ところで"ひげおやじ"さんの
 >戒名は当時⼤⼿のメディアでも 

 と、strayさんの
 >公式発表は「澄響幸輝信⼥」だったはず 

 の微妙な違いが、情報を持たない私には気になったりします。

まさか、両⽅存在していて、⽚⽅は対策⽤のダミーってオチは、無いですね、絶対。(^^)
  

strayさん
 >早くそのPC捨てましょう（笑）。 

 画像のような泉⽔さんを⾒捨てる訳には⾏きません。
 祟りでもヴィルスでもありませんから。（笑）

ちなみに、壁紙は以前に協⼒頂いた結果です。(^_^)V
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Akiさん

 >⾒たい夢が⾒られるって羨ましいですね。 
 私は極度の不眠で、毎⽇強い薬で寝ています。(^^ゞ

 なので、夢を⾒られるほどの良い睡眠は取れていないので、夢なのか現実なのか、起きてから”あれっ”て感じで気づく訳
です。

 私には夢⾃体が貴重です。(^^)

で、⽬覚めてから断⽚的な記憶を辿ると、初めて登場⼈物に驚くと⾔う悲しい状態です。
 年に数回しか⾒ない割には⼗数年の間に数回⾒ているので、登場⼈物としてはダントツかも。

 何だかいつも、兄妹というか初々しいと⾔うか、夢を⾒ている私⾃⾝が羨ましく⾒えるって、流⽯に夢の中の話ですね。
（笑）

  
 

Re:あえて無題
4184 選択 stray 2010-08-20 12:28:37 返信 報告

MORさん、こんにちは。

MORさんのデススクトップは常時ぼやけているのですか︖（笑）

「麗唱院・・・・・・」でググって引っかかるのは、Z研のこの記事だけです。
 当時の新聞記事も「澄響幸輝信⼥」ですし、ウィキにもそう書いてあります。

公式発表と実際の戒名が違う理由は、２つ考えられると思います。
 ① 後から戒名を変えた

 ② B社がメディアに流す際に改ざんした

①は、あり得ないことではありません。
 戒名のランクは、お寺や宗派への貢献度によって決まります。

 菩提寺をもたない家で葬式が出た場合、実家の宗派か、あるいは新しく宗派を決めて
 その宗派の寺院を葬儀屋さんから紹介してもらう必要があります。

 寺院側から⾒れば、お寺や宗派への貢献度がまったくない⼈ですから、
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⾼いランクの戒名（院号）を授けることはできません。
他の檀家さんとの釣り合いから、お布施を積まれても拒否する寺院もあります。
こうした場合、初めは道号＋戒名＋位号からなる６⽂字の⼀般的な戒名を付けておき、

 後から「お寺や宗派への貢献度によって」戒名を変更する場合もあります。
 「お寺や宗派への貢献度」とは、⾔うまでもなくお布施や寄付⾦です。

②は、B社ならあり得るかなぁと（笑）。
 「麗唱院澄響幸輝⼤姉」と聞いたら、世間⼀般の反応は

 「さすが、お⾦持ちは違うなぁ」となるでしょう。
 死因が（今でも）はっきりしなかったので、”⾃殺なのに院号かよ”と受け⽌める⼈もいるでしょう。

 院号を伏せ、⼤姉を信⼥に替えて発表することで、逆に「質素さ」すなわち
 泉⽔さんの「飾らない⼈柄」を世間にアピールできると読んだのかも。

私同様、質素な戒名に疑問をもったファンもいるようです。
 http://my-heartstrings.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/zard_6f54.html

 

Re:あえて無題
4185 選択 Ａｋｉ 2010-08-20 12:38:31 返信 報告

MORさん
 > 私は極度の不眠で、毎⽇強い薬で寝ています。(^^ゞ 

  お⼤事になさってください…

Re:あえて無題
4186 選択 Ａｋｉ 2010-08-20 12:50:31 返信 報告

> ① 後から戒名を変えた 
 > ② B社がメディアに流す際に改ざんした 

 > ②は、B社ならあり得るかなぁと（笑）。 
  私も②のほうかな︖って思います。週刊誌に流した時点で⼀応Ｂ社を通してあると思います。(当時はＢ社からの写真や

Ｂ社関連の⽅のインタビューなどもありましたし）
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 勿論、流せる情報は流さざるを得なかったと思います。それこそストーカーされて墓地の場所とか暴露されたらたまっ
たものではないですから、友好関係は結ばざるを得なかったのかもしれません。

