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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

5⽉27⽇ 快晴
11352 選択 stray 2012-05-27 09:02:32 返信 報告

皆さんおはようございます。

カニフォルニアは雲ひとつない快晴です。
 湿度も低く、爽やかな⾵が吹き渡っています。

 晴れ⼥・泉⽔さんのご命⽇にふさわしいお天気です。

5⽉27⽇という⽇を、ここ4年間ずっと東京で過ごしてきたので、
 ⾃宅に居る⾃分がすごく新鮮に感じられるのですが、

 何をしたらいいのかわからず右往左往しています（笑）。
 

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11352
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11352
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ccd2d123f4ec4d777fc6ef757d0fb642.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


お留守番組の皆さんの気持ちがよ〜く分かります（笑）。
誰か何かやってくれいかしら︖と期待しちゃいますよね（笑）。

Z研としての企画はありませんので（sakiさん、Ｚ研LIVEないですよね︖）、
 私はのんびりと1⽇、泉⽔さんの映像を観ながら過ごそうと考えています。

 皆さんもそれぞれの⽅法で泉⽔さんを偲んで下さい。

ZARD GALLERYに⾏かれる⼈は、是⾮様⼦をレポして下さい。

今夜のニコニコ再放送（21:00-24:00）は、SH2012の映像が期待できるかもです。

⾵化するといけないので書いておきます。
 泉⽔さんが亡くなったのは5年前の今⽇（15:10）ですが、
 転落したのは昨⽇の早朝（5/26、5:40頃発⾒）で、

 我々がそれを知るのは明⽇（5/28 11時頃テレ朝が速報）になってからです。

空⽩の54時間に何があったのか・・・

この5年間その解明に躍起になって取り組んできましたが、
 残念ながら真相は闇に包まれたままです。

 将来、真相が明かされる⽇が来るとしても、たぶん、私が死んだ後でしょう（笑）。

ZARDブルー
11353 選択 ドルチェ 2012-05-27 10:44:34 返信 報告

ストちゃん、みなさんおはようございます。
 今年も私たちにとって特別な5⽉27⽇がやってきましたね。

 佐賀も爽やかで最⾼のお天気です。全国的に晴れているのかな。
 さすが泉⽔さん︕ありがとう。

今⽇は午後から、泉⽔さんの詞にも出てくるラベンダーを⾒に⾏こうかな、と思っています。
 昨⽇よりもっとずっと 泉⽔さんのこと愛しいよ︕

 ではまた遊びにきますね。

ZARDブルー
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11355 選択 saki 2012-05-27 12:36:11 返信 報告

泉⽔さん、strayさん､ドルチェさん､みなさん、こんにちは〜(^^)/

今⽇は､何かＺ研で催しが有るのかなぁ〜 なんて思いながら…
 今、仕事中です… (ToT)

 今年は、仕事という事もあって、私のほうでは、何も企画を考えていませんでした…(^^;泉⽔さん、ごめんなさい…m(_
_)m

でも、いつも、いつでも泉⽔さんの事を想っています。

携帯から…  sakiでした。

Re:ZARDブルー
11356 選択 noritama 2012-05-27 13:15:30 返信 報告

こんにちは。
 六本⽊も快晴ZARDブルーです。

 開場早々にGALLERYは⼊場規制でした。
 午前は15〜30分待ちぐらい。外の記帳も同じくらい。

 シアターの混雑ですね。⼊れ替えになっているようです。

Re:ZARDブルー
11361 選択 pine 2012-05-27 20:00:29 返信 報告

みなさん こんばんは

⼤阪もZARDブルーの⼀⽇でした。
 ５年前の５⽉２７⽇、何〜にも知らずに「梅酒」を漬けていました。(^^;)

 2007.5.27と書いたラベルを貼った梅酒、まだ飲めません。いつになったら飲めるかな︖(苦笑)

ニュース速報を⾒た瞬間からZARDにはまっていった私ですが、これからもずーっとずーっと泉⽔さん、⼤好きです︕(*^
^*)

https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11355
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11355
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11356
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11356
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11361
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11361


Re:5⽉27⽇ 快晴
11363 選択 hang 2012-05-27 20:13:03 返信 報告

strayさん､ドルチェさん､sakiさん､noritamaさん､こんにちは

strayさん､きれい花ですね︕泉⽔さんに嬉しいと思います
 私の絵て献花台着いた多分〜

ドルチェさん､とにかくのお天気､泉⽔さんの歌お聴き時、空は快晴なります〜〜

sakiさん､⽇曜⽇まだ仕事ある⼤変ですね︕

noritamaさん､お願い〜レポして下さい︕m(__)m

ZARD命⽇
11364 選択 まさやん 2012-05-27 20:14:30 返信 報告

今⽇はギャラリーへいった⽅、都合上⾏けなかった⼈も、泉⽔さん泉⽔さんの想いは伝わると思うよ︕結構⾏列してたし
まだまだファンはなくならないですよね♪時間があったからお墓参りもしてきました。今回は20⼈位きたとのことです。皆
さん、控え⽬に気を使ってお墓には来なかった⾒たいですが、御⺟様はファンが来てくれて嬉しいと⾔ってたそうです︕
是⾮迷惑かからない程度にない程度にお墓参りお願い致します︕

Re:ZARD命⽇
11365 選択 stray 2012-05-27 20:36:19 返信 報告

皆さんこんばんは。

全国的にお天気がよくて、皆さん思い思いの1⽇を過ごされたようですね。
 昨年は⼩⾬がパラつく涼しげな天気でしたが、2008、2009は暑かったですね。

ドルちゃん︕
 佐賀は真夏⽇になったみたいですね（笑）。

 メガちゃん追悼動画に使わせてもらったけど、あのラベンダー畑の写真は芸術的でした。
 今年はうまく撮れたかな︖あとでUpしてね︕
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sakiさん
昨年の「Ｚ研版ＷＢＭｆ２０１１」[7148]が凄かったので、

