
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

What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7168 選択 ミキティ 2008-05-30 00:51:09 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 ５⽉２７⽇ ⼀周忌 そして What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演へ⾏って来ました♪
  いつものペースでゆっくりですが ご報告申し上げます☆

 当⽇は カラッと晴天の良いお天気でした。
 泉⽔さんカラーのブルーな綺麗な⻘空が広がっていました

 (*＾ー＾)／

 私はというと。。。いろんな想いと なんだか緊張で朝⽅４時まで⽬が冴えさえで眠れませんでした〜 
 ⼼配の素もあって。。。。（笑）

  ⾏く事が決まってから 帰宅時迄 みなさんがとっても⼼配して下さっていてヾ(｡･ｪ･)
 私はよく こんな間違いするぅ︖（笑）と⾔うくらい初歩的なトラブルを⾃分で発⽣させて

 しまうので、まず無事にたどり着けるかなと⼼配 応援されながら向かいました.｡o○
                                                つづく
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ②

7169 選択 ミキティ 2008-05-30 00:55:28 返信 報告

なんとか乗り継ぎも無事に ほっっ（＾－＾） そして待ち合わせの場所へ近づいています。

 次なるドキドキは。。。 所員さんとの待ち合わせです。
  原宿駅で 所⻑さん PANさんと待ち合わせです☆

  みなさーん 所⻑さんはどんなお⼈なのかなと気になりますよねー（＾－＾）
   私もずいぶん前から どんなお⼈なのかなと思っていました。

  いよいよ初対⾯の時がやってきましたよ(^_-)-☆ わぁードキドキ♡

  所⻑さんは。。。。
     ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに○○に⾒えた

       少し○○ 感じたせい︖声かけそびれたの
        

   みなさん妄想好きなので ＯＯはご想像 妄想の世界にお任せ♡（＾－＾）
    ちなみに部⻑さん pineさんの⾒解は

①♪スーツ姿の 所⻑は やけに”メタボ”に⾒えた
   ♪少し”腹囲” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

②♪スーツ姿の 所⻑は やけに”オヤジ”に⾒えた
   ♪少し”歳︖” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

③♪スーツ姿の 所⻑は やけに”えらそ”に⾒えた
   ♪少し”威厳” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

④♪スーツ姿の 所⻑は やけに”ダンディ”に⾒えた
   ♪少し”ドキドキ” 感じたせい︖ ”モジモジしていたの”

  pineさん。。更に妄想で・・・
 スーツ姿でダンディ。以前、BBSで「時代劇に出てきそうな…」と所⻑さんが仰ってたので、頭がちょんまげになっ

ちゃう〜（滝汗） （笑）
  みなさんはどうご想像されましたか（＾－＾） もうちょっと引っ張ります（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7169
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ③

7171 選択 ミキティ 2008-05-30 01:01:25 返信 報告

 ご挨拶を済ませ 打ち解け合って会場へ
  真夏のような暑い⽇でした。

  会場にはアネ研さん カーディガンさんが先に
  グッツの購⼊で並んでいらっしゃいました。

   ⽇陰のない場所で 所⻑さんは 汗だくでした〜（笑）
  グッツの購⼊ 並んでいらっしゃったアネ研さんに⽢えてしまい購⼊をお願いして ⽩い

携帯ストラップを頼みました。
  とっても綺麗で ⼀⽣の宝物です。 アネ研さん ありがとうございます♪

  
  グッツの購⼊を済ませたアネ研さん カーディガンさんと初対⾯５⼈揃いました（＾－＾） みなさん穏やかでBB

Sでのそのままの優しいお⽅です。
  所員さんにお供させていただいて おまけのように（笑）付いて⾏っていますが

 ご⼀緒させていただいて本当に嬉しかったです
  

  当⽇は所⻑さんが 泉⽔さんの好きなカラーのお花を⼿配して下さいました
  カラーのお花はとても綺麗で⼤きく１メートル位 あったかな☆

  こんな⼤きな花束を抱えたのは⽣まれて初めてです
  泉⽔さんもきっと喜んでいただけたことと思います

 ⼤きなカラーを抱えて歩いていた５⼈はとっても⽬⽴ったのでは♪
   所⻑さんのレポート⑥ ＃７０８２の写真 私の⼿だけ登場☆（笑）

  みなさんの想いと⼀緒にこころをこめて献花しました
   とても⼤きな綺麗なカラーのお花 溢れる想い こころをこめて。。。

 献花のあと時間まで 近くのファミレスで休みました

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7171
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ④

