
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

Saki Gallery オープン︕︕︕

10565 選択 stray 2008-11-14 22:02:23 返信 報告

皆さんこんばんは。

予定どおり、Saki Gallery オープン︕しました
 美術館Topよりお⼊り下さい。

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10566 選択 Ｔ２８ 2008-11-14 22:08:44 返信 報告

みなさん、こんばんは︕
 祝︕ Z研HP⼀周ね〜ん︕ ( ^ _ ^)∠☆PAN︕
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明⽇11/15は、いろんな意味で記念⽇ですね・・・。
Z研のテーマ曲とも⾔える、「promised you」の発売⽇であり、

 そしてまた、xxxさんの⼀周忌でもあります。

先程、過去スレを読んでいて、xxxさんの事を思い出していました。
 xxxさ〜ん、なんとsakiさんのギャラリーが出来てしまいましたよ︕
 驚いちゃうよね︕︖ xxxさん、ちゃんと⼀番に並んでる︕︖

それでは、「Saki Gallery」オープンしま〜す︕
 上部メニューの美術館から、「Saki Gallery」へとお進み下さい。

今回の⽬⽟、「Saki Gallery」は、所⻑の⼒作です︕
 作品数も多いので、⾒応えがありますよ︕

 是⾮、みなさんお誘いの上、じっくりとご覧下さいね︕

sakiさ〜ん、初めて⾃分のギャラリー⾒た時、グッと来ませんでした︖
 私は所⻑に、sakiさん感動して泣くかもよ︖ って⾔いました。

 どうだったかな︖

私︖ 今回”も”（笑）、「な〜んもしてねっ︕」（北島康介⾵（笑））
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10567 選択 xs4ped 2008-11-14 22:50:01 返信 報告

strayさん、Ｔ２８さん、Sakiさん、皆さん、こんばんは。

> 予定どおり、Saki Gallery オープン︕しました 
 > 美術館Topよりお⼊り下さい。 

 とても素晴らしいGalleryになりましたね。＼(^o^)／
 感動、感動の連続でした︕

 xxxさんもきっと喜んでいる事でしょう︕
 strayさん、Ｔ２８さん、Sakiさん、お疲れ様でした。
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んっ︖部⻑は何もしてないの︖
じゃあ、明⽇は頑張らないとね︕(笑)

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10568 選択 stray 2008-11-14 23:13:11 返信 報告

部⻑、こんばんは︕

美術館トップの更新ありがとう。
 ZARD研究所って、こんな⽴派なビルの中に⼊ってたんだ、

 毎⽇出勤してるのに気づかなかった（笑）。

> 私︖ 今回”も”（笑）、「な〜んもしてねっ︕」（北島康介⾵（笑）） 
 うまい︕︕座布団3枚あげる︕︕（笑）

 明⽇よろぴくね〜︕

 
 xs4pedさん、こんばんは︕

お祝いどうもありがとうございます。
 素晴らしい加⼯画ですね︕ 0時アップの動画も期待していますよ（笑）。

 

Saki Gallery オープンおめでとうございます︕

10569 選択 pine 2008-11-14 23:14:48 返信 報告

所⻑さん、部⻑さん、sakiさん、皆さん こんばんは

「Saki Gallery」オープンおめでとうございます︕
 とても素敵な、ギャラリーに感動しました。

 ⾒応えたっぷり、かわいいスライドショーを⾒ながら、この作品の時はこんなだったなぁと
思い出しながら拝⾒しました。

https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10568
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10568
https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10569
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10569
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/e8c6ba1577afdf09f6ca0ea7fb987590.jpg


xxxさんもきっとびっくりしながら、空の上からご覧になって、喜んでおられることでしょう。

完成おめでとうございます

10570 選択 シヴァ 2008-11-14 23:22:20 返信 報告

ｓａｋｉさん、「ｓａｋｉ Ｇａｌｌｅｒｙ」の完成、
 おめでとうございます。

 ⼼よりお祝い申し上げます。

私は常々感服しておりました。
 それはあなたが頻繁（はんざつ）に作品を発表しているにもかかわらず、

 ⾼い作品の質を維持していらっしゃることにです。

少し⼤げさな⾔い⽅をすれば古今未曾有（みぞうゆう）な⽅ではないかとさえ感じることもあり
ました。

 これからもご⾃分の得意とされる技法については踏襲（ふしゅう）されつつ、
 さらなる技法を開発されることを期待しております。

最後になりますが、以下の⾔葉をお祝いに贈りたいと思います。

まずは、漢字だ。
 

「xxx featuring SATSUKI」 「xxx featuring saki 」

10571 選択 stray 2008-11-14 23:25:37 返信 報告

もう⼀つの⽬⽟、
 xxxさん＆皐ちゃんの合作「xxx featuring SATSUKI」と

 xxxさん＆sakiさんの合作「xxx featuring saki 」を、
 xxx妖精ギャラリーにアップしました︕

xxxさんが未完成に終わった「fairy of blue」を、
 皐ちゃん、sakiさんが、それぞれ⼿直しして完成させてくれました。
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前に私が、”ガチンコ勝負”と煽っていたのはこのことですが（笑）、
どっちが上⼿かではなく、２⼈の感性（シャレじゃなくて）の違いをお楽しみ下さい。

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10573 選択 xxx (fake) 2008-11-15 00:58:24 返信 報告

sakiさん、Gallery オープンおめでとう︕

 stray所⻑さんや、寺尾さんのダメだしにもめげず、（笑）

  よく頑張りましたね︕   
                by xxx

 と、xxxさんもきっと喜んでいますよ・・・

    お騒がせ娘sakiさんのファンより・・・     
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10574 選択 チョコレート 2008-11-15 01:04:31 返信 報告

待ってました︕sakiギャラリー、ついに完成ですね︕おめでとうございます。
 ずいぶんたくさんの素敵な作品を･･･sakiさん、ありがとうね︕本当に素晴らしい︕

 ギャラリーができてうれしいです。所⻑さん、ありがとうございました︕
 こうやって今までの作品を並べると、迫⼒満点なギャラリーですよねぇ。

私はsaki画伯の⼤ファンですよ。これからも応援団しちゃいますから、時間のあるときにまたチョチョッと作ってく
ださいね。楽しみに待ってます。

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10578 選択 澄 2008-11-15 02:07:00 返信 報告

皆様、こんばんは。

https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10573
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10573
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/17446a8ae7dbf7e2c2535ba49340b4b9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10574
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10574
https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10578
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10578


