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「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
466 選択 stray 2009-08-09 16:14:20 返信 報告

皆さんこんにちは。

たいへんお待たせしてしまいましたが（笑）、
 「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンしました︕

閉鎖した美術館の作品を「美術館⽬録」として整理し、
 xxxさんと、megamiさんの追悼コーナーを併設しました。

megamiさんは「cafe トレヴィの泉⽔」が⼤のお気に⼊りで、
 数々のユニークなメニューを考案されてます。
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先⽇募集した megamiさんへ贈るCD＆３⾏詞は、sakiさんと皐ちゃんの
⼿によって、素敵なジャケ写＆ブックレットに仕上がっております。

 イランの⾵景（megamiさん撮影もあります）とともに、
 在りし⽇のmegamiさんを思い出していただければ幸いです。

sakiさん、皐ちゃん、どうもありがとう︕
 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
470 選択 stray 2009-08-09 22:09:26 返信 報告

懐かしい⼈から、megamiさんへのメッセージを頂戴しました。

***********************************************

megamiさん、お久しぶりです。
 書き込んじゃって、ごめんなさい。

  
 
megamiさんに出会ったのはいつのことだったでしょうか︖

  
時が過ぎるのは早いもので、

 あのころ中学⽣だった私も⾼校⽣になり、
 もう半分が過ぎてしまいました。

  
 
ていうかmegamiさん!
Z研新しくなったんですって!

 私、全然知らなくてびっくりしちゃいました(笑)
  

でもね、雰囲気全然変わってない。
 皆さんも変わっていなくて

 それが何より嬉しかったです。
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そうそう。

 思い返せば、私いきなりmegamiさんのお名前間違えちゃったんですよね。
  

そのことに気づいたとき
 ⼀瞬にして顔が⻘ざめましたこと

 今でもはっきりと覚えています(笑)
  

なんて失礼なことをしてしまったんだぁ…
 って本当に⾃分が恥ずかして…。

 なのに「私も気がつかなかった〜!」
 と明るく仰って下さって。

  
もぉねぇ…megamiさんの優しさに

 何度⼼打たれたことか。

 
さっちゃんと⼀緒に作品を作った時も

 すごく楽しみにして下さって
 完成したときには

 とても丁寧にお返事を下さりましたよね。
 megamiさんからのお返事、嬉しかったなぁ〜。

  
 
なんか、⾛⾺灯のようにいろんなことを思い出しました。

 そのすべてに、megamiさんの微笑みが⾒えるようです。

 
まだ、お若かったでしょうに。

 残念でなりません。
 



 
うそみたいです、あなたともう会えないなんて。

 
私は、最低です。

  
megamiさん、いいんですよ。

 「そんなことないよ〜!」
 と無理にかばわなくて!

  
でもね、最⾼のmegamiさんに出会えたこと誇りに思います。

 
megamiさんは優しくてあたたかい⽅でした。

 本当に、⼥神のような⽅でした。
  

それは、きっと天国でも変わらないですよね。
  

私は、変わりましたか︖

 
megamiさん。

 あなたと過ごした⽇々が想い出に変わっても
 たとえ私がおばあちゃんになっても。

  
あなたの優しさを忘れません。

  
ありがとう。

 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
472 選択 チョコレート 2009-08-09 23:17:41 返信 報告
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所⻑さん、皆さん、こんばんは︕
いよいよ、「cafe トレヴィの泉⽔」新装開店ですね︕︕

 この⽇が来るのをどんなに⼼待ちにしていたことでしょう(涙)。
 カフェの従業員の⼀⼈として、本当にうれしく思います。

 sakiさんと皐さんの作品がずらっと並んだmegamiさんの追悼コーナー、圧巻ですね〜。
 こんなに素敵なものができるなんて、誰が予想したでしょう︖⾔いだしっぺの私も想定外でした(笑)。

 megamiさんもきっと喜んで、キャーキャー⾔ってくれているに違いありません(泣笑)。
 sakiさん、皐さん、所⻑さん、さぞ⼤変な作業だったことでしょうね。

 私は⼝を出しただけで、何もお⼿伝いできなくて申し訳ない気持ちもありますが･･･。
 感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