 今年も作り溜めしてるのかなぁと思って（笑）。

noritamaさん
 開館時間からすでに⼊場規制ですか︕

 少なく⾒積もっても1,000⼈は訪れるでしょうから、⼤⾏列が出来たんじゃ・・・

pineさん
 あの⽇は梅酒を漬けていたんですか︕（笑）

 飲めないですよねぇ、いつか飲める⽇が来るといいですけど。

hangさん
 スケッチ完成したのですね、でも、⾊が無い（笑）。

 献花台に着いているといいですね︕

まさやんさん
 命⽇スレをこちらにまとめましたので、あしからず。

 お墓参りにいかれましたか︕ 泉⽔さんもきっと喜んでいることでしょう。
 20⼈位とは思ったより少ないですね。ファンがお参りできるような造りに
 なっているので、周りに迷惑さえかけなければ問題ないはずです。

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11383 選択 goro 2012-05-27 21:55:25 返信 報告

みなさん こんばんは

今⽇は献花に⾏きました。
12時30分過ぎに到着しましたが、ギャラリーの中に⼊るまでに20分、映像を⾒るのに15分、スタンプ押すのに20分と、

 いつになく⼤勢の⽅々がいて、良かったと思います(笑)。

「いつも新しい元気をありがとうです」という気持ちでお祈りしてきました。
 そう、ついに泉⽔さんのゆかりの地を概ねですが巡ることができて、無事に帰ってこれました。

 ギャラリーの中でシドニーの写真が飾られているのを⾒て、ふと思い出して、微笑んでしまいました。
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こうして泉⽔さんに導かれて、ここ数年は素晴らしい素敵な旅をすることができました。
泉⽔さんの⾏く所にはいつも⾊んな新しいことがあって、いつも新鮮に写っていました。

 泉⽔さんが各々の⾵景を⾒て、どんな⾵に過ごしたのか、どんな事を感じたのか、想像していました。
 これからも⾏く機会があれば⾏ってみたいものです。

 そう、この旅を⾏くにあたって、Ｚ研のみなさんと⼀緒になってロケ地を探したのも感謝です︕
 これだけの世界中のロケ地を独りで探すことは決して出来なかったですもの。

 本当にありがとうございます︕
 泉⽔さん︕Ｚ研のみなさん︕これからもよろしくお願いします︕

そう、ギャラリーでマイフレンドのマグカップを買って(笑)、ギャラリーを出たら、PANさんがいました。元気そうで何
よりでした︕

 今⽇はお墓参りできなかったけど、strayさんが今度出張等で来られた時に⾏ってお祈りしたいねと話していました(笑)
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11384 選択 カーディガン 2012-05-27 22:21:16 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは︕お久しぶりです。
 所⻑、いつも掲⽰板の運営⼤変だと思いますが、所⻑の思いが特に深いことを感じています。

 今年は、集まりがないのが残念ですが、B社には、ファンの思いをそれなりに汲み取ってもらっていながらも、まだまだい
ろいろとしてほしいことが多いところですね。

 今⽇の泉⽔さんのご命⽇をみなさん、思い思いに過ごされているんですね。
 私も、ここ数年はご命⽇を東京で過ごすことが多かったのですが、今年は、家にいます。

 ZARDの曲や映像を⾒ながら、ゆっくり過ごしたいところですが、いろいろと忙しく、今年は時間を取って東京まで⾜を運
ぶこともできないでいます。
あれから、もう５年なんですね、毎年、この⽇が来ると思い出します。今年もZARD GALLERYに⾏かれた⽅も多く、まだ
まだ、みなさんの思いが深いことを感じます。今年はコンサートなどの⼤きいこともないのですが、毎年、この⽇のため
に集まることができることはとても意味深いことですね。来年は何かあるのでしょうか。期待しながら、来年まで待ちた
いと思います。

Re:5⽉27⽇ 快晴
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11386 選択 sakura 2012-05-27 22:34:18 返信 報告

みなさん、こんばんは。

お墓参りですか‥。ZARDファン歴約1年の私にとっては、まだまだハードルが⾼いですね。
 昨⽇上京した時には時間もなかったこともあり⾏ってはいませんが、「ZARDファン」と堂々と⾔えるように

 なったら、⾏ってみたいですね。
 今はまだお墓の場所は知りませんが、その頃には知っていることでしょう。

泉⽔さんにハマッて以来、毎⽇ZARDの曲を聴いていますが、これからも聴き続けます︕
 わからないこと、知りたいこと、まだまだ出てきそうですが、これからも相⼿にしてやってください。＞Ｚ研の皆様

Re:5⽉27⽇ 快晴
11387 選択 stray 2012-05-27 22:42:17 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

毎年今頃の時間帯は、LIVEが終わってワイワイ呑んでる時間なのに（笑）、
 家に居るのはお互い何か変ですよね（笑）。

 来年は7回忌ですから、最低でもSHを開催してほしいものです。
 できればLIVE、B社は前⾔撤回しても構わないので（笑）。

 
 sakuraさん、こんばんは。

ファン歴の⻑短なんてまったく関係ありませんよ〜。
 その⼈がどれだけ泉⽔さんのことを想っているか、それだけです。

 わからないこと、知りたいことがあったらドンドン聞いてくださいね。
こちらこそこれからもヨロシクどうぞ︕

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11388 選択 sakura 2012-05-27 23:01:42 返信 報告
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strayさん、こんばんは。