Ｚ研ＨＰ⼀周年おめでとうございます。
そして、Sakiさん、Galleryオープンおめでとうございます。

 私は加⼯画はあまり分からないのですが、いつも”これ、いいかも︕”とか
 ”ん〜”とか、独り⾔を⾔いながら拝⾒させてもらってます。

 ダメだしをされている時も”なるほど〜、そういう⾒⽅をするのか〜”な〜んて（笑）
 沢⼭の加⼯画、ありがとうございます。

 既に皆さんから応援され、期待されていますが、プレッシャーを感じないで、マイペースで楽しんで作品を作ってく
ださいね。

 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10579 選択 M.Dark 2008-11-15 03:25:06 返信 報告

stray所⻑、皆さん、こんばんは。
  

Ｚ研ＨＰ、⼀周年おめでとうございます。
 Sakiさん、Galleryオープン おめでと〜。
 迫⼒あるね〜。

＞sakiさんは、気分が向くまま⼿当たり次第作品を作ってしまうので、
 ＞ギャラリー建設に当たって何が困ったって、

 ＞作品の「分類」が最もたいへんだった（笑）。

なにせ、sakiさんは嗅覚/⾊彩感溢れる"お騒がせ娘さん"ですから。（笑）
 だけど、所⻑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ⼒あればこその "Ｚ研"、

 皆 安⼼して活躍できるのでは とおもいますよ。
 ほんと 加⼯画はネット上での⽂化ですネ︕︕。

そう⾔う私は出来ないのでヘタな写真でもとってきます。
               夜路詩駆〜。

お礼①
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10581 選択 saki 2008-11-15 09:03:21 返信 報告

 
みなさん、おはようございます(^^)/

所⻑さんのお陰で、素敵なギャラリーにして下さいました、改めて、ありがとうございました。
 xxxさんや皐さんと並べて下さるなんて、加⼯画を始めた頃は想像もしませんでした。

 ⼀番驚いているのは…  アタシだよぉ〜︕︕（笑）

strayさん、ホントに御世話になりました。感謝︕感謝︕感謝︕ です。
 ⼝のききかたも知らない⽣意気な奴だと思った♪ でしょうに(^^;) 

 いつも優しくして頂いて感謝の⾔葉もありませ〜ん。。。
 此からも、夜・露・詩・句 ｺﾞﾛﾆｬﾝ♡

T28部⻑さん、
 私がこれまでZ研に居られるのも、優しい部⻑さんのお⼼遣いがあればこそです

 ☆帰り道☆は部⻑さんのお陰で出来た作品です
 この作品を⾒ると、部⻑さんの優しさが思い出されます。

xs4pedさん、
 動画拝⾒しました。私の為にスペシャルを作って頂いて、ありがとうございます。

 「マイフレンド」の画像に素敵な泉⽔さんの⾔葉が書かれてあって嬉しかったですよ〜
 ホームページの、パンダさんと仲良く座ってる泉⽔さんは、微笑ましくて思わず笑っちゃいました…

 厳しい寺尾さんと、お茶⽬なxs4pedさん、此からも御指導お願いしますねッ︕

pine先輩、チョコ先輩、
 いつも、先輩⽅に頼っていました、おかし〜コメントと画像を褒めて下さるので

 加⼯画をUPするのが楽しみでした。
 でも、先輩⽅を⾒習ったお陰で、すっかりギャグ路線を突っ⾛っているような…(^^;)

 まッ︕ Z研はおちゃらけママ軍団がうり、と⾔うことで… 頑張りましょう（笑）

Re:お礼②

10582 選択 saki 2008-11-15 09:04:10 返信 報告
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シヴァさん、
難しい漢字に読み仮名まで付けて頂いて、ありがとうございますね〜

 （はんざつ）︖（みぞうゆう）︖︖（ふしゅう）︖︖︖
 シヴァさんも⼀緒に勉強しょう〜ねっ︕ （踏襲の読みはマジでわからない(^^;)）

 でも、読み⽅は解っても、意味がわかりませ〜ん(^^;)
 シヴァさんの背景写真で作った作品もこうして⾒ていくと、沢⼭ありますね

 此からも、写真家シヴァさんの背景写真を使わせて下さいね

xxx(fake)さん、
 (fake)ってなんだろ︖︖ って意味が解らず調べてみましたよ〜(^^;)

 本当にxxxさんからお祝いをして貰ったようで… ホロッってしちゃいました。
 ファンって⾔って下さって恐縮してます。

 そして、素敵な加⼯画ありがとうございます。 私なんかよりず〜と上⼿いですね（驚︕）
 もしかして…  ︖︖︖

澄さん、
 お祝いのコメントありがとうございます。

 澄さん達のZARD研究のスレッドはいつも興味深く拝⾒しています。
 中々私が書き込めるような話題ではないので、尻込みしてます（私は雑談係なので…）

 いろんな得意分野の⼈が集まるから、Z研は楽しいんだと思っています。
 私もZARDの事この⼀年で、⼤分勉強させて頂きました、此からも教えて下さい。

M.Darkさん
 今⽇の⽂字キャラはいかがでしょう︖︖（笑）

 少しは、改まって書いたつもりですけど…
 でも、”お騒がせ娘”って看板しょっているんで、（笑）此からも、楽しく頑張りま〜す(^^)/夜・露・詩・句〜︕︕

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10583 選択 匿名 2008-11-15 11:47:45 返信 報告

strayさん、Ｔ２８さん、Sakiさん、また研究所の皆様こんにちは。
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Saki Galleryオープンおめでとうございます。
XXXさんの⼀周忌に 「promised you」の発売⽇と

 ZARD研究所の1周年でも有りますね。
 もうあれから⼀年が経つのですね。

 時の経つのは早いですね、こちらにはたまにしか
 来てませんでしたがお祝いです。

ゆっくり、美術館⾒させて頂きます。
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10584 選択 suu(スー) 2008-11-15 11:52:00 返信 報告

strayさん、Ｔ２８さん、Sakiさん、また研究所の皆様こんにちは。

Saki Galleryオープンおめでとうございます。
 XXXさんの⼀周忌に 「promised you」の発売⽇と

 ZARD研究所の1周年でも有りますね。
 もうあれから⼀年が経つのですね。

 時の経つのは早いですね、こちらにはたまにしか
 来てませんでしたがお祝いです。

ゆっくり、美術館⾒させて頂きます。

名前を⼊れるの忘れました。スイマセン^^
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10585 選択 皐 2008-11-15 12:06:45 返信 報告

sakiさん、みなさん こんにちは︕

saki Gallery オープン、おめでとうございます︕(o≧∀≦o)
 昨夜に公開されたようですが、今改めて拝⾒したので⾊々な想いが交差しています☆ﾐ

 xxxさん、喜んでるだろうなぁ☆ﾐ今⽇は素敵な１⽇ですね︕
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さて︕saki Galleryですが、⾳楽も加わって素敵な仕上がりになっていますね︕
明るいsakiさんにピッタリの空間だなぁと感じました☆ﾐ

 こうして過去の作品も⼀挙に⾒られると、迫⼒も増しますね︕︕
 今後も素敵な作品の数々を制作してください♪♪

P.S.
 所⻑の仰ってた”ガチンコ勝負”(笑)は、“誰にも触れて欲しくない〜︕”という感じ(笑)です

が、
 これからも負けず嫌い対決(︖)の⽅は よろしくお願いします♪(笑)