皆さんの追悼詞を読んで、sakiさん、皐さんの作ってくださった画像を⾒て、涙が⽌まりません。
 スライドショーに時々挿⼊されるイランの⾵景がとても美しくて、また涙が･･･。

megamiさんの存在の⼤きさを改めて感じさせられましたね。本当に素敵な⽅でした。

またこのカフェが、Z研の皆さんの憩いの場になりますように︕

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
473 選択 ⿊杉 2009-08-10 00:39:55 返信 報告

皆さん、今晩は。

「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン、おめでとうございます!

早速、こそこそと拝⾒して来ましたが(笑)
 megamiさんの追悼コーナーで、⾜が⽌まってしまいました。

 急に感情が⾼ぶってしまい、megamiさんにもっと伝えたかった⾔葉や気持が溢れてきまして、不意に落涙してしまいま
した。

涙と⿐⽔でぐしょぐしょになった顔でCafé近辺をうろつくと、従業員のチョコレートさんに不審者扱いされて通報されち
ゃいそうなので、さすがに出てきましが、後でもう⼀度こっそり⼊り直します。(笑)

皐さん、sakiさん、今晩は。
 追悼詩は結構な数に上っていましたね。
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 御⾃分のイメージに⾝を委ねた作品を作る事とは違い、選ばれた曲や詩の内容と沿った作品を制作される事は勿論、mega
miさんへの想いを乗せての作業ですから、さぞ気を使われたのではないでしょうか。

御⼆⽅の御気持も制作の困難も、megamiさん、きっとご覧になっていたでしょうね。
 今頃、感動してワンワン泣いておられるかもしれませんね。(笑)

皐さん、sakiさん、本当にお疲れさまでした。
 素敵な作品を拝⾒させて頂いた事、

 megamiさんとの楽しい会話の数々を思い出させて頂いた事、⼼から感謝申し上げます。

ありがとうございました。
 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
474 選択 M.Dark 2009-08-10 01:27:54 返信 報告

皆様 こんばんは︕ 少々お久しぶりです。

世の景気に合わせなくてもいいのに
 天候まで不順な今⽇この頃 

 猛暑はいやだけど 
 やはり夏らしく”カラッ”いきたいものですね。

 ところで

> たいへんお待たせしてしまいましたが（笑）、 
 > 「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンしました︕

所⻑さん  
 皆さんの想いが詰まった なんか⽟⼿箱みたいな仕上がりで

 きっとmegamiさん キャーキャー いってるかもしれませんよね。おつかれさまでした。
 
> sakiさんと皐ちゃんの⼿によって、

sakiさん、皐さん どーもありがとう おつかれさまでした。
 画像とあわせると三⾏ラブレターもより引き⽴つよ︕
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ゼットンもきっちり参加してるし（笑）

じっくりみてみま〜す。

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
477 選択 Ｔ２８ 2009-08-10 10:07:02 返信 報告

みなさん、おはようございます。

sakiさん、皐ちゃん。
 たくさんの素晴らしい作品をありがとうございました。

 ⼼を込めた詩と、お⼆⼈の気持ちが溢れる加⼯画と、
 泉⽔さんの曲とのコラボは、とても⼼に響いてきます。

 ⼼からありがとう︕ 感謝致しております。

そして、所⻑︕
 お⼿伝い出来ずに、申し訳御座いません。

 私の邪魔も無く（笑）、素晴らしいcafeが出来上がりましたね。
 megamiさんの雰囲気そのものの空間ですね︕

休みの予定を聞いてないけど（笑）、お盆休みはお任せ下さい︕
 どうぞ、海外でも温泉でも、ゆっくり⾻休みして、リラックスしてきて下さいね︕

最後にもう⼀度・・・。
 sakiさん、皐ちゃん、そして名プロデューサーのstrayさん。

 きっとmegamiさんもお喜びの事と思います。 お疲れ様でした︕

PS
 懐かしい⼈さん、あたたかいメッセージをありがとう︕

あなたの優しさも全然変わってなくて、とっても嬉しいで〜す。(^_^)
 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
479 選択 saki 2009-08-10 13:13:45 返信 報告
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みなさ〜ん、こんにちは〜(^^)/