7172 選択 ミキティ 2008-05-30 01:05:31 返信 報告

ファミレスで ゆっくり落ち着いてお話出来ました。
  いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ず

かしいですが（*＾-＾*） 
  楽しいひとときでした♪

 ファミレスでも 所⻑さんのなんでもポケットから 出て来る 出て来る（笑）
  いろいろ頂き物をしまして ありがとうございました

 （＾－＾）
  記念に素敵なネームプレートを下さり（写真） かけがえのない宝物です

     
 あれっ︖ とお思いの⽅もいらっしゃるかもですが 

 HN mikitea になっていますね♪
  ここてトリビアです♪名前の⼀部と 紅茶・お茶が好きな私はmiki ＋tea で mikitea（＾－＾） そして 名前に

mikiが付く⽅はミキティと可愛らしい呼ばれたりするので 両⽅かけてのHNを作ってみました
 (*^ｰ^*)

    へぇ〜 ボタン 何個押しました︖（古っ） （笑）

  みなさんのHNの由来や 研究所さんらしい話題 時にカフェ従業員らしくウェイトレスをして（笑）なごみまし
た

   なんちゃってクッキーを喜んで頂けて嬉しかったです
  味 形は置いておいて（笑） 愛情たっぷり⼊っています（＾－＾）

  所⻑さんもお書きのように サプライズゲストの美⼈さんにお会い出来（＾－＾）
  嬉しかったです。 とっても穏やかな⽅でまたお話出来ることを夢⾒ています♪

   
  楽しくお話後 １８時半頃 会場へ向かいました

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7172
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑤

7174 選択 ミキティ 2008-05-30 01:09:13 返信 報告

 綺麗な⼣暮れ時でした コンサートフラッグが なびいて⽬に焼きつけました

いよいよ会場⼊りです まだまだ⼈は多くいました。
 ここで みなさんそれぞれの席で 今夜中に帰宅する私は

  またお会い出来ることを願ってご挨拶しました
  きっとまたお会い出来ることを願って。。。☆’.･*.･

ZARDコンサート初めての私は たくさんの想いを胸に⼊場しました
  みなさんの想いと⼀緒に会場⼊りです

 席はアリーナ席 C2ブロック いよいよ始まると思うとドキドキです

 沢⼭の拍⼿.｡o○.｡o○
  いよいよ泉⽔さん登場です みなさーん 泉⽔さんがこんなに近くにいらっしゃいますよ（＾－＾）   

  わぁぁ 感動でいっぱいです☆’.･*.･:

 オープニングは揺れる想い♪
   所⻑さんがリストを記って下さっていますね

  
  ⼀瞬⼀瞬⽬に焼きつけて 綺麗な泉⽔さんに⾒とれ ⼀緒に歌い笑顔で癒され 元気をいただき たくさんのかけ

がえのないものをいただきました。 

 ♪少⼥の頃に戻ったみたいに
  ♪もっと近くで君の横顔⾒ていたい

  ♪かけがえのないもの
  作曲家 ⼤野 愛果さんの登場 泉⽔さんとピアノ演奏が 重なり合って

 素敵でした ⼤好きな かけがえのないものを聞く事が出来て嬉しかったです

 『あなたに帰りたい』では 綺麗なイントロで始まる瞬間 ブルーのサイリウムを灯して会場が増して⼀体になり
ました。 サイリウムは 帰ってからも余韻に浸って枕元に置いて眠りました☆

 

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7174
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7174


 とってもきれいな光の中で泉⽔さんは歌っていました.☆’.･*.･:
 とってもとっても感動です(*^ｰ^*)

 終盤になって 満喫した気持ちと寂しい気持ちがこみ上げて来ました
  ラストの 『負けないで』 電⾞都合で途中になりましたが⼀緒になって熱唱しました 泉⽔さんを強くたくさん

感て。。
   

  

 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑥

7175 選択 ミキティ 2008-05-30 01:13:24 返信 報告

 会場を 何度も振り返り 駅までダッシュしました
 ヾ(｡･ｪ･)