 戒名も私には解かりませんが、⾒る⼈が⾒れば即解かってしまいますね。⽣前はそんなに宗教活動に熱⼼というイメー
ジもありませんし…亡くなり⽅も謎が多かったですから…

 本当の戒名を掲載しなければ⾒つかりにくいというのもあったのかも︖
  戒名が違えばどこか別の場所に「公式にお参りできる場所」をもし作ったとしても「アレ︖」って思いますよね(苦

笑）。（「公式にお参りできる場所」の時には「雑誌どおりの戒名」だったら、かなり罰当たりですし…）

Re:あえて無題
4198 選択 MOR 2010-08-24 01:44:34 返信 報告

こんばんは。

Akiさん
 >お⼤事になさってください… 

 有り難うございます。（笑）

Akiさん、皆さん、続く猛暑で体調を壊されませんように。

 
 strayさん

 >MORさんのデススクトップは常時ぼやけているのですか︖（笑） 
 私にだけはクリアに⾒える、特殊なパソコンです。ハハハッ

 
 しかし、戒名にに関しても⾊々と想像が膨らみますね。

 まだまだ⽬の前にありながら気づいていない謎が多くありそう。

お知らせ
12527 選択 stray 2012-11-23 17:21:47 返信 報告

お墓の所在に関する書き込みはご遠慮ください。
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投稿されても、即時削除しますので。

Re:あえて無題
16350 選択 Asa 2015-03-05 19:06:00 返信 報告

はじめまして。
 泉⽔さんを⼼から愛するファンのひとりです。

⾝体に重い障がいをもつ者として、
 泉⽔さんのお墓の写真が拝⾒できただけで、

 本当に嬉しさで号泣しました。

泉⽔さんの歌に幾度となく励まされ、
 勇気づけてくださいました。

 ⽇々感謝の思いを込めて合掌しております。

もうすぐ春のお彼岸です。
 九州の地より、祈ります。

Re:あえて無題
16368 選択 あいかわらずやってますねｗ 2015-03-12 00:06:43 返信 報告

ご遺族の意思を尊重して・・・って

ご遺族がお墓の場所を⼀般に知られたくないっていうのは、どこで発信してましたか︖

私は⼀度も⽬にしたことがないんですが

Re:あえて無題
16369 選択 stray 2015-03-12 12:49:28 返信 報告

> ご遺族がお墓の場所を⼀般に知られたくないっていうのは、どこで発信してましたか︖
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ご遺族は何も発信していませんが、⾮公開＝知られたくない
と理解してよいかと思います。

Re:あえて無題
16372 選択 あいかわらずやってますねｗ 2015-03-12 23:38:06 返信 報告

> ご遺族は何も発信していませんが、⾮公開＝知られたくない 
 > と理解してよいかと思います。

通常、ご遺族が墓所を公表したりはしないと思いますが。墓参を乞うようで変だと思います。

泉⽔さんのお墓は淡い桃⾊で、永遠の刻印がされてます。ご遺族はファンの墓参を想定して建⽴されているようにも思い
ます。

Re:あえて無題
16373 選択 noritama 2015-03-13 05:46:17 返信 報告

>ご遺族は何も発信していませんが、⾮公開＝知られたくない 
 >と理解してよいかと思います。 

 >通常、ご遺族が墓所を公表したりはしないと思いますが。墓参を乞うようで変だと思います。 
 それらをご理解くださいということなのかもしれませんね｡

>泉⽔さんのお墓は淡い桃⾊で、永遠の刻印がされてます。ご遺族はファンの墓参を想定して建⽴されているようにも思い
ます。 

 たぶんここに投げかけられても､あいかわらずやってますねｗさんの求められている回答は何か判りませんが､得られない
かもしれませんね｡

 お墓･墓⽯にはご遺族の⽅の意向･想いが込められて形になっているかと思いますし､
 有名⼈としてそれなりにとの意向はあるかもしれませんが､

 "ファンの墓参を想定して"のように都合よくとらえるのはどうかと思います｡

お墓の様式についてもファンの間でどうこう議論しても答えがあるわけではないかと思いますので､この辺でお終いでよい
のでは? と思います｡
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Re:あえて無題
16375 選択 stray 2015-03-13 18:36:12 返信 報告

> 通常、ご遺族が墓所を公表したりはしないと思いますが。墓参を乞うようで変だと思います。

いえ、有名⼈の場合、お墓を公開しないほうが稀です。

> 泉⽔さんのお墓は淡い桃⾊で、永遠の刻印がされてます。ご遺族はファンの墓参を想定して建⽴されているようにも思
います。

私もそう思います。
 ⾊とか刻印とかじゃなくて、お墓の作りからですが・・・

詳しくは別館ブログを覗いて下さい。

※このスレはこれにてお終いとさせていただきます。
  書き込みがあった時点でスレごと削除しますので。
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