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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

皆さんのエールを胸に、旅⽴ちます☆ﾐ

5854 選択 皐 2008-03-29 20:09:06 返信 報告

皆さん、昨夜は温かいレスを本当にありがとうございました︕
 拝⾒していたんですが、すぐに返信を書く事が出来ずに遅くなってしまいました(>_<;)

今回、急に卒業とのご報告をしてしまって、驚かせてしまいスミマセン。
 今まで通りに接したいという想いもあり、ギリギリまで告知をするのは避けていました。

 最近加⼯画のペースが早かったのはこの事もあってなんですよね(苦笑)
 最後となると、作りたい加⼯画がたくさんあって⾃然とハイペースになっていました＾＾︔

『皐Gallery Special』では『Message Boad』にも書いてくださってありがとうございます︕︕
 本当に嬉しい気持ちでいっぱいです(≧ω≦｡)

所⻑の⾔葉になるんですが、「別れの時こそ出逢いの喜び」を胸いっぱいにしていたいと思います︕︕
 皆さんに出会えた事が何より輝いていた⽇々ですからね☆ﾐ

今から載せるお返事はかなり⻑⽂になってしまい、スペースを使ってしまいますが⼤⽬に⾒てくださいね(笑)
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P.S.載せた加⼯画にある詩は他のアーティストの詩になるんですが、気持ちがリンクしていたので今回載せました＾＾
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 シヴァさんへ︓
 急な発表で驚かせてしまってすみません(>_<;)でも、シヴァさんらしくて温かいレスを⾒て嬉しかったです︕

 もうずっと前から考えていた事というか…この卒業は“約束”でもあるんですよね。
 別れの⾟さを知っていましたが、皆さんとこうして出会う事を選んで良かったと思っています︕︕

 シヴァさんとは12作連続up時に知り合ったばかりですが、とっても⻑い付き合いな気がしますね(*^u^*)
 いつも楽しませてくれてありがとうございました︕︕きっと“永遠の別れ”じゃないですよね☆ﾐ

アキラさんへ︓
 レスをありがとうございますね☆ﾐ Z.p.でもお知らせをしてくださっているとakiちゃんから聞きました(*'o'*)

 アキラさんの⼼遣いがすごく胸に響いて、改めて私は出会った⼈に恵まれて居るんだと思いましたね(>u<｡)
 素敵な⾳楽も嬉しかったです︕歌詞がとても気持ちを明るくさせてくれますね(*^u^*)

 “素敵な別れさ 出逢いの未来があるから” 私もそう思っています︕︕
 ZARDファンでいる限り、“⼼は繋がって”いますよね︕(o^∇^o) P.S.クレアちゃんにもよろしく☆ﾐ

所⻑へ︓
 フォローをどうもありがとうございました(*^u^*)皆さんからも温かく⾒送って頂けて嬉しく思いますね。

 この決断を下すまで何ヶ⽉も掛かってしまったし、いっそのこと取り消そうかなんて考えていましたがそうもいかない状況な
ので、

 くよくよせずにスパッと気持ちを⼊れ替えたいと思います。upした「Get Your Dream!」は私の想いももちろん詰まっていま
すので、

 受け取ってくださいね(笑)今まで、所⻑にたくさん良くして頂いたので、何も返せないままの卒業は⼼苦しいんですが、
 ⾝勝⼿なweb娘を許してください(苦笑)

akiちゃんへ︓
 レスありがとう︕とうとうこの⽇が来てしまいました。

 “出逢いがあれば、別れも来る”そんな事分かっていても、⾟い気持ちはどうにもならないね。
 私も上⼿く⾔葉が出てこないけど、想いを汲み取ってもらえるといいなって思います＾＾

 akiちゃんと出会えた事、共作が出来た事、友達になれた事…思い返すと素敵な思い出ばかりで
 私にとって、揺るぎなく“かけがえのない宝物”になりました☆ﾐ 本当にありがとね︕︕



MIZUIさんへ︓
レスを本当にありがとうございます︕いつも私のファンだと公⾔して頂いて、⼼から感謝の気持ちと嬉しい気持ちで居まし
た。

 今まで作ってきた加⼯画も受け取ってくださって、すごく光栄に思っています(o≧ω≦o)
 今回、急なお知らせで皆さん驚かせてしまいましたね、すみません(>_<;)ですが、皆さん温かく⾒送ってくださって

 私も明るくスタートを切る事が出来そうです☆ﾐ MIZUIさん、今まで優しく接してくださって本当にありがとうございまし
た︕︕

Re:お返事②
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pineさんへ︓
 皆さまへのご報告が急になってしまってすみません(>_<;)卒業に関して、その告知に関して…