 私の帰りが超⼼配（笑）な所⻑さん 原宿駅まで送ってくださり お礼と またお会いしましょうね（＾－＾）ご挨
拶

 ⾒えなくなるまで ずっとずっと⾒送ってくれました
  私も 何度も何度も振り返って⼿を振っていました
  所⻑さんは みなさんご存知の通り とってもお優しくてあたたかくて寛⼤なお⽅です（＾－＾） ダンディです

☆
 （＾－＾）尊敬する所⻑さんにお会い出来てとっても嬉しかったです

 そしていつも楽しく 優しく 温かく接してくださる素敵な所員さんにお会い出来てとっても嬉しかったです。
  みなさん お世話になりまして本当にありがとうございました（＾－＾）

 BBS・カフェにて たくさん⽀えて 応援してくださってありがとうございました（＾－＾）

 帰りも超⼼配されながら電⾞に乗り（笑） ZARD♪を聴きながら浸って帰りました♪
   

   帰りの秘話ですが。。。。。
 

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7175
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 帰りの最終新幹線待ちで 同じZARDグッツ袋をお持ちの⼥性の⽅がいらっしゃいました
 お話が弾んで 合席させていただいて チケットのお話になって。。。

  お隣のファンの⽅が チケットを⾒て同伴者さんということは。。。。
  ご⼀緒の⽅に『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』

 と尋ねられました（笑）あはっ♪(^∇^*)*^∇^) あははっ♪ 
   私はなんて答えたか ここも想像 妄想の世界にお任せします（笑）

   
  その後 無事に家路に付きました（＾－＾）

  思い出深い こころに残る⼀⽇でした。
   翌⽇の調査隊にも是⾮混ざりたかったですが またお会い出来る楽しみを

 残して(*^ｰ^*)
  みなさん 本当にありがとうございました

   ⻑⽂ 乱⽂⼤変申し訳ございません☆
     以上 mikiteaレポートでした（＾－＾）

  

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑦

7176 選択 ミキティ 2008-05-30 01:15:32 返信 報告

お決まりの 眠いので おやすみなさーい
  ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…

  寝る5秒前(p.-)4(ρ.-)3(p.-)2(ρ.-)1…(ToT)/~~~おやすみぃ〜♪

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7177 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-30 01:20:27 返信 報告

ミキティさん こんばんは〜︕

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7176
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本当にミキティさんらしいレポートで 思わず微笑んでしまいました︕︕
私もミキティさんとお逢いできたら・・・『ふ〜んわり』と癒していただけそうですねo(>▽<)o 

 とっても優しい⽬線でのご報告をありがとうございました〜♪♪
 ご無事に戻られて 本当に安⼼致しました(●^ω^●)ﾉ 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7180 選択 チョコレート 2008-05-30 10:14:36 返信 報告

ミキティさん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 待ってました〜ミキティレポート︕超⼤作ですね︕︕

 でも、ミキティさんのドキドキやワクワク感、よく伝わってきました。
 ミキティさんがライブを満喫されたようで、私もとてもうれしいです。
 お疲れさまでした︕いつか、私もミキティさんとライブでご⼀緒させていただきたいです〜。

 ･･･こんな⼈が増えすぎて「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」が企画できそうですね（笑）。
 レポートありがとうございました。

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7181 選択 ⼭茶花 2008-05-30 10:28:15 返信 報告

ミキティさん、ZARDファミリーの皆さん、こんにちは。

>>５⽉２７⽇ ⼀周忌 そして What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演へ⾏って来ました♪ 
>>いつものペースでゆっくりですが ご報告申し上げます☆ 

 ミキティさんも、strayさんと同じくご参加されたんですね。お疲れ様でした。

>>当⽇は カラッと晴天の良いお天気でした。 
 コンサートのファイナルを迎えるのに、相応しい天候だったんですね。

>>泉⽔さんカラーのブルーな綺麗な⻘空が広がっていました 
 まさに、「揺れる想い」を連想させるセリフですね(笑)

 カラー︓坂井さんの⼤好きなお花
 

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7180
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ブルー︓Sg、AL「揺れる想い」、Sg「愛が⾒えない」、初のBEST盤「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡
〜」

 そしてポカリスウェット。

あと、#7171の投稿された画像ですが、もしかしてツアーグッズでしょうか︖ZARDのイメージにピッタリのデザイ
ンでステキです☆⾃分も憧れるデザインです。

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7184 選択 pine 2008-05-30 10:55:15 返信 報告