ちょうど、「Ｚ研版ＷＢＭｆ２０１１」を⾒ていました。
 Ｚ研の皆様には、ほんと脱帽です︕︕

> わからないこと、知りたいことがあったらドンドン聞いてくださいね。 
 > こちらこそこれからもヨロシクどうぞ︕

ありがとうございます。あまりにも素⼈の質問をしてしまうかもしれませんが、ご愛嬌ということでお願いします。
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11389 選択 stray 2012-05-27 23:05:30 返信 報告

goroさん、こんばんは。

GALLERY、さすがに今⽇（だけ）は混んだようですね。
 その後、都内のロケ地巡りだったのでしょうか。新しい発⾒があればお知らせください（笑）。

この5年間、いろんなことがありましたが、⼀番楽しかったのは「泉⽔坂」の捜査です（笑）。
 全海外ロケ地を制覇されて、今後の⽬標がなくなってしまいましたが（笑）

 新たに⾒つかったＮＹのロケがgoroさんを呼んでますので（笑）、今後ともよろしくお願いします。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11390 選択 goro 2012-05-27 23:37:32 返信 報告

strayさん こんばんわ

今⽇は献花だけでございます(笑)
 晴天の中、⼤勢の⽅々が来られて、泉⽔さんは喜んでいると思います。

「泉⽔坂」、懐かしいですね〜
 当時はストリートビューが使えない状態だったので、

 試⾏錯誤の捜査でしたが、みんなで⾊々想像して、
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楽しかったですね︕
私も⼀番楽しい捜査でした︕

Ｚ研の⽬的の１つを達成︖しましたが、今後もずっと泉⽔さんのゆかりの地は残っていてほしいと願うばかりです。
 また機会があれば再び⾏ってみたいものです。

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11391 選択 noritama 2012-05-27 23:59:37 返信 報告

こんばんは。

献花台のお写真です(^^)
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11392 選択 noritama 2012-05-28 00:06:54 返信 報告

献花台のお写真その2
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11393 選択 noritama 2012-05-28 00:09:58 返信 報告

献花台のお写真その3
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11394 選択 noritama 2012-05-28 00:15:41 返信 報告

献花台のお写真その4
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11395 選択 noritama 2012-05-28 00:18:51 返信 報告

献花台のお写真その5
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11396 選択 noritama 2012-05-28 01:15:31 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/6e0cf80a83327822a972bcde3c1d9740.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11394
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11394
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/86fe37cd03aa605545a7854608e98c35.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11395
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11395
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d974ad2631a2a6977d640ba9d4c98bdd.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11396
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11396


GALLERYに着いた10:35頃、開場間近の様⼦です。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11397 選択 noritama 2012-05-28 01:19:06 返信 報告

スタッフが献花台を整えています。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11398 選択 noritama 2012-05-28 01:26:31 返信 報告

10:40頃、少し早めの開場です。
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11399 選択 noritama 2012-05-28 01:32:06 返信 報告

整然と次々に献花されています。
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11400 選択 noritama 2012-05-28 01:35:06 返信 報告

GALLERYの⼊⼝附近が混雑してる?

Re:5⽉27⽇ 快晴
11401 選択 noritama 2012-05-28 01:37:31 返信 報告

あら! ここにも泉⽔さん(^^)

Re:5⽉27⽇ 快晴
11402 選択 noritama 2012-05-28 01:43:28 返信 報告

外は献花と開場を待っていた⼈がひと仕切りついて⼀息。
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11403 選択 noritama 2012-05-28 01:45:49 返信 報告

奥は記帳コーナーですね。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11404 選択 noritama 2012-05-28 02:11:29 返信 報告

11:20頃には、GALLERY待ちの列が(^^;)

Re:5⽉27⽇ 快晴
11405 選択 noritama 2012-05-28 02:19:39 返信 報告

献花来場も増えてあっという間に･･･
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11406 選択 noritama 2012-05-28 02:33:50 返信 報告

花束の並びが綺麗!

Re:5⽉27⽇ 快晴
11407 選択 noritama 2012-05-28 02:39:34 返信 報告

スタッフも⾊々⼤変です。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11408 選択 noritama 2012-05-28 02:47:48 返信 報告
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⿇布⼗番のスタバで、暑かったのでこんなのを(笑)飲んで休憩。
ソイ(⾖乳)ストロベリークリーム フラペチーノ。あっという間に飲んでしまって･･･物⾜りない(笑)

 ブラっとして、献花のお花を購⼊してGALLERYへ戻りました。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11409 選択 noritama 2012-05-28 03:01:14 返信 報告

15時頃にGALLERYに戻ったら、⼈も花束もすごい増えてる!
 献花をしてしばし･･･

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11410 選択 noritama 2012-05-28 03:06:31 返信 報告

15:10頃の様⼦。黙祷

Re:5⽉27⽇ 快晴
11411 選択 noritama 2012-05-28 03:12:04 返信 報告
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スゴ! たぶんお花ですよこれ。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11412 選択 noritama 2012-05-28 03:18:22 返信 報告

記帳は、無地のメッセージカードにメッセージを記⼊して、投函するスタイルでした。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11413 選択 noritama 2012-05-28 03:26:04 返信 報告

天気が良くて穏やかで、本当によかったです。
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11414 選択 noritama 2012-05-28 03:35:36 返信 報告

16:00頃列に並んで、GALLERY⼊場に20〜30分位待ち、シアターも15分待ちでした。
 ⼣刻の献花台です。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11416 選択 noritama 2012-05-28 03:46:00 返信 報告

⼣刻の献花台その2
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11417 選択 noritama 2012-05-28 03:49:52 返信 報告

⼣刻になっても来られる⽅はいらっしゃいます。うれしいですね。
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11418 選択 noritama 2012-05-28 03:57:56 返信 報告