祝・Z研HP⼀周年︕

10586 選択 皐 2008-11-15 12:18:52 返信 報告

改めまして︕所⻑に部⻑、こんにちは☆ﾐ
 Z研HP⼀周年おめでとうございます︕あれから⼀年も経つんですね。

 早いなぁ｡｡｡☆ﾐ

記念⽇の今⽇という⽇に、私からちょっとしたプレゼントです(*^_^*)
 私の⼤切な友達の得意としていたことを、初めて挑戦しました︕

 え︖“プレゼントでもなんでもない”って誰か⾔った︖(笑)
 私なりに気持ちを込めて作ったので、⼤⽬に⾒てくださいね(笑)

あ〜、でもパパから⾟⼝コメントが届きそうだなぁ(笑)

xxx (fake)さんへ

10589 選択 xs4ped 2008-11-15 12:43:23 返信 報告

xxx(fake)さん、はじめまして。
 若しかしてxxxさんの使者さんでしょうか︖

> stray所⻑さんや、寺尾さんのダメだしにもめげず、（笑） 
 > よく頑張りましたね︕  

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a576eafbce762079f7d1f77fca1c5cc2.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10586
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10586
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/8b77b4b5156dc11dec152c6c71481565.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10589
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10589


 
全くその通りです︕(笑)
と⾔うのは冗談です。(笑)

 sakiさんのセンスと才能の賜物ですね。(^.^)
 まぁ、時々「しっぱ〜い」をしてダメ出しはしてましたが、strayさんも私も⼝だけですから・・・(笑)

しかしxxx(fake)さんの加⼯画の腕前も凄いですね。
 最初⾒た時はsakiさんが半分、冗談で投稿(レス&Up)したのかなと思いましたが、どうやら違ったようですね。

 xxxさんの弟⼦2号(笑)になれそうな、素晴らしい加⼯画を有り難う御座います︕
 此れからも宜しくお願いします︕

PS.
 次回作(動画)に使⽤させて頂きますので、宜しくお願いします。

  
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10590 選択 カーディガン 2008-11-15 12:47:41 返信 報告

みなさん、こんばんは。

Saki Gallery オープンおめでとうございます︕︕

ずいぶんと凝ったつくりのようで、sakiさん、⼤喜びと⼤感激でしょうか。
 with you♡記念⽇に合わせて、オープンできました。また、xxxさんの⼀周忌とも重なりましたね。

 とても⾒ごたえがあり、sakiさんの作品の歴史を振り返ることができてとてもいいですね。
 泉⽔さん似とは、⾃称ではなく、他薦でのことですので、こーんなお顔の⽅がZ研でご活躍されていてとても素晴らし

いことですね。
 今後もsakiさんのご活躍に期待していいでしょうか︖今後もよろしくお願いしますね(^^♪

 xxxさん、お弟⼦さんもこちらでご活躍しておりますね。今後もお弟⼦さんとZ研をお⾒守りくださいね。⼀周忌をお
迎えし、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

Re:お礼③

https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10590
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10591 選択 saki 2008-11-15 14:50:33 返信 報告

スーさん、
 お久しぶりです、

 わざわざ、お祝いを下さいまして、ありがとうございます。
 Z.pさんの⽅には最近お邪魔してなくて…

 でも、いつもみなさんのご活躍を拝⾒させて頂いています。
 また、機会がありましたら寄らせて下さいね

                             
皐さん、ありがとうございます。

 皐さんと、xxxさんのとなりに並ぶのは、畏れ多いと⾔ったのですけど…  所⻑が…(-_-)
 私が加⼯画を始めようと思ったのは、xxxさんへの憧れもありましたけど、

 皐さんにZ研を⾒て欲しくって頑張って作ったんです。
 詩もそうです、akiさんや、Hiroさん、mihoちゃんに⾒て欲しくて…

 ⼤好きな⼈と同じ事をして、私も仲間に⼊って繋がっていたかったんです。
 「なにくそ︕」って負けず嫌いの気持ちを持ったのは、strayさんと、寺尾さんに対してだけです（笑）

おや〜︖ おや︕おやぁ〜︕
 此処にホントの負けず嫌いな⼈、発⾒〜︕（笑）   

 #10586と、#10587は、⾃作の詩ですか︖ 
 センスの良い⼈は何をやっても旨いんですね〜 私も負けてなんかいられない︕︕

カーディガンさん、
 ありがとうございます。Gallery オープン⼤感激してます。

 ⼼のひろ〜いZ研のみなさんの中で、いつも”お騒がせ”＆ ”無駄話”ばかりやってます(>_<)
 でも、カーディガンさんや他のみなさんのZARD研究の事もしっかり勉強させて頂いています。

 深夜組のカーディガンさんとお話する事は少ないのですけど、
 此からも、ZARD研究にご迷惑にならない程度に頑張ります。
 宜しく、御願いしますね(^_-)-☆

Saki Gallery オープンおめでとうございます(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10591
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10596 選択 ミキティ 2008-11-15 17:46:38 返信 報告

所⻑さん♪ 部⻑さん♪ 所員さん♪ sakiさん♪ みなさん♪
                こんばんは（＾－＾）

今⽇は with you ♡ 記念⽇ 
  Z研HP⼀周年記念⽇☆

   Saki Gallery OPEN おめでとうございます（＾－＾）

 8(^-^8")(☆.｡.:*･ﾟ☆Congratulations☆ﾟ･*:.｡.☆"(8^-^)8

これからも素敵な魅⼒満載なZ研を 応援しています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
 これからも 宜しくお願いしまーす（＾－＾）

 ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★

sakiさん（＾－＾） GalleryOPENおめでとうございます☆:*:
  たくさんの素敵な作品に ずっと⾒⼊ってしまいました。

sakiさんの元気パワー 溢れる想い 強い想い ⼤切な想い 切なさ・・・
 ⼀つ⼀つの作品から伝わって来ます。

 曲の作品から 歌詞の ｓａｋｉさんが選ぶフレーズの想いにふれて
 涙が溢れる想いです☆:*:

 これからも素敵な作品を作り続けてくださいね。
  いつも楽しみに☆ これからも応援しています（＾－＾）

xxxさんは いつもsakiさんを⾒守っていらっしゃいます。いつも傍に☆’.･*.･

Saki Gallery オープン お洒落に☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★

10597 選択 ミキティ 2008-11-15 18:17:09 返信 報告

そろそろ 夜の部ですね（＾－＾）

カフェからです(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
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 今⽇はあじわい深い⼀⽇をお過ごしくださいね☆’.･*.･:

Saki Gallery ノンアルコールもあるよ〜(*^ｰ^*)

10598 選択 ミキティ 2008-11-15 18:18:48 返信 報告

ノンアルコールでーす（＾－＾）

Re:Saki Gallery  デザート デザート♪

10599 選択 ミキティ 2008-11-15 18:21:04 返信 報告

デザートも（＾－＾）
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Re:Saki Gallery  さあいっぱい召し上がってくださいね♪