 ⾊々と悩む事が多かったんですが、皆さまとお別れが来る事を知りつつも“ギリギリまで⼀緒に楽しく過ごそう”とい
うことを選びました。

 pineさんとも短い間ではありましたが、本当に楽しく･仲良くなれて良かったです︕︕(*≧∇≦*)
 今までどうもありがとうございました︕pineさんのエールを胸に“⾃分らしさ”を貫きながら頑張ります☆ﾐ

スミスさんへ︓
 レスをありがとうございました︕あまりお話が出来ないまま“サヨナラ”になってしまいましたが、

 私はいつかまたお話しできるんじゃないかと思っています(*^u^*)その⽇を夢⾒ていようと思っていますね。
 今まで加⼯画を⾒ていてくださってありがとうございました☆ﾐ そして、私の新しいスタートにも応援の⾔葉をかけ

て頂いて、
 すごく嬉しく思います(>u<)お互い頑張りましょう︕︕

⿊杉さんへ︓
 レスをどうもありがとうございますね☆ﾐ 直接お話をする機会がこんな形であるのは寂しいですが、

 最後にコメントのやり取りが出来て嬉しいくもあります(*^u^*)今後、私は加⼯画を作る予定はありません。今後は
ね(笑)

 今までZ研では本当に楽しく過ごさせて頂いたので、⿊杉さんにとっても“楽しい場所”であるといいな、と思います︕
 残り2⽇の⼀所員として、Z研をよろしくお願いしますね♪♪
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xs4pedさんへ︓
突然お話してしまってすみません︕ですが、以前メールでそれらしき事はお話ししていたんですよ(笑)

 その時は気づかれないようにしていたので、分からなかったのかもしれませんね＾＾
 4⽉からは私にとって新しい⽇常の始まりになります。xs4pedさん、皆さんの応援を胸に頑張りますね☆ﾐ

 今まで本当に良くしてくださってありがとうございました︕寺尾さんと合作を作れた事も良い思い出です(o^∇^o)♪
 いつかまた逢う⽇まで…☆ﾐ P.S.「Gallery Special (Movie)」もありがとうございました☆ﾐすごく嬉しいです!!

mihoさんへ︓
 mihoさんとは最近またお話が出来るようになったんですが、こうして早くお別れが来てしまった事が残念です。

 私も正直、寂しい気持ちに押しつぶされそうになってしまいますが、“終わりじゃなくて始まりだ”と考えるようにし
て

 ポジティブな気持ちを維持している状況です(苦笑)最後にmihoさんと話せた事、素晴らしい詩を読ませてもらえた
事、

 ⼼に⼤事にしまっておきます☆ﾐ本当にありがとうございました︕

おきなさんへ︓
 レスありがとうございますね(o^∇^o)3⽉末を持ちまして、Z研を卒業する事になりました。

 私はおきなさんとあまり会話を交わす機会がなかったのですが、こうして最後にお話が出来て良かったです(*^u^*)
 連⽇UPの企画も楽しんで頂けたと聞けて、⼼から嬉しい思いでいっぱいですね︕︕

 今までZ研に⾜を運んでくださってありがとうございます︕これかれもどうぞよろしくお願いしますね☆ﾐこれはまだ
⼀所員として⾔える⾔葉です(笑)

 それでは︕お互い頑張りましょう(o^∇^o)♪

S424さんへ︓
 レスをどうもありがとうございます︕Z板から今までの半年間、すごくあっという間の⽇々だったんですが、

 私にとってすべてが“味わい深い⽇々”でした。S424さんや皆さんとお話が出来た事は⼤事な時間ですね(*^u^*)
 Z研へ移ってからも加⼯画や「マイフレンドの振り返りシーンの謎」などを楽しんで頂けていたみたいで嬉しいです☆

ﾐ
 これからは新たなスタートを切りますが、皆さんの事は永遠に忘れません︕今までありがとうございました︕︕

にしまるさんへ︓
 お久しぶりです(o^∇^o)私の卒業があちこちで⾶び交っているというのは本当ですか︕︖(笑)

 



私がZ研へ移ってからはあまり にしまるさんとお話をする機会は減ってしまいましたが、
最後に会えないまま卒業にならなくて良かったです(*^u^*)またお話が出来てすごく嬉しいですね☆ﾐ

 この卒業は本当に⼼苦しいのですが、新たな⼀歩に向かって頑張っていきたいと思います︕
 応援をありがとうございました︕(o^∇^o)にしまるさんのキャプ画、これからも楽しみにしていますね♪♪