ミキティさん こんにちは︕

ほんわかレポート有難うございます︕
 初めてのZARDコンサート、ミキティさんの感動が⼿に取るように伝わってきました。

 とても充実した、味わい深い１⽇を過ごされたようで、嬉しいです。

私もいつか「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」参加させていただきたいです（笑）

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7185 選択 xs4ped 2008-05-30 11:22:53 返信 報告

ミキティさん、こんにちは。

ミキティさんらしい、ほんわかなレポート有難う御座います。(^_^)
 > いよいよ初対⾯の時がやってきましたよ(^_-)-☆ わぁードキドキ♡ 

> 所⻑さんは。。。。 
 > ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに○○に⾒えた 

 >   少し○○ 感じたせい︖声かけそびれたの 
> みなさん妄想好きなので ＯＯはご想像 妄想の世界にお任せ♡（＾－＾） 

 > 所⻑さんは みなさんご存知の通り とってもお優しくてあたたかくて寛⼤なお⽅です（＾－＾） ダンディです
☆ 

 私の⾒解です。(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7184
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7184
https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7185
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7185


②♪スーツ姿の 所⻑は やけに”オヤジ”に⾒えた
  ♪少し”歳︖” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

 あたたかくて寛⼤なお⽅ですと⾔うのは、何となく分かる気がするのですが、⽂章表現が”ダンディ”で無くどうして
も、”オヤジ”に⾒えるので・・・(笑)

 > みなさんの想いと⼀緒にこころをこめて献花しました 
 > とても⼤きな綺麗なカラーのお花 溢れる想い こころをこめて。。。 

 献花出来て良かったですね。
 私も献花したかったです。

 でも、形有るもので何とか「想い」が届けられ、良かったです。(^_^)#7145
 > いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ずかしいですが（*＾-＾

*） 
> 楽しいひとときでした♪ 

 良かったですね。
 私もいつか機会が有れば、皆さんとお会いしたいですね〜

 > ⼀瞬⼀瞬⽬に焼きつけて 綺麗な泉⽔さんに⾒とれ ⼀緒に歌い笑顔で癒され 元気をいただき たくさんのかけがえの
ないものをいただきました。 

 泉⽔さんに「かけがえのないもの」を⼀杯貰ってよかったですね。
 > ♪少⼥の頃に戻ったみたいに 

 > ♪もっと近くで君の横顔⾒ていたい 
 > ♪かけがえのないもの 

 > 作曲家 ⼤野 愛果さんの登場 泉⽔さんとピアノ演奏が重なり合って 
 > 素敵でした ⼤好きな かけがえのないものを聞く事が出来て嬉しかったです 

 私も⼤野さんの「少⼥の頃に戻ったみたいに」のピアノに引き込まれてました。
 「かけがえのないもの」も聴いてみたかったですね〜

 羨ましい〜
 最後まで会場に居られなかったのは残念でしたね。

 無事、帰還出来て良かったですね。
 暫くは、余韻を楽しんで下さいね︕
 お疲れ様でした。



Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7190 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-30 12:43:25 返信 報告

ミキティさん、こんにちは。
 昨夜、待ちくたびれて寝ちゃった︕（笑）

のほほ〜んレポート、ありがとうございます（笑）。
 最初にZ板でお会いした時から、そう感じていましたが、ミキティさんの⽂章は魅⼒（魔⼒︖（笑））がありますね。

 読んでるこちらまで、幸せ〜な気分になって、笑顔になっちゃいますよ。

とても思い出深いZARD初ライブになりましたね。
 チョコレートさんが仰ってるように、「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」の企画が実⾏になるなら、

 是⾮、参加してみたいと思いましたぁ〜（笑）。
 その時は、愛情たっぷりの「⼿作りクッキー」も、参加特典でプレゼントしてね（頼）。

ミキティさんが参加して下さって、Z研メンバーも、とても喜んでいます。
 これからも引き続き、カフェの店番もよろしくお願いします︕

 いつまでもZ研に居続けて（住み込み可︕（笑））下さいね（笑）。
 

ミキティ レポートへの補⾜

7191 選択 stray 2008-05-30 12:45:59 返信 報告

皆さんこんにちは︕

私の⾟⼝レポと違って、ミキティさんのイメージどおりの「ほんわか」レポートですね（笑）。
ゲストの皆様には、レポ⑥で話が⾒えない記述があるかと思います。

 >  お隣のファンの⽅が チケットを⾒て同伴者さんということは。。。。 
 ↑ここです。

私が勝⼿に補⾜しちゃいますが、私はペアチケットを購⼊してて、
 同伴者チケットをミキティさんにお譲りしたんです。

 なのでミキティさんがお持ちのチケットには「○○の同伴者様」と記されています。
 

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7190
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それを新幹線でご⼀緒になったZARDファンにお⾒せしたところ、
『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』と聞かれてしまったということなんです。

