
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

xxxさんへ

10572 選択 stray 2008-11-14 23:47:36 返信 報告

スリーエックスさん、お久しぶりです︕
 xxxさんも泉⽔さんも、歳を取らなくていいねぇ（笑）。

 脳みそがスカスカになることも、⾻粗しょう症の⼼配もいらないし…。

冗談はさておき、あれから１年が経ちましたね。
 この⼀年、いろんなことがあったよ〜。

 中でも、xxxさんが⼤好きな皐ちゃんの卒業はショックだったなぁ。
 幸いなことに、半年でパパの元に帰ってきてくれたけど（笑）。

 そうそう、もう⼀⼈、娘が出来ちゃって。
 「お騒がせ娘」って⾔うんだけど、知ってる︖（笑）

xxxさんが憧れた”泉⽔さん似の看護師さん”が、saki というHNで、
 ほぼ毎⽇、私の「お守り」をしてくれてます（笑）。

 いい⼈紹介してくれてありがとね︕（笑）
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秘めたる才能を⼀気に開花させて、xxxさんの後を継ぐ、⽴派な加⼯画師に成⻑しましたよ。
sakiさんの作品をxxxさんに⾒てもらいたくて、ギャラリーを作っちゃいました︕

 いいなぁ、皐ちゃんとsakiさんに挟まれて、ヒューヒュー（笑）。

Saki Gallery を⾒てもらうことが、なによりxxxさんの供養になるんじゃないかと思って、
 かなり⼿を抜いて（笑）、xxxさんの御命⽇に間に合わせました︕

 未完成だった「⻘の妖精」も、皐ちゃん、sakiさん、それぞれが⼿を⼊れ、完成させました︕

ちょうど１年前にオープンしたＺ研ＨＰのトップ画像は、
 xxxさんが皐ちゃんに加⼯画指導してくれた、あの画像です。

 X'masには、毎年”あの作品”をBBSに飾る予定だし、
 なにしろ命⽇が「with you」記念⽇だから、忘れようにも忘れようがないってもんだよ（笑）。

泉⽔さんと⼀緒に、毎⽇ここに遊びに来て下さい。
 そして、いつまでもＺ研とわれわれを、天から⾒守ってて下さい。

 ⼤事な友へ
               2008.11.15 stray

xxxさん⼀周忌&Z研HP⼀周年+「Saki Gallery」+with you ♡記念⽇︕

10575 選択 xs4ped 2008-11-15 01:27:05 返信 報告

xxxさん、strayさん、皆さん、こんばんは。

今⽇はxxxさんの⼀周忌&Z研HP⼀周年+「Saki Gallery」オープン+with you♡ 記念⽇
と企画が⽬⽩押しですね。

xxxさんも「Saki Gallery」はもうご覧になりましたか︖
 どれも素晴らしい作品ですね。(^_-)-☆

流⽯、xxxさんの弟⼦ですね。
 でも、時々「しっぱ〜い」してstrayさんや私からダメ出しされてるので、xxxさんも⼒を貸してあげて下さいね。

(笑)
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私もxxxさんの加⼯画に魅せられて加⼯画を始めましたが、⾒て頂けたでしょうか︖
他にもxxxさんの加⼯画に魅せられて、加⼯画を始めた「ZARD Family」の⽅々が沢⼭居られますよ。

 xxxさんに感謝します︕
 お陰様で「ZARD Family」の皆さんが、Upして頂いた加⼯画を使⽤させて頂き、追悼動画の⽅にも使⽤させて頂い

ております。(^.^)

今回は2作品作成しましたので泉⽔さんと⼀緒にご覧下さいね。(^_-)-☆
 ⼜、此れからも泉⽔さんと⼀緒に⾒守っていて下さいね︕

xs4pedより
 http://xs4ped.spaces.live.com/

 

追悼作品 「君がいたから」(saki Special Version)

10576 選択 xs4ped 2008-11-15 01:27:40 返信 報告

追悼作品 「君がいたから」(saki Special Version)

sakiさん、加⼯画を沢⼭Upしてくれてありがとね。
 此れからも沢⼭Upしてね〜

 期待してますよ︕

PS.
 動画を観る前にハンカチの準備をお忘れなく︕

 http://jp.youtube.com/watch?v=rIoBB9v07E0

追悼作品 「遠い星を数えて」

10577 選択 xs4ped 2008-11-15 01:28:17 返信 報告

追悼作品 「遠い星を数えて」

この曲は私がYou Tubeの動画を観て感動した曲です︕
 私が⾃作動画を始めるキッカケになった曲です。

 もうその⽅(Upした⼈)の作品は削除︖されてるようなので残念です。
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 キッカケを作ってくれた⽅に(Upした⼈)感謝します︕
http://jp.youtube.com/watch?v=dOaH8MEyLms