10600 選択 ミキティ 2008-11-15 18:28:34 返信 報告

おなかいっぱい（＾－＾）

Re:Saki Gallery  美味しそうなオードブル♪

10601 選択 ミキティ 2008-11-15 18:29:44 返信 報告

みなさん どうぞ︕（＾－＾）

Saki Gallery  可愛らしいオードブル(*^ｰ^*)

10602 選択 ミキティ 2008-11-15 18:31:01 返信 報告

可愛らしくも(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

Saki Gallery  美術館の外は。。。♪
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10603 選択 ミキティ 2008-11-15 18:36:10 返信 報告

美術館の外は イルミネーションが綺麗ですよ（＾－＾）

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10604 選択 ⿊杉 2008-11-15 19:50:34 返信 報告

sakiさん、皆さん、今晩は。

sakiさん、Galleryオープンおめでとうございます。
 とうとうこの⽇が来ましたね!! 早速、拝⾒してきましたよ〜。

 皆さんが仰る通り、凄い凝った作りでstray所⻑さん、T28部⻑さんの愛情が、たぁ〜っぷり!! て感じですね。（＾◇
＾）

あ、T28部⻑さんは、「な〜んもしてねっ︕」でしたっけ?(笑)

sakiさん、御師匠であるxxxさんは、驚きと共に、愛弟⼦の急成⻑に誇らしく胸を張って居られるのではないでしょう
か。

 そして今頃、瞳に笑みを湛えながら、Gallery内を何往復もなさっていることでしょうね。
 これからどれだけ作品が増えるのかな〜、何て、期待に胸を膨らませたりしながら、ね。（＾－＾）

知らなかったの︖

10605 選択 シヴァ 2008-11-15 20:40:36 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕
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> （はんざつ）︖（みぞうゆう）︖︖（ふしゅう）︖︖︖ 
> シヴァさんも⼀緒に勉強しょう〜ねっ︕ （踏襲の読みはマジでわからない(^^;)）

このニュースって知らなかったの︖

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081113-00000010-yom-pol

これを知らなかったら、ワケがわからないでしょうね・・。
 ⿇⽣さんが新ギャグを披露したから引⽤してみたのに〜︕

 

「な〜んもしてねっ︕」けど、お礼︕（笑）

10606 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 21:13:12 返信 報告

みなさん、こんばんは︕
 所⻑は留守なので、「な〜んもしてねっ︕」私ですが、ちょっとレスを︕（笑）

xs4pedさん、ご無沙汰しております。
 素敵な加⼯画と、別スレでの追悼動画もありがとうございます。

 >んっ︖部⻑は何もしてないの︖ 
 >じゃあ、明⽇は頑張らないとね︕(笑) 

 私、何頑張りましょうか︖（笑）

pineさん、こんばんは。
 綺麗な花束をありがとうございます。

 >xxxさんもきっとびっくりしながら、空の上からご覧になって、喜んでおられることでしょう。 
 並んだ甲斐があったでしょ︖（笑）

 xxxさん、喜んでくれるといいですね︕
 でも、泉⽔さんを独り占めで、それどころじゃないかもね（笑）。

シヴァさん、こんばんは。
 お祝い、どうもありがとうございます。

 >まずは、漢字だ。 
 原稿を得意の漫画（ふりがな付き（笑））で⽤意して貰った⽅がいいね︕（笑）
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xxx (fake)さん、初めまして︖
素晴らしい加⼯画をありがとうございます。

 >と、xxxさんもきっと喜んでいますよ・・・ 
 きっと驚いたような笑顔を浮かべていらっしゃるでしょうね。

 う〜ん・・・、xxx (fake)さんて、誰だろ︖（笑）

チョコレートさん、こんばんは。
 お祝い、ありがとうございますね。

 >こうやって今までの作品を並べると、迫⼒満点なギャラリーですよねぇ。 
ボリュームあるから、⾒応え⼗分ですよね︕ ⾒せ⽅は、偏に所⻑のセンスです︕（スリスリ）

 

「な〜んもしてねっ︕」けど、お礼︕（笑）

10607 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 21:14:26 返信 報告

澄さん、こんばんは。
 ご祝辞、ありがとうございます。

 >既に皆さんから応援され、期待されていますが、プレッシャーを感じないで、マイペースで楽しんで作品を作って
くださいね。 

 そうですね。 私も、楽しみながら続けてくれればいいと思います。

M.Darkさん、こんばんは。
 ご祝辞、ありがとうございます。

 >だけど、所⻑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ⼒あればこその "Ｚ研"、皆 安⼼して活躍できるのでは とおもいますよ。 
 ですよね︕（スリスリ（笑））

 >ほんと 加⼯画はネット上での⽂化ですネ︕︕。 
 同感です︕

sakiさん、こんばんは。
 遅くなりましたが、ギャラリーオープンおめでとう︕

 また、御丁寧なレス恐れ⼊ります。
 所⻑の作品解説読んで思いましたが、素敵な旦那様ですね︕

https://bbsee.info/straylove/id/10565.html?edt=on&rid=10607
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suu(スー)さん、ご無沙汰しております。
お祝いメッセージと素敵なお写真をありがとうございます。

 >もうあれから⼀年が経つのですね。 
 早い気もしますが、随分⻑くも感じます。

 >ゆっくり、美術館⾒させて頂きます。 
 じっくりお楽しみ頂けたら幸いです。

皐ちゃん、こんばんは。
 新たなアーティストのギャラリーに刺激を受けているのでは︖

 負けず嫌いの⾎が騒ぐでしょ︖（笑）
 >xxxさん、喜んでるだろうなぁ☆ﾐ今⽇は素敵な１⽇ですね︕ 

 だねっ︕（笑）
 >記念⽇の今⽇という⽇に、私からちょっとしたプレゼントです(*^_^*) 

 >私の⼤切な友達の得意としていたことを、初めて挑戦しました︕ 
 やっぱり、⾎が騒いでる︕（笑）

 

「な〜んもしてねっ︕」けど、お礼︕（笑）

10608 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 21:20:54 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 所⻑はご謙遜なさっていますが、このギャラリー凝ってますよね︖

 >とても⾒ごたえがあり、sakiさんの作品の歴史を振り返ることができてとてもいいですね。 
 こんなにたくさん作っていたんですね。 確かに加⼯画⾒ると歴史を感じますね。

ミキティさん、こんばんは。
 お祝いの花とメッセージ、ありがとうございます。

 >xxxさんは いつもsakiさんを⾒守っていらっしゃいます。いつも傍に☆’.･*.･ 
 ですね︕ 遠くで⾒守っているでしょうね。

 >これからも素敵な魅⼒満載なZ研を 応援しています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ 
 どうぞ、末永くよろしくね︕
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⿊杉さん、こんばんは。
お祝い、どうもありがとうございます。