このセリフ、カーディガンさんにも当て嵌まるんですけどね（笑）。

ミキティさんが何と答えたか・・・私の推理を発表します︕
 「まさか︕”メタボおじさん”でしたから（笑）」

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7192 選択 アキラ 2008-05-30 12:57:12 返信 報告

こんにちわ＆おひさしぶりですミキティさん、ミキティさんらしいほんわかレポート楽
しく拝⾒させていただきました♪

 strayさんやこちらの所員さんとのご対⾯出来ず残念でしたがミキティさんが参加してる
と知ってれば時間と場所をお知らせしてましたよ〜(*_*)⾮常に残念です（涙）私もい
つか

 「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」参加させてくださいね!(^^)!

私も前⽇の夜はなかなか寝付けず夜中の２時半まで起きてました、今回は２度⽬のZARDライブでしたが前回の横浜
公演とは⽐較にならないくらい会場は盛り上がり＆⼀体感がありましたね＼(^o^)／是⾮〜来年の夏も〜♪ライブやっ
てほしいものです(^^♪

因みに私のstrayさんの想像は
 ③♪スーツ姿の 所⻑は やけに”えらそ”に⾒えた

   ♪少し”威厳” 感じたせい︖ 声かけそびれたの
 でした、どうしてもＺ板当時の頃の最初のイメージがそうなので（笑）因みに私はたいがい初めて会う⽅には「想像

通りの⽅でした︕」と⾔われますが皆さん私のイメージをどんな想像されていることやら(T_T)/~~~

では⻑々と失礼しました〜、それではまた遊びにきます、ミキティさんらしいリポートありがとうございました☆

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7193 選択 saki 2008-05-30 17:36:22 返信 報告
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ミキティさん、みなさん、こんばんは〜(^^)/

ミキティさんのレポートを拝⾒していると、とても楽しそうで、
 こちらまで楽しくなっちゃいますね〜o(^o^)o

私の所⻑のイメージは
 >④♪スーツ姿の 所⻑は やけに”ダンディ”に⾒えた 

 >  ♪少し”ドキドキ” 感じたせい︖ ”モジモジしていたの”

って⾔うことにしておきますね〜
 （いつも迷惑ばかり掛けてるので、こういう時にゴマを擦っておかなくっちゃ〜ね）

そして、ミキティさんは、若くてお綺麗な⽅だと確信しましたよ(^_^)v
 あの所⻑がですよ、フィナーレも⾒ずにミキティさんを原宿駅まで⾒送るなんて…

 それ以外に考えられませ〜ん。  そうでしょッ 所⻑︕

明⽇は、いよいよ皐さん登場ですね、ご⼀緒に楽しい⽇にしましょうね(^^)/
 

♪ ありがとうございます ♪♪

7194 選択 ミキティ 2008-05-30 19:33:50 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  あたたかいレスをありがとうございます♪

  いつもののんび〜りペースになってしまいましたが（*＾-＾*） 
  読んでいただいて本当に嬉しいです☆’.･

♪megami さん

 megamiさん こんばんは☆ 早速読んで下さってありがとうございます
  megamiさんの想いを抱えて 泉⽔さんにお会いしてきましたよ(*＾ー＾)／

   いただいた かけがえのないものをmegamiさんの元へ届きますように〜.｡o○.｡o○☆
  megamiさんにお会い出来たら（＾－＾）をたくさんプレゼントしまーす♡

♪チョコレートさん

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7194
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 チョコレートさん レポート楽しみにしてくださってありがとうございます♡
 初めてのことばかりでたくさんご⼼配をおかけしてしまいましたが

  チョコレートさんの応援やサポートでたくさん満喫することが出来ました（*＾-＾*） ニッコリ
  本当にありがとうございます☆

   ご⼀緒ツアー（笑） 私と同伴でしたら超⼼配ツアーになりそうですねっ（汗）（笑）
  是⾮ご⼀緒出来る⽇を夢⾒ています（＾－＾）

 