閉場時刻。
 本⽇は特別な⽇、スタッフが最終のお客さまをエントランスでお⾒送りしていました。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11419 選択 noritama 2012-05-28 03:59:39 返信 報告

夜は、また雰囲気が違いますね。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11420 選択 noritama 2012-05-28 04:04:15 返信 報告

皆さん名残惜しくてなかなか帰りません(笑)
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Re:5⽉27⽇ 快晴
11421 選択 noritama 2012-05-28 05:38:48 返信 報告

なかなか帰らない私たちに(笑)
 最後に、B社のこちらの⽅から〆のお話がありました。

 出だしは向かい側の歩道にいたので聴きそびれましたが、
 聴き取れるところだけ要約すると、

 『･･･昨年20thが始まって今年の2⽉まで･･･その流れで･･･(バスの雑⾳で聴こえない)･･･
 GALLERYの⽅も今⽉いっぱいで終わりますけれども

 4ヶ⽉間･･･たくさんの⽅に来ていただき、坂井さんをを偲んでいただき、我々も本当に感謝しております。ありがとうご
ざいました。

 来年は7回忌、そして25周年30周年というふうに続いていきますけれども、
 我々スタッフもほんとうにこのZARD、坂井泉⽔というアーティスト、そしてその作品をこれからも後世にずっと残るよう

に努⼒していきたいと思っております。
 皆さんにもこれからも引き続き末永く応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 沢⼭の⽅々に最後まで残っていただいておりますが、時間にもかぎりがありますし、本⽇はこれで〆させていただきたい
と思います。ほんとうに今⽇はありがとうございました。』

 という感じでした。
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11422 選択 noritama 2012-05-28 05:44:16 返信 報告

⾨扉が閉められ。スタッフは作業です。
 スタッフの皆さん、運営ご苦労様でした、ありがとうございました。

Re:5⽉27⽇ 快晴
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11423 選択 noritama 2012-05-28 06:03:02 返信 報告

hangさん おはようございます。

これですね(^^)
 偶然たまたま撮っていました。

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11424 選択 noritama 2012-05-28 06:06:47 返信 報告

他の時では花束に隠されてしまっています｡
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11425 選択 チョコレート 2012-05-28 08:03:45 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、sakiさん、noritamaさん、pineさん、hangさん、まさやんさん、goroさん、カーディガンさ
ん、sakuraさん･･･皆さん、こんにちは。

 昨⽇はここに来れなかったチョコです(苦笑)。

特別な︖イベントもなかった初めての昨⽇、皆さん、それぞれに過ごされた様⼦でしたね。
 今までの4年、ずっとお留守番組だった私、そんな昨⽇は東京某所に⽸詰でした(苦笑)。

 なんで、この⼤事な⽇に･･･(汗)。

六本⽊のGALLERYに⾏くことはかないませんでしたが、noritamaさんの詳細なレポを⾒て、⾏ったような気分になりま
したよ(笑)。ありがとうございました︕

https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11423
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11423
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4793db902bf3f6e97069337540625c11.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11424
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11424
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/15d0beeeeaa7f86a5f2c6b493c29776f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11425
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11425


 
noritamaさんは丸1⽇、GALLERY周辺で過ごされたのですね〜良いなぁ。
 

 あと数⽇でGALLERYも終了してしまいますが、7周忌にイベントはもちろん、それまでの1年も何かの形で（SH2012のD
VD化やGALLERYの地⽅巡回など･･･)、続けていってほしいと思っています。

5⽉27⽇
11426 選択 WO 2012-05-28 12:17:39 返信 報告

Strayさん、皆さん、いつも楽しく拝⾒しています。noritamaさん、詳細なﾚﾎﾟお疲れさまです。感動しました。
 私も昨⽇短い時間ですが、献花と記帳に参りました。

 14時頃でしたが、銀座⼭野楽器の坂井さんと漢字違いの⽅含む⼭野の4名の⽅々も招待されていたようで、ちょうど六本
⽊駅から会場まで前を歩いておられました。B社担当で2⽉のｲﾍﾞﾝﾄでいらっしゃった⽅のようでした。

 私も献花とﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ記⼊、撮影を後悔のないようしてきましたが、ｷﾞｬﾗﾘｰへの⼊場はかなり待ちそうで、その後⽤事が
あったため断念しました。31⽇までのうちすいていそうな時を⾒計らってとは思いますが。。。

 遠くから来られた⽅も⼤勢いらっしゃるとは思いますが、盛況に終わったようで、本当に嬉しく思います。
 この5年間はあっという間で、時が⽌まったような感覚です。泉⽔さんのことを忘れた⽇も1⽇もありません。

 ﾌｧﾝの後押しで、少しでも企画が続くことを願っています。

Re:5⽉27⽇ 快晴
11427 選択 stray 2012-05-28 12:31:05 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

昨⽇はほぼ1⽇中GALLERYに張りつかれていたようで（笑）、
 暑い中、たいへんお疲れさまでした。そして、

 詳細レポどうもありがとうございます。
 おかげさまで「6周忌⿃居坂ドキュメント」を⾒ているようです。

今回は写真撮影OKだったのですね、武道館や代々⽊の撮影禁⽌は
 いったい何だったのでしょう（笑）。
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hangさんのスケッチもちゃんと収めて来て下さって・・・
hangさん︕ 献花台に飾ってもらえて良かったですね︕