 >これからどれだけ作品が増えるのかな〜、何て、期待に胸を膨らませたりしながら、ね。（＾－＾） 
 そうだといいですね。 しかし、美術館が狭くて⼤丈夫かと⼼配してるかも（笑）。

 >あ、T28部⻑さんは、「な〜んもしてねっ︕」でしたっけ?(笑) 
 うんっ︕（笑）

最後に所⻑へ
 ギャラリー建設、御苦労様でした。

 ホントに何もしてなくて申し訳ないです。
 男として、⼈として、御尊敬申し上げます。

 ほとんどお役に⽴てませんが、今後とも、どうぞよろしく︕
 

ミキティさんへ

10609 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 21:59:46 返信 報告

ミキティさん、カフェの残業ご苦労様です（笑）。

たくさんのメニューのケータリングありがとう︕
 こんなに素敵なメニューありましたっけ︖（笑）
 美術館の外も、スゴク綺麗なイルミネーションですね。

 所⻑じゃないけど、毎⽇通ってるのに気が付かなかった︕（笑）

えぇ〜、ケータリングやイルミネーション代の領収書は私に・・・。
 でっ、残業代を含む代⾦請求は、所⻑にお願いしますね（笑）。

差し⼊れは、ミキティさんらしくてお洒落で可愛いけど・・・。
 どうせ寒くなってきたんだし、ほらっ︕ コタツだってあるし（笑）。

 お鍋にしませんか︖ まずは、おでんねっ︕︕
 

コタツでお鍋

10610 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 22:09:43 返信 報告
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もう⼀つは、きりたんぽです。

美味いよねぇ、この鍋は︕
 私、⼤好きなんですよ︕

どうも、⼤酒飲み︖の⼥性陣が居ないと盛り上がらないなぁ〜（笑）。
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10611 選択 天使 2008-11-15 22:31:07 返信 報告

strayさん、Sakiさん、皆さん、こんばんは。

相変わらず、出遅れておりますが…

Ｚ研ＨＰ⼀周年おめでとうございます。
 あまり、寄せていただけなくてすみません。

それから、Sakiさん、Galleryオープンおめでとうございます。
 先ほど、⾒せていただきましたが、素敵ですね〜

 うらやましいです。

これからも、ジャンジャン製作していただいて、Galleryを画像で⼀杯にしてくださいね。

Re:お礼③

10612 選択 saki 2008-11-15 23:11:30 返信 報告

ミキティさんへ、
 カフェからの差し⼊れ、ありがとうございますo(^-^)o

 ミキティさんからのレスは、とても暖かくてコタツに⼊ってるように、ポカポカになりま〜す♪
 そんなミキティさんが、私の憧れで〜す。

 此からも、仲良くして下さいね〜(^_-)-☆
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⿊ちゃんへ
⿊ちゃん達と楽しくやってる内に、こんなに沢⼭の作品が出来ちゃいました(^_^)v

 裏カフェが少し寂しいので、⿊ちゃんの妄想劇場でまた思い切り騒ごうね〜♪

シヴァさんへ、
 ごめんなさい、⼀国の総理が…  知らなかった… (-.-;)

 何かあるかなぁ〜 って、考えてみたけど… 
 シヴァさんの知性と教養に付いていけなかった…

 まだまだ、修⾏が⾜りませんねぇ〜 (>_<)

天使さんへ、
 お祝い、ありがとうございます。

 夢中で作っていたら、こんな素敵な事になってしまいました。
 本当に、みなさんのお陰だと感謝してます。

 発売⽇企画は、天使さんって、定着して来てますね、
 此からも、お互い頑張りましょうね(^^)/

部⻑〜︕ 今⽇の我が家の⼣⾷、みたなぁ〜
 って、コンビニのおでんだったけど…(-.-;)
 ⼆⼈半だから、鍋物はもったいなくて、あまりしませんね〜

 きりたんぽ鍋、⾷べた〜〜い︕︕

Saki Gallery （＾－＾）

10613 選択 ミキティ 2008-11-15 23:26:15 返信 報告

こんばんは（＾－＾）

 これから深夜の部でしょうか(*^ｰ^*)

 
 部⻑さん(0＾ー＾0）
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 今⽇は 特別な⽇ですから カフェメニューも特別版です(*＾ー＾)／
あっ お伺い忘れてた〜(ｐ＿・ｑ) チラッ ← 今⽇は許してね〜♪

  イルミネーションも綺麗でしょ〜(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

  え〜と領収書 領収書・・・っと（笑）

寒い季節はお鍋 いいですよね(0＾ー＾0）

 今⽇は 美術館の⼀⾓に コタツを⽤意していただいて
  お鍋まで（＾－＾） 嬉しいです(*^ｰ^*)

  おでん 美味しそう〜♡
  何から⾷べようかな〜.｡o○

きりたんぽ鍋 美味しいですよねぇ（＾－＾）
  今⽇はたくさん⾷べましょ〜(0＾ー＾0）

Saki Gallery Open&Z研1周年︕︕

10614 選択 KOH 2008-11-15 23:31:58 返信 報告

おめでとうございます︕︕
 Sakiさんの活躍を嬉しく思いつついつも⾒てます︕

 皐ちゃんも帰ってきたし楽しみが⼆倍です︕
 これからも頑張って下さいね〜︕

 しかしもう⼀年なんですね︕
 これからもZ研所員の皆さん、そして研究所に来られる⽅

 、あまりカキコはしませんがよろしくお願いします︕

sakiちゃん、おめでとう︕︕

10615 選択 ドルチェ 2008-11-15 23:38:48 返信 報告

sakiちゃん、みなさん こんばんは＾＾ 
 最近、ずっとバタバタしてて ご無沙汰しちゃってたけど、今⽇は間に合って良かった〜
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ギャラリーは、圧巻ですネ︕︕xxxさんもきっと⼤喜びでしょうね︕
ストちゃん、な〜んもしてねっ︕部⻑、皐チャンも お疲れさまでした︕

 sakiちゃん、これからもZ研をジャンジャン盛り上げてくださいね。お騒がせも⼤歓迎だよ
〜

 落ち着いたらまたゆっくり来ますね。 とにかく、おめでとー︕
 with you…♡

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10616 選択 goro 2008-11-15 23:38:50 返信 報告

sakiさん はじめまして みなさん こんばんわ

「Saki Gallery」オープンおめでとうございます。

先ほど拝⾒させて頂きました。素敵ですね〜。
 加⼯画作りは私にとって未知の世界ですが、

 どの作品も新鮮に感じ取れますし、苦労とかも伝わってきます。
 これからも、ゆっくりでもかまいませんので素敵な作品を作って下さいネ︕。

最後に 夜⾷のラーメンどうぞ︕(笑)