「cafeトレヴィの泉⽔ 」リニューアルオープン、おめでとうございます &  ありがとうございま
す。

 cafeや美術館が無いとZ研が⽚輪⾛⾏してるみたいで、何処へ⾏っちゃうのかなぁ〜 なんて⼼配で
した…(^^;)

megamiさんの追悼CDも、チョコ先輩のアイデア、strayさんのアドバイス、
 そしてなにより、みなさんの想いが溢れた追悼詩があって初めて完成したものと思っています。

 私⾃⾝も、少しでもお⼿伝い出来た事を逆に感謝しています。
 御世話になったmegamiさんに恩返しがしたいと、この⽇までず〜と⾊んな事を考えていましたけど…

 何かが⾜りない… 何だろう… 何をすればいいんだろう… いつもそんな空⽩感がありました… 

でも、akiさんからmegamiさんへのお⼿紙をUPして下さって、全てが完成したような気がします。
 megamiさんが⼀番好きだった、akiさんからのメッセージ、私⾃⾝もそれを待っていたのかも知れません。

 megamiさんもきっと、きっと、みなさんの優しさに⼤喜びしておられますよねぇ〜 いや︖ 号泣かな︖（笑）

P.S
 megamiさんの追悼CDをバーチャルではなくて、本物を作りたいので…

 皐さん作のジャケット&ブックレット&イランの⾵景写真をメールで頂けないでしょうか︖︖ ｺﾞﾛﾆｬﾝ♡

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
481 選択 xs4ped 2009-08-10 18:51:36 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

> 「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンしました︕ 
 「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンおめでとう御座います︕

もっと“こぢんまり”した感じにするのかなと予想していましたが、予想以上に素晴らしい「cafe」
になりましたね。(^_^)v

 > 先⽇募集した megamiさんへ贈るCD＆３⾏詞は、sakiさんと皐ちゃんの 
 > ⼿によって、素敵なジャケ写＆ブックレットに仕上がっております。 

 > イランの⾵景（megamiさん撮影もあります）とともに、 
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> 在りし⽇のmegamiさんを思い出していただければ幸いです。 
皆さんの“想い”が込められたCD＆３⾏詞も素敵ですね。(^_^)

 megamiさんもきっと“キャー”と⾔いながら喜んでいると思います。

strayさん、sakiさん、皐ちゃん、お疲れ様でした︕

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
483 選択 stray 2009-08-10 20:10:14 返信 報告

チョコレートさん、⿊杉さん、M.Darkさん、部⻑、sakiさん、M.Darkさん、こんばんは。

皆さんご丁寧なお祝い、どうもありがとうございます︕
 正直、カフェの再建はたいへんでした。

 何度投げ出したくなったことか・・・（笑）

いちばん悩んだのは、megamiさんに贈る MemorialCD です。
 ブックレットを1⾴ずつめくるようなFLASHを探すのが⼤変で、
 結局、⾒開きタイプの⼿動FLASHと、スライドショーを併⽤することに。

 sakiさんと皐ちゃんには、それぞれ２タイプの加⼯画をお願いして、
 何度ダメ出ししたことか・・・（笑）

 ２⼈とも忙しいのに、苦労をかけてしまいました。
 この場を借りて、御礼申し上げます。ありがとうございました。

megamiさんも「キャー、キャー」喜んでくれていることでしょう（笑）。

MemorialCD スライドショー中のイランの⾵景ですが、
  １枚⽬︓ペルセポリス

 ◎２枚⽬︓アーテシュガー宮殿（イスファハーン）
 ３枚⽬︓砂漠

  ４枚⽬︓イスファハーンの⾵景
 ◎５枚⽬︓世界最古の⽔道橋（イスファハーン）

 ◎６枚⽬︓アーテシュガー宮殿の中にある⾳楽堂
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◎７枚⽬︓サーリーの⾵景
です。◎印はmegamiさん撮影です。