Re:xxxさんへ

10580 選択 saki 2008-11-15 07:58:29 返信 報告

⾵⼩僧と呼ばれた⼈ xxxさんへ

朝⽇が眩しい爽やかな朝に
 悪夢を連れてきた携帯のベル

 家族でも、恋⼈でもない特別な⼈の悲しい知らせ…
 ”⾵⼩僧”と呼ばれた⼈との悲しい別れ…

 駆けつける⾞に流れていたのは…  ZARD「マイフレンド」
 あなたを想うだけで♪… ⼼は… 

繰り返し溢れ来る想いに、⾬でもないのに景⾊が歪んで⾒えた

”突然”の⾵に乗り、聖⺟泉⽔さんのもとへと旅⽴った あなた
 「ありがとう」の⾔葉を残して…

 あなたを愛する⼈達を残して…
 少年のような笑顔を残して…

元気になったら、掲⽰板でお話しょうと約束したのに…

⾵⼩僧xxxさん︕ 

あなたの姿は今もこの胸にいます
 ZARDを愛する仲間達のなかで、あなたをいつでも感じています。

今⽇は、xxxさんの⼀周忌ですね、
 今までに何⼈かの、患者さんをお⾒送りして来ましたけど…

 昨年の今⽇の出来事は、私にとって⼀⽣忘れる事の出来ない悲しい想い出です。
 奥さんの「Kちゃん、お家にかえろ︕」と⾔う優しい⾔葉が、今も⼼に残っています…

 だけど…  今⽇を限りに貴⽅を想い涙する事は終わりにします。
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           ⾵⼩僧xxxさんに出逢えた喜びを胸に…  saki 

Re:xxxさんへ

10587 選択 皐 2008-11-15 12:34:57 返信 報告

xxxさん、こんにちは︕お久しぶりですね☆ﾐ泉⽔さんと仲良く過ごしていますか︖

今⽇はxxxさんの⼀周忌ですね。
Z研HPの開設⼀周年でもあり、「promised you」の発売⽇でもあって・・・。

 ⾊々な意味で特別な出来事が重なっていますね。

さっきxxxさんとの会話を改めて思い出していました＾＾
 ⼀番記憶に残っているのは、やっぱり「グロリアスマインド」の加⼯画の件です☆

 あの時は本当に嬉しかったですよ︕
 xxxさんの時間って、私たちの思ってる以上に⼤切なものだと知っているからです。

 その時間を私へのアドバイスに使ってくれた事が、すごくありがたかったなぁ。
 おかげで私は上⼿くできるようになりました︕ここは⾃信を持ってそう⾔えます︕︕

そうそう︕sakiさんって所⻑の娘なんですって︕私も娘なので、姉妹になるんですよ〜(●＞∀＜●)
 いいでしょ〜♪♪ …え︖ルックスの差が激しい?? だって私はパパ似だから︕(笑)

ではでは︕今⽇はこの辺で☆ﾐまたお話ししましょうね︕
 泉⽔さんによろしく(*^u^*)

思いを込めて・・・ 皐より

P.S.ずっと忘れませんからね＾＾

Re:xxxさんへ

10592 選択 saki 2008-11-15 15:00:02 返信 報告

xxxさ〜ん、⼆度⽬で〜す(^^)/
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xxxさんが⼀番ビックリしてるのは、私の加⼯画、じゃ〜なくて、
Z研での私のキャラではないですか︖（笑）

 xxxさんとお付き合いしてた時は、病院だったし、具合の良くない⼈を前に
 いくら私でも、おちゃらけていられませんもの… ねぇ〜

此処Z研では真⾯⽬だなぁ〜って⼈はあまり⾒掛けません(>_<)
 しいて⾔えば、カーディガンさんとKOHさん位かなぁ〜︖

後は、所⻑に副所⻑、部⻑以下… カフェの従業員に⾄るまで、おっかしー⽅ばかりで〜す。（後、ゲストの⼀部の
⽅も…）

 私がこうなったのも、Z研に染まっちゃったからですよ〜。
 xxxさんのお陰で、楽しくお付き合いさせて頂いています。

此からも、泉⽔さんと⼀緒に⾒ててね〜(^^)/

P.S
 皐さんと姉妹︖︖︖  

 私、妹が欲しかったので嬉しい〜なぁ〜(^^)/
 でも、な〜んか皐さんの⽅がお姉ちゃんのような…(^^;)

xxxさんへ

10594 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 17:23:45 返信 報告

xxxさん、お久しぶりです。

あれから⼀年経ったのですね。
 ついこの前って感じもするし、遠〜い昔のようにも思えます。

 今までに感じたことのない、とても不思議な感覚です。

第⼀印象はあまり良くなかったなぁ〜（笑）。
 だって、ほぼ画像だけの投稿で、荒らしかと思いましたよ︕

 所⻑がフォローしてなければ、それまでだったかもね（苦笑）。
 その後、xxxさんは、⼝下⼿なだけだと気づいたし、とても誠実で真⾯⽬な⼈だと分かりました。
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xxxさんはスグに⼈気アーティストになりましたよね︕
とても⼈を惹き付ける作品とキャラクターで、たくさんのZARDファンを楽しませてくれました。