 もう少し⼤きかったら⽬⽴ったでしょうに（笑）。

閉館時間になっても帰らない⼈たちって（笑）、⻘⼭葬儀所でもそうでしたが
 名残り惜しいですよね・・・お気持ちよく分かります。

B社スタッフさんの挨拶は貴重です。
 来年の7回忌、25周年、30周年には何らかの企画をやるつもりと

 受け取ってよいのではないでしょうか。

B社の運営スタッフの皆さん、献花に⾏かれたファンの皆さん
 お疲れさまでした。そしてどうもありがとうございました︕

Re:5⽉27⽇
11428 選択 stray 2012-05-28 12:48:13 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

なんと、昨⽇は東京で⽸詰にされていたんですか︕
 お仕事終わってから駆けつければ、帰らない⼈たち（笑）と合流できたかも。

5年前の今⽇は、朝から外回りに出ていたので、訃報を知ったのは⼣⽅でした。
 お昼前後に速報で知った⼈は、信じられないニュースに唖然とし、

 お昼ご飯も喉を通らなかったことでしょうね。
 リアルタイムでその現実を共有できなかったことが、今だに残念です。

GALLERYの地⽅巡回は難しいかも知れませんが、
 SH2012のDVD化は是⾮やって欲しいですね︕

頼みますよ、B社さん︕（笑）

 
 WOさん、こんにちは。
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ホント、noritamaさんの詳細レポは感動ものです。
⼀連の写真にWOさんが写っていなければ、スタバで休憩中だったのかも（笑）。

私もこの5年間、1⽇⾜りとて泉⽔さんのことを想わない⽇がありませんでした。
 来年の7回忌、25周年、30周年と企画がいつまでも続くように

 ファンサイトの1つとして後押ししていきたいと思います。
 これからもB社に対して⽂句は⾔いますけども（笑）。

 

Re:5⽉27⽇
11431 選択 shun 2012-05-28 19:29:38 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 ドルチェさん、sakiさん、pineさん、hangさん、まさやんさん、

 goroさん、カーディガンさん、sakuraさん、チョコレートさん、WOさん、初めまして︕
 shunといいます。宜しくお願い致します。

27⽇⿃居坂へ⾏った証として、こちらに書き込みさせて下さい。
 noritamaさんのレポと被るところもあるかもしれませんが、良かったら読んでくださいね︕

 それにしてもnoritamaさんのレポはすごいですね︕︕
 感動ものです︕︕︕夜はライトアップされて、とっても綺麗（＾-＾）

え〜昨⽇は14:30前、⿇布⼗番駅に着き花屋に向かったのですが、
 途中浪花家さんの前を通ったので⼀枚パチリ︕

 帰りに寄ってたいやき⾷べようと思ってたのですが、すっかり忘れてしまいました（笑）
 写メ撮ってる⼈はZARDファン︖

Re:5⽉27⽇
11432 選択 shun 2012-05-28 19:41:40 返信 報告

パネル前の花壇を造ったというお店で花束を作って貰いました。
 他にも献花⽤にと買い求める⽅が5・6⼈いて10分程待ちました。
 予約して無かったのですが、カラーは無いですよねと尋ねたら、
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「あっ、最後の2本です」(^ ^)vラッキー
⻘と⽩を基調にお願いしたのですが⻘の花が少なくなっているとの事。

 薄紫やピンクでまとめて貰いました︕店員さんも丁寧な対応で感じ良かったです。

Re:5⽉27⽇
11435 選択 shun 2012-05-28 19:54:24 返信 報告

15:00前には着こうと思い、坂を上ると⾒えてきました...⼈だかりが（笑）
 敢えて混んでそうな時間に⾏ってみようと思ってたのですが、

 やはり皆さん、この⽇この時間にと⾜を運ばれたようです。

Re:5⽉27⽇
11436 選択 shun 2012-05-28 20:11:42 返信 報告

献花台の前に⽴つと毎回、何とも⾔えず胸が詰まります。
 昨⽇は⾵が通り抜けていたので⽬を閉じて⼿を合わせると、

 花の⾹りが泉⽔さんを包み込んでいる様に感じました。

Re:5⽉27⽇
11437 選択 shun 2012-05-28 20:18:14 返信 報告

記帳所では⽩紙のカードにメッセージを書き、箱に⼊れます。
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Re:5⽉27⽇
11438 選択 shun 2012-05-28 20:47:10 返信 報告

ギャラリー⼊場待ちの列に並び、30分程掛かってやっと⼊れました。
 直ぐにシアターの列に並び更に15分(´〜｀）

 シアター内は椅⼦が8脚、あとは⽴ち⾒で⼀杯です。
 今回初めてイヤモニの展⽰上⽅に、防犯カメラがある事に気付いたのですが、

 昨年のマグの事もあり考えてみれば当たり前ですね。
 スタッフは増員されてますが、外で⼈を捌くのに⼿⼀杯で館内は⼿薄に感じられました。

 他の展⽰は変わりないので流す程度で、スタンプ押して出てきました。
 あっ、今回も泉⽔さんテーブルマナーノートからひとつ︕

 「フランス⼈は新しい物好き」だそうです（笑）

Re:5⽉27⽇
11442 選択 goro 2012-05-28 21:12:45 返信 報告

noritamaさん、shunさん、チョコレートさん、WOさん、strayさん みなさん こんばんは

noritamaさん、詳細なレポートをありがとうです。
 最後までいらしたのですね。

 私は混み具合と待ち時間の凄さに圧倒されてしまい、早々とひきあげてしまいました。
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d6e4228a1ac71c06c3aa8c0fb9686bd6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11438
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11438
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7a799f9c485e4b911fb1c78cb7e753e5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11442
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11442