イルミナティ（＾－＾） No1

10617 選択 M.Dark 2008-11-16 00:14:12 返信 報告

皆さん こんばんは︕
 NIGHT-WALKERのDarkです。 

> イルミネーションも綺麗でしょ〜(=^ｰ^)ﾉ⼺

ミキティさんにまけず（笑）UPです。

画像がぼけているのはﾃﾞｼﾞｶﾒ設定が悪いためです。
 （うでが悪いともいう）
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この様な⾊調を "DarkさんのBlue" つまり "ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ"
とけっしてカン違いせぬようお願いします。

きれーい（＾－＾）

10618 選択 ミキティ 2008-11-16 00:23:10 返信 報告

NIGHT-WALKERのDarkさん こんばんは（＾－＾）

 綺麗ななイルミネーションですね（＾－＾） 
 こんな素敵なスポットを歩いてみたいです♡

私 イルミネーション⼤好きなんです〜☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ 
  今 街は綺麗ですよね(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

>この様な⾊調を "DarkさんのBlue" つまり "ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ" 

 ヽ(^o^)⼃メモ メモ︕しておきます（笑）

また 綺麗なお写真を撮影されたら 是⾮ご紹介くださいね（＾－＾）
  楽しみにしています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10619 選択 マグマ⼤使 2008-11-16 00:30:58 返信 報告

strayさん、T28さん、皆さん、こんばんは。
 マグマ⼤使ことknyです。

11/15はxxxさんの命⽇でもあり、コメントさせてくだい。
 某別荘でのニックネーム”マグマ⼤使”を新HNにしましたが、ほとんどネット休⽌状態の私です。

 ほんの短い期間でしたが、Z板で、strayさん、xxxさん達と会話したのがつい昨⽇のことのようですね。
 sakiさん、Gallery オープンをココロからお喜び申し上げます。

 私は、xxxさんが旅⽴たれるにあたり私にも遺してくださった⾔葉を励みに武術を頑張っています。
 それぞれ⾏く道は違えども、坂井さん、xxxさんら先達のココロを礎にして歩んで⾏きましょう。

 では、また。
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Saki Galleryオープンおめでとうございます(^^)

10620 選択 居眠りネコ 2008-11-16 00:39:28 返信 報告

sakiさん、ご無沙汰しています(^^)/。
 Z研のみなさんもお久しぶりです。

何やらいい⾹りがしたので⽴ち寄ってみたら、凄いギャラリーが出来ているのでビックリしました。
 strayさん、さすがですね。sakiさんの素敵な作品を思う存分堪能しました。持って帰りたい位です(^o^)。

 加⼯画サボっているわけではないのですけど、ちょっと停滞気味です。sakiさんのようにテーマを決めてイメージし
ていくといいのでしょうけど、なかなか・・。

sakiさんの作品の中で、わたしにとって⼀番重要なのが「代々⽊公演に参加される皆さんへ」です。この画像を携帯
の待受けにしていたお陰で、代々⽊でparty-mateに出逢えたと信じています。本当にありがとうございました(^_
-)。

また、これからの活躍を期待しています。たまにはpartyにもいらしてくださいね。待っています♪

イルミナティ（＾－＾） No2

10621 選択 M.Dark 2008-11-16 01:15:31 返信 報告

第２弾
 少し設定を変えました。（笑）

  が ⼿前の枝がじゃましてる〜〜。

ミキティさん 
ZARDブルーの雰囲気は感じたでしょ。（笑）

 レス有難う。

sakiさん、皐さん
 ご⾃由に（切り刻もうが捨て去ろうが（笑））

 加⼯画の⾷材にしてね。
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ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞｰﾙﾄﾞﾙﾁｪさん
お久しぶりです。

 10615の画像はなんでしょうか。（笑）
 時折、不思議な画像をupされますよﾈ。

 頭の中が痒くなるんです。（楽しみです）

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10622 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-11-16 01:27:21 返信 報告

こんばんは、もう夜中の０時過ぎてしまいましたが〜

Ｚ研ＨＰ１周年おめでとうございます。
 最初はＢＢＳのみだったのがなんだか信じられない気持です。

 これから、どっちのほうにＺ研が伸びていくのか興味津々です。(⼈ごとみたいですが(笑)）

ｓａｋｉさん、Saki Gallery オープンおめでとうございます。
 スライドショーで曲と⼀緒に拝⾒するといちだんとすばらしい、加⼯画の数々ですね。

明るい花束にしたくて深夜の花屋を徘徊してました。(笑)

ＨＫ、話によると⼈のタイプには３種類あるらしく、
 ①考えてから⾏動する⼈

 ②⾏動しながら考える⼈
 ③⾏動してから考える⼈
 だそうです。

 だから、なんだというわけではありませんが、加⼯画が美術館に収まられても、今までと変わらぬフットワークの軽
さで楽しませてくださいね。(笑)

 改めて、おめでとうございます。

(^ｰ^)ﾉ~~

10623 選択 ミキティ 2008-11-16 01:39:23 返信 報告
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M.Darkさん みなさん またまた こんばんは♪

 今⽇はCD TVを観ながら深夜組みさんのお仲間⼊りです(*^O^*)

１９９３年 11⽉のカウントダウンで 泉⽔さんにお逢い出来ましたよぉ(^ｰ^)ﾉ~~

 M.Darkさ〜ん

 またまた素敵 ☆ きれーい（＾－＾）
  今度は 幻想的で綺麗ですね〜☆

 ZARDブルーのキラキラに 浸らせていただきましたヽ(^o^)⼃
  ありがとうございまーす（＾－＾）

 みなさん 暖かくしてゆっくりおやすみくださいね(*＾ー＾)／

また是⾮ お仲間に⼊れてくださーい(^ｰ^)ﾉ~~

ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…なさーい（＾－＾）
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10625 選択 メパ 2008-11-16 08:39:59 返信 報告

strayさん、sakiさん、皆さん、おはようございます。

出遅れましたが、
 Saki Galleryオープン、おめでとうございます。(^^)/

 Gallery内にsakiさんの作品がもっと、もっと増えますように頑張ってくださ〜い。
 ダメ出しされてもめげないでね︕(^_-)-☆

それでは。(^_^)/~

代理だけど、お礼︕

10626 選択 Ｔ２８ 2008-11-16 14:32:24 返信 報告
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みなさん、こんにちは︕
所⻑に代わり、お礼申し上げます。