♪ ありがとうございます ♪♪♪

7195 選択 ミキティ 2008-05-30 19:34:53 返信 報告

♪⼭茶花さん

 ⼭茶花さん こんばんは
  当⽇は お天気まで⾒⽅してくださってスカイブルーな空が広がっていました(^o^)⼃

  #7171はツアーグッツです(*^_^*)  とっても素敵ですよ

 ♪pineさん

 pineさん たくさんの⼼遣いをありがとうございます（＾－＾）
  pineさんのお気持ちいっぱい届けてきましたよ(^o^)⼃

  本当に充実した 味わい深い⼀⽇になりました
  こまったちゃんですけど（笑） 是⾮ご⼀緒にお出掛けしたいですー（＾－＾）

 ♪xs4pedさん

 ♪xs4pedさん こんばんは
 レスをいただいてありがとうございます（＾－＾）

   所⻑さんのイメージ フムフム（笑） 
  実際にお会い出来る⽇に 正解がわかるかも。。。(*＾ー＾)／ 

  4択に追加で 妄想OKですよ 全て違っていたりして（笑）
  献花が出来て本当に良かったです。とっても⼤きく 泉⽔さん

  微笑んでいました☆
   

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7195
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  追悼動画 拝⾒させていただきました
 なみだが溢れ いろんな想いがこみ上げてきました じぃーん

  素敵な作品をありがとうございました

♪ ありがとうございます ♪♪

7196 選択 ミキティ 2008-05-30 19:36:19 返信 報告

 ♪部⻑さん
  

  部⻑さーん 従業員室からもたくさんご⼼配 応援して下さってありがとうござました
  たくさんのかけがえのないものをいただいて帰ってきました（＾－＾）

   昨晩はお待ち下さっていたのですねー。ゴメンナサ〜イ
  ⼤変お待たせしました（笑） 私らしく仕上がったかなと思います

  あまりのんびりしていたら６⽉になってしまーうと思って 後半→汗（笑）
  読んでいただいて気持ち伝わったら嬉しいです(*＾ー＾)／

   
  部⻑さん 私とのツアーだったら とんでもなく超⼤変 ⼼配ツアーに

 なっちゃいますよー（笑）♪
  それでもなんとかついてきて下さる気分になったら（笑）

  愛情たっぷりクッキーBIGサイズ ご⽤意しまーす♡（＾－＾）

 これからも研究所さんで⾯倒をみていただけるのですか（真剣︕）
   ⾒捨てないで宜しくお願いします（＾－＾）

 ♪所⻑さん

 所⻑さん 補⾜ありがとうございますー。
   いつもどこか抜けている私 意味な私（︖︖）を助けていただいて

  神様です（笑）
   

   所⻑さんの推測（笑）（＾－＾） あははははー（笑）
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♪ アキラさん

 アキラさん こんばんは ご無沙汰です♪
  レポート読んで頂けて嬉しいです（＾－＾） 私らしいレポートになりましたでしょうか

 (^_-)-☆
  同じ空間にいらっしゃったのにご対⾯出来なく とっても残念@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ

 です。 
  いつの⽇か ご対⾯出来る⽇を夢⾒ていまーす（*＾-＾*） ニッコリ☆ 

  アキラさんも寝付けなかったのですね〜 いろんな想いが。。。。
  アキラさんのイメージを想像中・・・（笑） きっと素敵なお⼈なのでしょうね（＾－＾）

   所⻑さんのイメージ なるほどー（笑）
  今夜また妄想してお休みくださいね(^o^)⼃

  レスをくださってありがとうございました♪
 

♪ ありがとうございます ♪ ♪♪

7197 選択 ミキティ 2008-05-30 19:37:19 返信 報告

♪ｓａｋｉさん

 ｓａｋｉさん こんばんは
  レスありがとうございます。

  私ならではな雰囲気が伝わって嬉しいです（＾－＾）

  所⻑さんのイメージ。。。
   そうそう ④でなきゃですね（笑） オコラレルゥー(ｐ＿・ｑ) チラッ 

   
   所⻑さんのお役⽬で送っていただけたのですよね 所⻑さん︕

  ｓａｋｉさん（＾－＾） お忙しいなかですが 少しでもお⾝体を休めて
 明⽇ ご⼀緒に皐さんと楽しい⼀⽇を過ごしましょうね♪

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7197
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 皐さんへ（＾－＾）
 皐さーん♪ 明⽇お会い出来ることをとっても楽しみにしていま〜す♡♡（＾－＾）