最後には、Ｂ社さんからの暖かいメッセージが頂けて良かったですね︕
hangさんのスケッチも写真に収めることができて良かったです。

shunさん、こちらこそ、はじめまして︕
 レポートをありがとうございます。

 浪花屋さんですか︕
 実はPANさんと偶然お会いした時にどこかでお茶しましょうということになり、浪花屋さんに⾏こうかと思いましたが、

 流⽯に混んでいそうだったので、六本⽊駅近くでお茶しました。
 私は献花するお花を買う店は、結果的に決まってしまって(笑)六本⽊駅の駅ビル︖の花屋さんにしています。

チョコレートさん、東京某所で⽸詰ですか︕
 なんとかして来れれば良かったのに〜(笑)

 ⼤阪や名古屋や福岡等で同じような催しがあるといいですね︕

WOさん、確かに5年間はあっという間ですね。
 ⾃分はあれから何か変わったのかな︖と思うことがあります。きっと変わっているのでしょうが実感がわきません。

 願わくば前に進んでいることを望みます。
 いつまでも悲しんでいるわけにはいきませんので、今⽇が良い⼀⽇であるように頑張ることが、泉⽔さんへの私からのメ

ッセージとしたいものです。

strayさん、本当は昨年のライブみたいにみんなで集まって思い切り騒ぎたかったのですが、今年はイベントが少ない故
に、ひっそりとしたものになってしまいましたね。

 来年、⼤きなイベントがあることを期待していますので、またみんなで集まりましょう︕
 そう⾔えば、１つ気がかりなことがあるのですが、⼟曜⽇⾏われたヒルズパン⼯場のＺＥＳＴさんとG-randさんのライブ

の様⼦はどうだったのでしょうか︖
 

Re:5⽉27⽇
11446 選択 shun 2012-05-28 21:52:56 返信 報告

外に出ても相変わらず訪れる⼈が絶えません。⼊場待ちも⻑くなってました。

⾞道を渡った向かいの歩道で引きの画を撮っていると、⼥性⼆⼈に声を掛けられました。
 ⼀⼈は70代位、もう⼀⼈は40代位で東南アジア系（サングラスでテレサ・テン似）、
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どちらも地元マダムといった感じです。

70代⼥性、泉⽔さんのパネルの⽅を⾒て、
 「すみません。あの〜歌⼿の⽅ですよね、何かされてるの︖」と尋ねられ、

 写真や私物の展⽰、映像なども⾒られる事を伝えると、
 「そ〜うなの、沢⼭いらしてるんですね。」と⾔うと、
 流暢な英語でもう⼀⼈の⼥性に通訳されてました。

 「今⽇は命⽇なので全国からファンが集まってるんですよ。」
 「えっ︕あっそう、そうなの。確か何年か前でしたよね。」

 「5年前ですね。」「ご家族はいらしてるの︖」「どうでしょう...」
 「お幾つ︖」「泉⽔さんですか︖40歳でした。」

 「そ〜う、お若いのにね〜」

⼥性はおぼろげながら泉⽔さんの病気の事も御存じのようでした。
 「それでなの〜（それが原因で）︖...あぁねぇ」...直接の原因は違う事を伝えました。

 その都度⼥性は、もう⼀⼈の⼥性に穏やかに話をされます。

「シンガーソングライターよね︖」
 「そうですね、主に作詞のほうをされてて、殆どの曲で詞を書かれてますね。」

「グループのひと︖」
 「最初はバンドだったんですけど、後に泉⽔さんひとりになるんですよ。」

 「3⽉までやってるんですか︖」「︖...いや、2⽉からやってて、今⽉いっぱいですね。」
 「中に⼊られてはどうですか︖有料で今はちょっと並ばないとダメですけど...」

 「お幾らですか︖」「⼀般は1000円ですね。」「何時まで開いてるの︖」
 「19:00までですね。あっ、⼊れるのはもう少し早いですよ。」「そうですか、ありがとうございます。」

 もう⼀⼈の⼥性も⽇本語で「ありがとうございます」

その直後⼆⼈を⾒失ってしまったのですが、その場を離れて間もなかったので
 向かいの国際⽂化会館へ⾏かれたのかもしれません。

 宿泊者なら⽬の前ですから、31⽇まで開催中なので⾒に⾏ってくださいね〜お⼆⼈さん(＾o＾)/

Re:5⽉27⽇
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11450 選択 shun 2012-05-28 22:14:40 返信 報告

⾵薫る五⽉、⿃居坂は花の⾹りが泉⽔さんに寄り添うように舞っていました。
 ホントに晴れ⼥なんですね(*＾ー＾*)

 ZARDファンの想いは必ず泉⽔さんに届いてることでしょう︕
 来年もファンの皆さんで集まれるといいですね︕︕

 17:00過ぎに⿃居坂を後にしました。

Re:5⽉27⽇
11453 選択 shun 2012-05-28 22:26:04 返信 報告

goroさん、こんばんは。

> 浪花屋さんですか︕ 
 > 実はPANさんと偶然お会いした時にどこかでお茶しましょうということになり、浪花屋さんに⾏こうかと思いました

が、 
 > 流⽯に混んでいそうだったので、六本⽊駅近くでお茶しました。

⼈気があってお客さんも途絶える事がないようですね。
 今度は忘れず⾷べに⾏かないと...