天使さん、ご無沙汰しております。
 ご祝辞と加⼯画をありがとうございます。全然出遅れてなんてないですよ︕

 >先ほど、⾒せていただきましたが、素敵ですね〜 
 所⻑の⼒作ですが、褒められると⾃分の事のように嬉しいです︕

 また素敵な加⼯画出来ましたら、こちらでも披露して下さいね。

KOHさん、お久しぶり。
 >Sakiさんの活躍を嬉しく思いつついつも⾒てます︕ 

 >皐ちゃんも帰ってきたし楽しみが⼆倍です︕ 
 sakiさんの活躍は、皐ちゃんの”♪ハートに⽕をつけて”しまったかもね（笑）。

 益々楽しみが増えることを期待しましょう︕（笑）

ドルちゃん、こんにちは。お久〜︕（笑）
 >ストちゃん、な〜んもしてねっ︕部⻑、皐チャンも お疲れさまでした︕ 

 >sakiちゃん、これからもZ研をジャンジャン盛り上げてくださいね。お騒がせも⼤歓迎だよ〜 
 ごめんな︕ なにもしてなくて︕（笑）

 そうだね︕ sakiさんの作品で、これからもジャンジャン盛り上げて欲しいね︕
 でっ︖ なにこれ︖（笑） M.Darkさんも教えて欲しいってさ︕

goroさん、こんにちは。（たぶん私とは初めましてですよね︖（汗））
 ご祝辞とボリューム満点な差し⼊れ（笑）、ありがとうございます。

 >加⼯画作りは私にとって未知の世界ですが、 
 >どの作品も新鮮に感じ取れますし、苦労とかも伝わってきます。 

 加⼯画作り、私もサッパリです（笑）。⼤変なんだろうなぁ〜程度で（笑）。
 これからもZARD縁の旅レポートを楽しみにしていますので、どうぞよろしく︕

 

代理だけど、お礼︕

10627 選択 Ｔ２８ 2008-11-16 14:39:10 返信 報告
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マグマ⼤使ことknyさん、ご無沙汰しております。
お祝いメッセージ、ありがとうございます。

 >私は、xxxさんが旅⽴たれるにあたり私にも遺してくださった⾔葉を励みに武術を頑張っています。 
 >それぞれ⾏く道は違えども、坂井さん、xxxさんら先達のココロを礎にして歩んで⾏きましょう。 

 懐かしいですね。たしか武道館で競技会があったんでしたよね。
 ⼼から尊敬する⼈に出会えた奇跡に感謝ですね。

居眠りネコさん、こんにちは。お久しぶりです。
 もったいないほどのご祝辞をありがとうございます。

 あらっ︖いい⾹りがしましたか︖⿐が利きますね（笑）。
 >加⼯画サボっているわけではないのですけど、ちょっと停滞気味です。 

 きっと気分が乗れば製作意欲に⽕がつきますよ︕
 アーティストは気分が⼤事ですよ︕

アネ研さん、お久しぶり︕
 忙しそうで⼤変ですね︕ 体調管理は忘れずにね︕

 >ＨＫ、話によると⼈のタイプには３種類あるらしく、 
 へぇ〜そうなの︖おっかしいなぁ〜（汗）。

 私は④の考えても⾏動しない⼈だけど（笑）。

メパさん、こんにちは。
 美しい泉⽔さんとお祝いのメッセージ、ありがとうございます。

 >Gallery内にsakiさんの作品がもっと、もっと増えますように頑張ってくださ〜い。 
 >ダメ出しされてもめげないでね︕(^_-)-☆ 

 ちょっと美術館のキャパが⼼配ですが（笑）、まだまだ増えるでしょうね︕
 sakiさん、めげるタイプじゃないようなので期待しましょう︕

sakiさんへ（おまけ（笑））
 >部⻑〜︕ 今⽇の我が家の⼣⾷、みたなぁ〜 

 いえいえ、⾒ませんよ︕私はヨネスケ師匠じゃないから︕（笑）
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕



10628 選択 PAN 2008-11-16 16:16:54 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 出遅れてしまって⼤変申し訳ありません。

Saki Gallery オープン ＆ Z研HP1周年おめでとうございます︕︕
 Sakiさんが⼼を込めて創った数々の作品が、とっても感動的に映りますね︕

 泉⽔さん、xxxさんも天国から喜んでいらっしゃるにきっと違いありません。

Sakiさん、これからも是⾮、素敵な作品を創ってくださいね︕
 所⻑、部⻑、皐ちゃん、ギャラリー建設、⼤変お疲れ様でした。

 何もお⼿伝いが出来なくてすみません〜。
 

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10629 選択 stray 2008-11-16 16:49:33 返信 報告

皆さんこんにちは!

⼤事な⽇に留守をして申し訳ありませんでした。お⼟産です（笑）。
 部⻑︕ 少々ごますりが多いけど（笑）、代役ご苦労さまでした。

 ビールでも飲んでゆっくり休んでちょ︕

pineさん、シヴァさん、xxx (fake)さん、チョコレートさん、澄さん、
 M.Darkさん、suu(スー)さん、皐ちゃん、xs4pedさん、カーディガンさん、

 ミキティさん、⿊杉さん、天使さん、KOHさん、ドルチェさん、goroさん、
 マグマ⼤使さん、居眠りネコさん、アネ研さん、メパさん、PANさん

部⻑がレスしてくれましたので省略させてもらいますが、
 お祝いのメッセージどうもありがとうございます︕

 お騒がせ娘へのご声援を今後ともどうぞよろしくお願いしますね︕

xxx (fake)さんは、腕前からして、最近お姿をおみかけしない
 HN7⽂字の加⼯画の⼤御所さんじゃないかと思うのですが…。
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皐ちゃん
#10585の泉⽔さんは珍しい写真ですね、お顔が鋭⾓すぎるような気もしますが（笑）。

 #10586は皐ちゃんの思いは伝わってきますが、⼤切なお友達の詞にはかなわないねぇ（笑）。

Re:お礼④

10630 選択 saki 2008-11-16 18:07:10 返信 報告

みなさん、こんばんは〜(^^)/

沢⼭の祝詞を頂いて、ありがとうございます。

こんな⽇にかぎって、今仕事から帰って来たばかりなのに、ま〜た深夜勤務です…(-.-;)
 ⽇頃の⾏いが悪いから︖︖(>_<)ﾊｧ〜

明⽇、改めてお⼀⼈お⼀⼈様に、お返事致します、ごめんなさいm(_ _)m

Re:お礼⑤

10639 選択 saki 2008-11-17 10:06:37 返信 報告

みなさ〜ん、おはようございま〜す(^^)/
 って、書いてる内に、こんにちは〜ってなりそうですけど…

 沢⼭のお祝いコメントありがとうございます。
 Saki Galleryがオープン出来たのもみなさんのお陰だと感謝しています。

 本当に、本当にありがとうございました。

KOHさんへ、
 お久しぶりですねぇ〜 

 saki Gallery喜んで下さって、ありがとうございます。
 KOHさんが発信される貴重な⾳源、情報をいつもありがたいなぁ〜って頂いています。

 黙って頂くばかりで、すみませんm(_ _)m
 何とコメントしたらいいのか︖ 解らない所もあるので、許して下さいね。
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ドルチェ副所⻑さんへ、
お忙しそうですね〜 お元気でしたか︖