 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7198 選択 ⿊杉 2008-05-30 21:13:37 返信 報告

ミキティさん、今晩は。

出遅れた書き込みで、⼤変申し訳ありません。
 今しがた、帰宅したものですから、すっかり遅くなってしまいました。(汗)

  

ミキティさんの⽂章は、本当に温かで優しいですね。
 レポートを読んでいる間中、⾃然と⼝元に笑みが浮かんでしまいました。

帰りの秘話の部分で、ん? と⾸を捻る箇所がありましたが、
 stray所⻑さんの補⾜を読んで「ああ、なるほど」と、疑問が氷解いたしました。

>ご⼀緒の⽅に『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』 
>と尋ねられました（笑）あはっ♪(^∇^*)*^∇^) あははっ♪ 
>私はなんて答えたか ここも想像 妄想の世界にお任せします（笑） 

 ん〜、何とお答えされたのでしょう。気になります。(笑)

ミキティさんが代々⽊で感じられた"幸せ"な気分を、お裾分けして頂くような⼼温かなレポート、ありがとうござい
ました。

  
                         ⿊杉

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7199 選択 miho 2008-05-30 21:25:47 返信 報告

ミキティさんみなさんこんばんは!!
 お久しぶりです!!
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>ファミレスで ゆっくり落ち着いてお話出来ました。 
 >いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ずかしいですが（*＾-＾
*） 

  >楽しいひとときでした♪
 >ファミレスでも 所⻑さんのなんでもポケットから 出て来る 出て来る（笑） 

  >いろいろ頂き物をしまして ありがとうございました
 （＾－＾）

いいですね〜♪私も…みなさんに会ってみたいです。

 >記念に素敵なネームプレートを下さり（写真） かけがえのない宝物です
   

>あれっ︖ とお思いの⽅もいらっしゃるかもですが  
 HN mikitea になっていますね♪

  >ここてトリビアです♪名前の⼀部と 紅茶・お茶が好きな>私はmiki ＋tea で mikitea（＾－＾） そして 名
前にmikiが付く⽅はミキティと可愛らしい呼ばれたりするので >両⽅かけてのHNを作ってみました

 (*^ｰ^*)
   > へぇ〜 ボタン 何個押しました︖（古っ） （笑）

いいHNの由来ですね。

へぇ〜ボタン20へぇ~押しましたよ（笑）

私は…とある歌⼿の名前が由来です。今は…歌⼿ではないです。
 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7201 選択 カーディガン 2008-05-30 22:10:16 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。

ほんわか、レポートありがとうございます。
 読んでいて、ほんわかといやされますねぇ(^^♪

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7201
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ミキティさんは、想像していたよりも、ほんわかといやされました。
おみやげまでいただいてありがとうございます。まだ⾷べていませんが、ゆっくりと味わいますね(^_-)-☆

コミカルで、ミキティさんらしいレポートですね。昨⽇、夜中にミキティさんが書きこんでいくのを⾒ていました。
順次書き込まれていって、けっこう続いていくので、これは、しっぱいしないように、所⻑の⾔いつけをまもってい
るんだと、わかりました。ずいぶん続いて、お休みマークが出るまで、カキコをしないように待っておりました。そ
の後も、⼀番はねらえましたが、そこはじっとがまんしておりました。⼀番乗りは⼥性陣にお譲りするために(^O^)

なかなかファン同⼠お会いできませんが、あのようにファン同⼠でお話するのもほんとに不思議な感覚ですね。いろ
いろと楽しくお話できてよかったです。またお合いするときには、ウエイトレスよろしくお願いしまーす。ドリンク
バーがいつもよりおいしかったですよ(^_-)-☆

それでは、また「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」でお会いすることができますように。
 とても楽しい時間をありがとうございました。

p.s.サプライズ美⼈さん、そのうち登場してくれるといいですね。ＢＢＳでまた仲間が増えると楽しいですね(^^♪

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7202 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-30 22:43:59 返信 報告

ミキティさん、こんばんは、
 ⻲レスすみません。

 昨晩ちょっと⾒ましたが、レスできず寝てしまいました。
 誰かの⾔葉の、「お家に帰るまでがオフ会ですから」ってのがあったけど、ミキティさんのココロ温まるレポートで

無事、オフ会終了ですね。(笑)