 もちろん、私もそのひとりです。

そっちはどうですか︖
 泉⽔さんには逢えましたよね︕︖

 だったら、こっちのことなんか、どうでもいいかっ︕︖（笑）

でもね、今はsakiさんが、⼈気アーティストになったんですよ︕
 xxxさんの隣にギャラリーもオープンしたから、どうぞ、ゆっくりと⾒て上げてね︕

 きっと時間はたっぷりあるんだろうから・・・。

泉⽔さんの独り占めばかりしてちゃダメだよ︕（笑）
 たま〜には、こっちのことも気に掛けてねっ︕

 それじゃっ、またねっ︕
 

横レスです

10595 選択 Ｔ２８ 2008-11-15 17:45:30 返信 報告

xxxさん、横レス失礼しますね。

皐ちゃんへ

>そうそう︕sakiさんって所⻑の娘なんですって︕私も娘なので、姉妹になるんですよ〜(●＞∀＜●) 
 >いいでしょ〜♪♪ …え︖ルックスの差が激しい?? だって私はパパ似だから︕(笑) 

 へぇ〜（笑）、皐ちゃんはパパ似なんだ︖（笑）
 所⻑に似るなんて、可哀相な皐ちゃん・・・（笑）。

 てか、所⻑って差が激しいルックスなの︖（笑）
 おかしいなぁ〜、だって所⻑の奥さん、チョ〜美⼈らしいよ︕︖

sakiさんへ

>後は、所⻑に副所⻑、部⻑以下… カフェの従業員に⾄るまで、おっかしー⽅ばかりで〜す。（後、ゲストの⼀部の
⽅も…） 
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>私がこうなったのも、Z研に染まっちゃったからですよ〜。 
なによっ︕（笑） ⼈のこと掴まえて、”おっかしー⽅”って︕（笑）

 せめて、”楽しい⽅”って⾔って欲しいな︕（笑）
 でもね、みんなZ研に来ると、キャラが変わるらしいよ︕（笑）

>私、妹が欲しかったので嬉しい〜なぁ〜(^^)/ 
 >でも、な〜んか皐さんの⽅がお姉ちゃんのような…(^^;) 

 だねっ︕（笑）
 

XXXさんへ

10624 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-11-16 02:02:35 返信 報告

XXXさん、お久しぶりです。
 そちらでは、泉⽔さんと楽しくやってますか。(笑)

なにがいいって、そちらでは歳をとらないらしいところはいいですね。

XXXさんがこっちの世界に加⼯画を発表したくなったら、どうが、お弟⼦さんの乗り移って描
いてください。楽しみにしています。

  
 そして、いつまでも、Z研をお守りくださいますよう宜しくお願いします。

 

どっちが⻑⼥︖

10633 選択 stray 2008-11-16 20:50:03 返信 報告

sakiさん、皐ちゃん、こんばんは︕

ん〜、どっちを⻑⼥にしたらいいんだろ（笑）。
 嫁に出した⻑⼥の存在をすっかり忘れてたってことにしてちょ︕（笑）

 姉妹で、仲良くね〜︕

> 所⻑に副所⻑、部⻑以下… カフェの従業員に⾄るまで、おっかしー⽅ばかりで〜す。（後、ゲストの⼀部の⽅
も…） 
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 たしかに当たってる（笑）。

> いいでしょ〜♪♪ …え︖ルックスの差が激しい?? だって私はパパ似だから︕(笑) 
 ぎゃはは、だったら皐ちゃんは美⼈なんだねぇ・・・（笑）

 パピィー、うれピー（笑）

次⼥です︕(笑)

10644 選択 皐 2008-11-17 21:01:49 返信 報告

パパ似の皐でーす☆(笑)

そっかぁ、sakiさんはお姉ちゃんになるのね︕(笑)
 妹みたいなお姉ちゃんに、お姉ちゃんみたいな妹になるのかな︖(笑)

 “⼤⼈ぶった⼩癪な妹”とか⾔わないでね︕(笑)

>ぎゃはは、だったら皐ちゃんは美⼈なんだねぇ・・・（笑） 
 パパはハンサムなの〜︖(笑)だったら男前な顔⽴ちのGirlになっちゃう︕(笑)

 ママ似はいいなぁ〜(笑)(あれ︖じゃあママは泉⽔さん似︖(笑))

でも、美⼈なお姉さんで嬉しいな〜(o^∇^o)♪♪ たとえ“お騒がせ娘”でも♡(笑)
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