 そうそう、例の”ドルチェパン⼯房”開店しましたよ〜
 ふんわかしてて、⽢くておいしいかったです。

 店⻑さんも感じが良くて、ドルチェさんのイメージにピッタリのパン屋さんでした
 ところで、私も、︖︖︖︖ あの写真な〜に︖︖（笑）

  
 goroさんへ、

 初めまして、此からも宜しくおねがいします。
 ヨーロッパへのご旅⾏、楽しそうでしたね

 私にとっては、夢のまた夢です(^^;) 羨ましいです
 スレを沢⼭UPされてたので、何かコメントをと思っていたのですけど…

 ZARDの知識が乏しくて失礼してました、ごめんなさいm(_ _)m
 加⼯画は楽しんで作っているので、苦労とか感じた事はありませんね

 此からも、楽しく頑張りま〜す(^^)/

Re:お礼⑥

10640 選択 saki 2008-11-17 10:10:56 返信 報告

 
マグマ⼤使さんへ、

 xxxさんの過去スレ”掲⽰板の⼈々”の中に登場されてたknyさんですよね︖
 私、xxxさんの使者さんから、xxxさんのUSBメモリーを頂いてまして、

 その中に、スレッドごとの過去レスも保存されてて、時々読み返しています。
 太極拳をなさっておられるようで… 

 武道を志してる⼈は優しくて、誠実な⼈が多いような気がしますね〜
 私なんか、ちゃらちゃらしてて(^^;) 

 そんな性格と、産後のぷっくりお腹を凹ます為にも、太極拳習っちゃおかなぁ〜
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居眠りネコさんへ、
お久しぶりで〜す(^^)/

 Z.pさんのTOP画像、素敵〜♡ ♡ ♡ 
 加⼯画談議では本当に御世話になりました。居眠りネコさんにお誘い頂いてとても感謝しています

 ⾊々教えて頂いたお陰で、saki Galleryが出来たのだと思っています。
 本当に、ありがとうございました。

暫く加⼯画を作らず、Z研にも姿を⾒せない時期がありまして…、
 その後Z.pさんになんだか⾏きずらくなっちゃいました(^^;) ごめんなさいm(_ _)m

 機会がありましたら、またZ.pさんの⽅にもお邪魔させて頂きます。

Re:お礼⑦

10641 選択 saki 2008-11-17 10:12:00 返信 報告

 
アネ研さんへ、

 >HK、話によると⼈のタイプには３種類あるらしく、

きゃはは〜 部⻑は④の考えても⾏動しない⼈なの︖
 私は、⑤の”何も考えず⾏動するタイプ”で〜す(^^)/
 BGMはアネ研さんの提案だったとか、 ありがとうございます。

 お陰で素敵なGalleryにして頂きました  感謝︕

メパさんへ、
 いつも、綺麗な修正画像をありがとうございます。

 メパさんやにしまるさんのお陰で、綺麗な泉⽔さんがさらに綺麗な状態で加⼯画に使わせて頂けて感謝しています。
 stray所⻑達のダメ出しにもあまりめげてませんよ〜  もう慣れちゃった(^_^)v

 加⼯画をする⼈の中で私ほどダメ出しされた⼈っていないでしょうねぇ〜
 それだけ可愛がられてるって思ってま〜す。

 （他の⼈と違って、しっぱ〜いが多すぎるって寺尾さんが⾔いそうだけど…(^^;)）
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PANさんへ、
いつも優しいコメントありがとうございます。

 別スレで、Z研で真⾯⽬な⽅は、カーディガンさんとKOHさんくらいって書いてましたけど…
 PANさんの事も、他の⼈達と違って真⾯⽬で素敵な⽅だと思っていますよ〜

 此からも、宜しくおねがいしますね〜(^_^)v

P.S
 M.Darkさん、ミキティさん背景写真ありがとうございます。

 いつか、加⼯画に使わせて頂きま〜す(^_^)v
 M.Darkさん、もしかしてシヴァさんにライバル⼼メラメラ〜 かな︖（笑）

Re:Saki Gallery オープン︕︕︕

10642 選択 ⼭茶花 2008-11-17 11:47:57 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
  

> 予定どおり、Saki Gallery オープン︕しました 
 > 美術館Topよりお⼊り下さい。

sakiさんのギャラリー⾴が新しく開設されたみたいですね。
 出遅れましたが、開設オープン、おめでとうございます。

 早速私も⾶んでみましたが、あまりにもステキすぎて、
 北島康介じゃないですが、何も⾔えない(爆)

また、strayさんのサイトも1周年が経ったとのことで、
 併せておめでとうございます。

 皐さんのギャラリーに、sakiさんの新しく開設されたギャラリーサイトを含めて、これからも末⻑いサイトの運営、
頑張って欲しいと思います。

 私からほんの気持ちとして、画像を添付させていただきました。
 

Re:お礼⑧
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10643 選択 saki 2008-11-17 16:15:26 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは〜(^^)/

お祝いの花束ありがとうございます。
 saki Galleｒy楽しんで下さったようで、嬉しいです。

此からも、頑張りますので、応援してね(^^)/

Enjoy☆ﾐ

10645 選択 皐 2008-11-17 21:14:14 返信 報告

皆さん こんばんは︕

ミキティさんから美味しそうな⾷べ物がたくさん差し⼊れされていたんですね︕
 残念〜(>｡<)もう⼀つも残ってないや…(笑)

M.Darkさん、素敵な写真をありがとうございます︕
 今の季節にピッタリなショットですね☆ﾐどんな加⼯画にしようかなぁ〜♪

所⻑＆部⻑こんばんは︕
 お姉ちゃん（sakiさん）に影響されちゃったのかな︖(笑)…うん︕⾎ぃ騒いでる︕︕(笑)

 でも、この⽇は特別な事をしようと決めていたんですよね☆ﾐ
 友達の⾜下にも及ばないけど、感じたままに書いてみました(笑)

所⻑を始め、sakiさん、皆さんお疲れさまでした︕
 楽しい1⽇になって良かったですね☆ﾐ

P.S.パパへ
 お⼟産だけど… これ⾷べたかったの︕ありがとう(*≧∇≦*)♡(笑)

M.Darkさん、ﾅﾝﾓｼﾃﾈ部⻑さん、sakiちゃんへ

10650 選択 ドルチェ 2008-11-17 22:02:50 返信 報告
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M.Darkさん、お久しぶりです︕ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞｰﾙﾄﾞﾙﾁｪでございます。
そして、部⻑ sakiちゃん こんばんは︕

 10615の画像は、ハートですよ〜♡♡ ←それはわかるって︖︖
 これ、⾵船かずらって植物の種なんです。⾃然にハート模様ができるなんて、スゴイと思い

ません︖

これからもZ研が、♡（ハート）で溢れる場所でありますように…との思いを込めて
 素敵に可愛くキメたつもりだったけど、不思議な写真でしたか〜︖（笑）

 シヴァさんと同じで、泉⽔さんの影響で写真を撮り始めて まだまだ不思議な写真がいっぱいあるので 乞うご期
待︕︖

画像は、飲んでも最後までハートが消えないカップです♡
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