Re:お返事③
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atu-zardizmさんへ︓
 Z研でお話をするのはお久しぶりですよね(*^u^*)レスを本当にありがとうございます︕

 atu-zardizmさんにとってもZ研はいつも“楽しい”空間のように感じて頂けていたのならすごく嬉しいですね☆ﾐ
 私にとっては安らぎの場所でもありました(*^∇^*)これからはそんなZ研にもあまり来られなくなってしまうと思う

と
 寂しくて仕⽅ないんですが、新しい新⽣活を充実に過ごそうと思っています。

 応援、ありがとうございました︕私にとってもBBSで出会った皆さんが“振り向けばいつも”居てくれると想いながら
頑張っていきます︕

ヒツキさんへ︓
 レスありがとうございますね︕温かく⾒送って頂いてすごく嬉しいです(*^u^*)私の加⼯画についても

 よく感想をくださって、幸せな気持ちでいっぱいでした☆ﾐこれからお話をする機会があるか分かりませんが、
 ヒツキさんの“先輩さんシリーズ”は楽しみにしていますね︕いつかどこかで会えるように願っています(*^u^*)

 今まで本当に楽しく、そして優しく接してくださってありがとうございました︕︕

Hiroさんへ︓
 レスをどうもありがとうございました︕Z研へはよく⾜を運んでくださっていたと聞いてすごく嬉しいです(o^∇^o)

 私もZ板の頃から皆さんとお話をしていたのがつい最近のように感じてしまいます。
その頃から私は加⼯画を作っていましたが、誰も加⼯について悪く⾔わずに優しく声をかけてくださって、私はすご
く恵まれていましたね。

 私にとって、今までの皆さんがかけてくれた⾔葉は宝物です︕これから新しい⽇々が待っていますが、
 Z研やz.pの皆さんをずっと忘れずに過ごしていきます(*^u^*)そしていつの⽇かまたお話ができるといいな、と考え

ています☆ﾐ
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 Hiroさんの愛娘、akiちゃんともずっと仲良しの友達でいたいと思っていますよ♪♪
エールを本当にありがとうございました︕泉⽔さん、xxxさん、皆さんの応援を胸に頑張りますね!!

チョコレートさんへ︓
 チョコレートさんは本家Z板の頃から私の加⼯画を拝⾒していてくださっていたんですよね(*^u^*)

 すごく嬉しくて、連続UPの際初めてレスを頂けた時は本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした︕︕
 チョコレートさんはZ研の盛り上げ⽅も上⼿ですし、今はカフェのお店番までしてくださっていて
 なんだか安⼼して旅⽴てそうな気持ちで居ました(*^u^*)⼦育てがお忙しいとは思いますが、これからもZ研をお願

いしますね☆ﾐ
 私は負けず嫌いが故にハリキリ過ぎちゃう⾯があるので、そんな時は実家(Z研)を訪れたいと思います♡(笑)

 優しいエールをありがとうございますね︕私もチョコレートさんが⼤好きです☆ﾐ

oy-miyuさんへ︓
 レスをありがとうございます︕Z研への書き込みが初めてとの事なので、その記念を私の卒業のスレに使わせてしまっ

てすみません(>_<;)
 でも、コメントを頂けて本当に嬉しいです(*^u^*)Z研ゲストの皆さんとは本当にフレンドリーで、所員のみなさん

は家族のように
 仲良く優しくしていただいていました。そんな家族の元を離れるのは寂しいのですが、これからは新⽣活を充実にさ

せたいと思います︕
 私も“今⽇の事を⼀⽣”忘れません︕ありがとうございました︕(*≧∇≦*)

奈良ZARDファンさんへ︓
 温かいエールをどうもありがとうございますね︕あまりお話をする機会がありませんでしたが、

 最後に⾔葉を交わす事が出来て嬉しく思います(o≧ω≦o)これからも未来を輝かせるために頑張りますね(o^∇^o)☆
ﾐ
 またお話が出来る⽇を楽しみにしています︕︕

Re:お返事④
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sakiさんへ︓
レスありがとうございました︕昨夜のレスは拝⾒していたんですが、私もsakiさんに対して同じように思っています
よ＾＾

 誰ともお別れはしたくないので、また逢えるんだと⼼に⾔い聞かせてこのスレを⽴てました。
 Z板でsakiさんに初めてレスを頂いたのは覚えています︕「皐さんのスレでxxxさんの話ばかりスミマセン」と気を使