しかし、献花台では⼀列に並んで、ムサイ男の中に紅⼀点、避暑地のお嬢様のようなミキティさんにカラーの花束を
捧げてもらって、絵になりましたな〜。

また、昼の部のオフ会では、トレヴィの泉⽔さながらカフェでいつもやってるのか、コーヒーを持って来てもらった
り、ありがとうございました。

いただいたクッキーもオフ会を思い出しながら、いただきました。

そして、なにより泉⽔さんのライブに感動されたようで、我がことのように嬉しいです。
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なかなか、投稿がなかったので⼼配してましたが、こんなにワクワク、ドキドキ、ニヤニヤする⼤レポートを作って
いたとは、待っていただけありました。

 ありがとうございます。
 次回のオフ会は是⾮、Ｚ研レディスの幹事を宜しくお願いします。(笑)

 

ありがとうございます♪ ＃２

7405 選択 ミキティ 2008-06-01 01:44:30 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 昨晩は皐ちゃんにお会い出来て本当に嬉しかったですね
 （＾－＾）

  またお会い出来る⽇を楽しみにしています
  皐ちゃんＤＡＹ ｍｉｈｏちゃんＤＡＹ⼀⾊に こころを込めてと思いお礼を下書きして⼤事にしていました〜

   読んでいただいてありがとうございました☆

⿊杉さん♪

 お仕事後のお疲れのときでしたのに 読んで下さってありがとうございました
 遅いなんて 全然そんなことありませ〜ん☆

  早くってビックリするくらいです(*^ｰ^*)
  読んでいただいて少しでも和んでいただければ嬉しいです♡（＾－＾）

  
 また⿊杉さんの 楽しいお話たくさん聞かせてくださいね。

  とっても楽しみにしているんですよ(*＾ー＾)／

mihoちゃん♪

 ｍｉｈｏちゃんへ届きますように☆☆
  ｍｉｈｏちゃん いつもｍｉｈｏちゃんらしい作品を楽しみにしていました。

   いつも可愛らしく投稿して下さるｍｉｈｏちゃんが⼤好きです
  レポート読んで下さってありがとう（＾－＾）

  わたしにとってかけがえのない時間でした。

https://bbsee.info/straylove/id/7168.html?edt=on&rid=7405
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7405


  これからもｍｉｈｏちゃんらしく 真っ直ぐなこころで頑張ってね♪
 いつもどんなときも応援しています(^o^)⼃

  またいつでも会いにきて下さることを楽しみにしています☆’.･*

 

ありがとうございました♪ ＃２
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カーディガンさん♪

 カーディガンさん こんばんは
  当⽇はお世話になりまして本当にありがとうございました。

   レポート読んでいただいてありがとうございます。
  書き込んでいたところを⾒ていて下さったのですね

  なんだか恥ずかしい感じですが（笑）優しく⾒守って下さってありがとうございます。
  夜中にせっせと書き込んできましたね 私(*^ｰ^*)

   
  ご⼀緒させていただいてカーディガンさんの優しさがいっぱい伝わってきました☆’.･*

  いろいろとお役にたてたか⼼配ですが お会い出来てとっても嬉しかったでーす（＾－＾）
  ミ○○ィなんちゃってツアーあるかな︖（笑） そのときは是⾮また宜しくお願いします♪

  カーディガンさんの その後がとぉっても気になりますが・・・（笑）
  またお話を是⾮ お聞かせ下さいね(^o^)⼃

アネ研さん♪

アネ研さん いろいろとお世話になりましてありがとうございました☆
 グッツの購⼊をお願いしてしまい申し訳ございませーんU｡･x･)ﾉ

 私の宝物になりました（＾－＾） ありがとうございます

わたしながらの遅い投稿でご⼼配おかけしましたが、無事に家路に着いて
 （オフ会も終了出来て）安⼼です。
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 献花台へ向かった姿は 映画のワンシーンのように思い出深いです☆’.･*.･
今⽇の特番で映るかしら♡ （最初に 献花の場⾯がありましたね）

 また近々お会い出来る⽇を夢⾒ています。
  翌⽇も参加したかったmikiteaより（＾－＾）

おやすみ〜☆
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今⽇は充実した⼀⽇でした〜
  まぶたが急速に閉店の準備開始

 (ρ_・).。ｏ○
  ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…
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