Re:5⽉27⽇
11456 選択 stray 2012-05-28 23:38:21 返信 報告

goroさん、こんばんは。

> 来年、⼤きなイベントがあることを期待していますので、またみんなで集まりましょう︕

来年と⾔わず、出張の際は連絡しますので飲みましょう︕（笑）

> そう⾔えば、１つ気がかりなことがあるのですが、⼟曜⽇⾏われたヒルズパン⼯場のＺＥＳＴさんとG-randさんのライ
ブの様⼦はどうだったのでしょうか︖
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どうだったんでしょうね、まったく情報が⼊ってきません。
箝⼝令でも敷かれているのでしょうか（笑）。

 Bloomさんも出演されたようで、YouTubeにUpされています。
 誰か⾏かれた⼈はいませんか︕︖

Re:5⽉27⽇
11457 選択 stray 2012-05-28 23:47:51 返信 報告

shunさん、こんばんは。

カラーのお花、最後の2本ラッキーでしたね（笑）。
 献花の数が半端ないですね、ざっと数えて（数えてないけど（笑））200〜300本はありそう。

 祭壇も素敵ですよね、B社の愛情が感じられます。
 きっと泉⽔さんも喜んでいることでしょう。

 詳細レポどうもありがとうございました︕

Re:5⽉27⽇
11458 選択 チョコレート 2012-05-29 09:05:30 返信 報告

所⻑さん、shunさん、WOさん、goroさん、皆さん、こんにちは︕

shunさん、初めまして︕こちらこそよろしくお願いしますね〜。
 shunさんのレポも拝⾒しました。泉⽔さんへの愛が伝わってくるようなレポでした。

 > あっ、今回も泉⽔さんテーブルマナーノートからひとつ︕ 
 >「フランス⼈は新しい物好き」だそうです（笑） 

 ぎゃははは︕⾒に⾏けなかった私には⼤事な情報(笑)。ﾒﾓﾒﾓ･･･。

所⻑さん、goroさん、私もできることなら、駆けつけたかったのですが･･･現実はそうは出来ず(苦笑)。
 ⾏ったら、張り込み中のnoritamaさんや、goroさん、PANさんにお会いできたのかな︖(笑)

 今回は残念でしたが、いつか、お会いできる⽇も来ると信じて･･･。

皆さん、⿃居坂レポ、ありがとうございました︕
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5⽉27⽇の記事
11466 選択 noritama 2012-05-29 17:29:48 返信 報告

みなさん､こんばんは。

こちらに、5/27の記事がありました｡(^^)

http://www.oricon.co.jp/news/music/2012226/full/

http://www.musicman-net.com/artist/17532.html

Re:5⽉27⽇
11481 選択 shun 2012-05-30 14:27:57 返信 報告

チョコレートさん、皆さん、こんにちは。

レポ読んで頂き、ありがとうございます。
 当⽇の雰囲気が少しでも伝われば幸いです(^ー^)

> > あっ、今回も泉⽔さんテーブルマナーノートからひとつ︕ 
 > >「フランス⼈は新しい物好き」だそうです（笑） 

 > ぎゃははは︕⾒に⾏けなかった私には⼤事な情報(笑)。

以前書き込んだ  [11108]にもマナーノートネタがありますので
 よろしければどうぞ(^_^ゞ

Re:5⽉27⽇
11529 選択 goro 2012-05-31 21:26:03 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

今⽇はギャラリーの最終⽇ですね。
 私は、今⽇は⾏きませんでしたが、昨⽇⾏ってきました。

 18時過ぎに到着しましたが、15⼈位で、5⽉27⽇の時とは全く雰囲気が違い、
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いつものように︖ゆっくりじっくり⾒ることが出来ました。
映像もゆったりスペースで⾒ることができたのも良かったです。

あらためて数々の写真を⾒るとどうしても海外ロケ地の写真に⽬が⾏ってしまい(笑)、
 それぞれの写真にみなさんと事前捜査をしたこと、

 現地に⾏って感動したことを思い出してしまい、懐かしくなってしまいました。

今⽇が最終⽇となってしまいましたが、今後もＺＡＲＤ展の時みたいに、別の場所で催してほしいものです。
 まずは、ギャラリーを催しして下さった関係者の⽅々、泉⽔さんのご家族の⽅々に感謝したいと思います。

そう、帰りにマイフレンドのマグカップを追加で買いました(笑)
 普段はあまりグッツは買わないのですが、詩がプリントされているので、欲しくなってしまいました。

 そして帰宅するとき、⾃転⾞の籠から⾒事に落としてしまい、
 慌てて家に戻って中を覗いたら、割れていませんでした(笑)。
 中で頑丈︖に梱包されているのですね。ホッとしました。

strayさん、今度東京出張の際は捜査でも飲みにでも⾏きましょう︕
 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11537 選択 ドルチェ 2012-05-31 22:15:39 返信 報告

みなさん、こんばんは。

noritamaさんやshunさんのお写真付きのレポのお陰で、お留守番だったけど、私も泉⽔さんに逢いに⾏けたような気が
しました。ありがとうございます︕

hangさんの絵も⼼がこもっていてスゴイなぁ〜(^^)
 noritamaさんが撮られた写真にもちゃんと写ってましたね︕これは記念になりますよね︕

hangさんのように、国外の⽅もお参りやライブの為に来⽇されたり、泉⽔さんに贈り物をされたりする⽅も多いのに、
時間や距離を⾔い訳にして、毎回東京⾏きを断念してしまう私って･･･(><) 泉⽔さん⼤好きなのに、ごめんね。

そういえば、、
 訃報が流れた5年前の5⽉28⽇は、ちょっとした病気で⼿術⼊院していました。

 病室にはテレビもラジオもなく、携帯電話もずっとoffにしていたので、全く泉⽔さんのことを知るはずもなく、
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翌⽇に迫った退院に向けてルンルンとごきげんでいました。
退院の⽇の29⽇に、電源をonした携帯に届いた兄からのメールで泉⽔さんの事故のことを知って、

 嬉しいはずの退院の⽇が悲しい涙･涙の⽇に変わってしまったのを今でも覚えています。
 親は、28⽇にはニュースで⾒て知っていたけど、私がショックを受けると思って隠していたそうです。どうせ分かるのに

〜(;;)
 その⼊院の時に、ちょっと不思議な体験をしたりしたのですが、気持ち悪がられそうなのでナイショにしときます(苦笑)