っていましたよね(*^u^*)
 あの時はまさか“泉⽔さん似の看護⼠さん”だったとは気づきませんでしたが…(笑)最近sakiさんとよくお話が出来るよ

うになって
 すごく嬉しい反⾯、卒業間近で寂しくもあったんですが、もしかしたらxxxさんが最後に引き合わせてくれたんでし

ょうか｡｡｡
 これから私は新たしく旅⽴つことになるんですが、⾃分らしさは今までのままで居たいと思っています☆ﾐ

 体調を崩して病院に⾏った時は泉⽔さん似の看護⼠さんを“絶対”探しますね︕︕(笑)ガン⾒している患者さんが居た
ら、きっと“私”ですよ(笑)

 sakiさんの事、xxxさんや使者さんの事もずっと忘れません。これからもsakiさんZ研に居てくださいね(o^∇^o)
 職場復帰されたらもっと忙しくなると思いますので、私もsakiさんにエールを送ります☆ﾐ旦那様、⾚ちゃんと末永く

お幸せに｡｡｡♡

MRCPさんへ︓
 「Get U're dream」の質問ではたくさんお話ができて嬉しかったです︕まだまだ話したりないような気もしますが

 最後の別れではないと信じていますので、また逢えるといいですね(o^∇^o)
 これからも泉⽔さんの残した⾔葉を⼤切にしながら、そしてZARDの歌を聴く時は皆さんを思いながら過ごしていき

ます︕
 ⾊々とありがとうございました☆ﾐ

インディゴさんへ︓
 レスをどうもありがとうございます︕突然のご報告で申し訳ないです(>_<;)それでも皆さんには温かくエールを送っ

て頂けてすごく感謝しています。
 今でも“誰か教えて これでいいんだろうか”なんて頭を過ぎったり…(苦笑)…くよくよするのはいけませんよね︕

 きっとこの先は今まで以上にZARDの歌が⼼に沁みると思います。瞳を閉じてZ研、Z.p.の事も想いながら頑張ります
ね(*^u^*)

 皆さんの温かいエールを胸に過ごしていきます︕



 
P.S.インディゴさんも九州なんですね︕どこかで逢える事があればいいなぁと思っています☆今まで⾊々とありがと
うございました(o^∇^o)

オーマイさんへ︓
 お久しぶりです︕レスをどうもありがとうございますね(o^∇^o)今回の件は突然の発表ですみません(>_<;)

 それでも皆さんは優しい⽬で⾒てくださるし、お久しぶりの⽅からもエールを頂いて、本当に嬉しく思っています︕
 オーマイさんは私の加⼯画を壁紙・待ち受けに設定してくださって居るんですね(*'∇'*)ありがとうございます☆ﾐ

 私もきっと、ずっと忘れません。いつかまたお会いできる⽇を楽しみにしていますね︕

ALIL.1967さんへ︓
 卒業記念にお祝いを本当にありがとうございます︕︕ALIL.1967さんにはいつもお世話になっていましたね。

 すごく感謝しています(*^u^*)これからもZ研での活躍を陰ながら応援していますね︕クールなALIL.1967さんと
 またお会いできる⽇を楽しみにしています☆ﾐ

Re:『Message Boad』のお返事です
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Seさんへ
 メッセージをありがとうございました︕Z研を卒業する事になって本当に⾟い思いでいたんですが、

 そろそろ旅⽴たなければならない時期となりました。ですが、⼀⽣のお別れではないと信じています︕
 泉⽔さんのように⾃分が決めた道に、後悔のないよう進んでいきたいと思います(*^u^*)

 きっと失敗もあると思いますが、そんな時は1⽇でも(Z研へ)帰郷しようと思います(笑)
 Seさん、エールをありがとうございました︕︕

アネ研さんへ 
 メッセージありがとうございます☆ﾐ 企画では⾊々とお話をしましたよね＾＾最近の事なのに懐かしいです。

 私が何⽇かあけた時には待っていてくださったと聞いて、本当に嬉しいです♡(笑)
 これからもマイペースに、でも相変わらずの負けず嫌いっ⼦で頑張ります︕(笑)

 ゼットンにも“またね︕”と伝えてくださいね(*^∀^*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 最後に、皆さんと出会うキッカケとなったZARDに感謝します。天国のxxxさん、これからも絶対に忘れないで居ま
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す。
唯⼀の⼼残りであるドルチェ副所⻑、またお話しできる⽇が来る事を楽しみにしていますね︕(o^∇^o)

掲⽰板の皆さん、今まで本当にどうもありがとうございました︕⽉曜までの時間を⼀緒に楽しく過ごしましょう☆ﾐ
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