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11547 選択 shun 2012-06-01 00:28:39 返信 報告

皆さん、こんばんは。

goroさん、ギャラリー⾏かれたのですね︕
 27⽇とは違い、ゆっくりじっくり⾒られるのは改めて

 ZARDを泉⽔さんを⾒つめ直すイイ機会ですね。

マイフレンドのマグカップ買ったのですが、確かに頑丈な梱包でした（笑）

ドルチェさん、レポ読んで頂きありがとうございます。
 ⽇本にも海外にもZARDファンは沢⼭居ます。

 皆さん泉⽔さんを想う気持ちは、どんなに離れてても⼼はそばにいるわ...んっ︖どっかで聴いたな（笑）

離れた場所でも泉⽔さんへの想いに⼤⼩はないと思いますよ(＾о＾)/

Re:5⽉27⽇ 快晴
11550 選択 noritama 2012-06-01 02:12:17 返信 報告

こんばんは。

>そして帰宅するとき、⾃転⾞の籠から⾒事に落としてしまい、 
 >慌てて家に戻って中を覗いたら、割れていませんでした(笑)。 
 goroさん、あぶなかったですね。割れなくてよかったです。
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泉⽔さんから「⼤切に使ってね♡」ってメッセージかも。
このマグ、電⼦レンジ駄⽬ですよっていわれましたね(^^;)

>hangさんのように、国外の⽅もお参りやライブの為に来⽇されたり、泉⽔さんに贈り物をされたりする⽅も多いのに、 
 >時間や距離を⾔い訳にして、毎回東京⾏きを断念してしまう私って･･･(><) 泉⽔さん⼤好きなのに、ごめんね。 

 >離れた場所でも泉⽔さんへの想いに⼤⼩はないと思いますよ(＾о＾)/ 
 shunさんいいこというなぁ〜(^^) その通りだと思いますよ。

 イベント参加・Goods購⼊とかって、ある意味⾃⼰満⾜な⼀⾯もあるから･･･、
 それぞれの範囲で、泉⽔さんを想うスタイルを持てばいいと思います。

 Z研を⾒ていただいている⽅・都合や遠⽅でなかなか参加出来ない⽅には、
 レポで少しでも多く情報共有していただけたらいいなって思います(^^)

>その⼊院の時に、ちょっと不思議な体験をしたりしたのですが、気持ち悪がられそうなのでナイショにしときます(苦笑)
あ〜、ドルチェさん、私も、あの時の25〜27⽇で不思議なことがあったんですよ(^^;)

 

Re:5⽉27⽇ 快晴
11568 選択 ドルチェ 2012-06-02 02:00:51 返信 報告

goroさん、shunさん、noritamaさん、みなさんこんばんは︕

goroさん、昨⽇はダーッと⾊んなスレに書込みをするだけして読み返したりもじぇんじぇんしなかったので、ご挨拶が遅
れてしまいました︕

 マグカップ、割れなくてほんとに良かったですね〜︕︕(^^)
 それとやっぱりgoroさんと⾔えば、マイフレンドですよね︕
 なんか、「goroさん＝マイフレンド」みたいな式ができてていいなぁ(笑) 

 私、ここ数年はお気に⼊りの曲がコロコロ変わっちゃうからなぁ(笑)
オーストラリアスレにもあとでゆっくりレスしたいと思ってますのでよろしくね(*^^*)

shunさん、noritamaさん、
 ありがとうございます︕ お⼆⼈の⾔葉、とっても嬉しかったです(*^^*)

 今回もshunさんやnoritamaさんに素敵なレポを書いていただいて、ほんとにほんとに嬉しかったです︕

https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11568
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>> その⼊院の時に、ちょっと不思議な体験をしたりしたのですが、気持ち悪がられそうなのでナイショにしときます(苦
笑) 
> あ〜、ドルチェさん、私も、あの時の25〜27⽇で不思議なことがあったんですよ(^^;) 

 えっ︕︕norritamaさん、ほんと︕︖ 
 noritamaさんの不思議な体験知りたいし、私のも聞いて欲しい︕(笑) どこかでコソッと･･･(笑)

Re:5⽉27⽇ 快晴
11569 選択 noritama 2012-06-02 02:11:45 返信 報告

追加写真です。⾨壁に貼ってあった掲⽰。

>noritamaさんの不思議な体験知りたいし、私のも聞いて欲しい︕(笑) どこかでコソッと･･･(笑) 
 何処で?(笑)

Re:5⽉27⽇ 快晴
11606 選択 goro 2012-06-03 10:48:48 返信 報告

ドルチェさん shunさん noritamaさん こんにちは

shunさん 最終⽇のギャラリーは混んでいそうだったので、前⽇に⾏くことにしましたが、予想通り、ゆっくり⾒ること
ができました。

 マグカップの梱包、買う時に中⾝の確認をした時に、梱包もこっているので、この分簡易にすれば、コストは安くなるの
にな〜ってぼやいていたら、案の定助かりました(笑)

 レポートも詳しく書いて下さりありがとうございました。

noritamaさん、マグカップ破損未遂の件(笑)、泉⽔さんからの暖かいメッセージであると認識します(笑)
 確かに箱の中に電⼦レンジＮＧって書いてありましたね。

 プリントが剥げてしまい、ただの⽩いマグカップになってしまうのかな︖

https://bbsee.info/newbbs/id/11352.html?edt=on&rid=11569
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11569
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ドルチェさん、私は今も昔も「マイフレンド」が⼤好きです(笑) 発売時の頃も思い出してしまって元気がでますね(笑)
シドニー編は今⽇の夜にはロイヤル国⽴公園の報告ができると思います。
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