スライドショーと⾳楽の⻑さが合わないで、時間合わせで挿⼊したのですが
 けっこう評判がいいようで・・・（笑）

 ⾳楽は、yanさん制作の「promised you 弦楽四重奏」です。

皆さん︕ どうかカフェに⾜繁く通って下さいね︕（笑）

部⻑︕
 私は12⽇〜14⽇休暇をもらいますので、よろぴくね〜︕（笑）

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
484 選択 goro 2009-08-10 22:22:40 返信 報告

strayさん こんばんは
 カフェリニューアル、おめでとうございます。素晴しいですね。私らしくないですが、⽬がウルウルしてきちゃいました

(笑)。特に追悼ＣＤは、⼼が揺さぶられます。悲しい気持ちと前向きな気持ちが交差していますが、やっぱり前向きな気
持ちと勇気をmegamiさんや三⾏ラブレターを書いて下さった⽅々に頂いたような気がしています。また、印刷してＣＤ
と⼀緒に海外捜査したいな〜(笑)。本当にありがとうございます。皐さんやsakiさんには、数々の素晴らしい作品にしてい
ただいたり、strayさんには⼿の込んだ素晴しいカフェに再建して下さって、⼼からお礼申し上げます。

 最近、慌しい⽇々を過ごしていてなかなかお話することができませんが、陰ながら応援しています。9⽉上旬には落ち着く
予定ですが・・・(笑)。

 strayさん、皐さん、sakiさん、ゆっくり休んで下さいね︕
 strayさんにはゆっくり休んだ後に、海外捜査関連の事を教えてもらいたいです︕(笑)

megamiさん、喜んでいますよね︕︕

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
485 選択 アネ研 2009-08-10 22:43:02 返信 報告
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みなさん、こんばんは
「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンおめでとうございます。

 megamiさんのコーナーは

加⼯画      sakiさん、皐ちゃん
 企画・構成・制作 stray所⻑

 原案       チョコレートさん
 作詞       みなさん

 旧美術館⻑     T28部⻑
 って感じでしょうか︖

 ⼤変お疲れ様でした。
 私は毎度のこと⼝だけでしたが、完成すると⾃分もカフェの柱1本くらい協⼒した気がしてしまいます。（笑）

CDのみなさんの詞もsakiさんと皐ちゃんの加⼯画でさらに感動ひとしおですね。（涙）
 それに、Memorial CDのな最後がなんともかわいいですね。（笑）

しかし、megamiさんの初盆に間に合ってよかったです。
 どうか、megaちゃん、お盆に遊びに来てネ︕

 それに、⼤の仲良しからもコメントもらってよかったですね。（笑）

末永くcafeがにぎあいますように・・・。

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
486 選択 pine 2009-08-10 23:32:46 返信 報告

みなさん こんばんは︕
 「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープンおめでとうございます︕

カフェと美術館が⼀体化して、素晴らしいカフェになりましたね。
 megamiさんのコーナーは、何度⾒てもウルウルしてしまいます。
 皆さんの思いを乗せた詩と、sakiさん・皐さんが作ってくださった加⼯画を⾒て、megamiさんは本当にみんなに愛され

ていたんだなぁ…と改めて感じました。
 megamiさん、きっと、キャーキャー喜んだ後に、嬉しくて泣いているんじゃないかな︖

 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/466.html?edt=on&rid=486
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=486


泉⽔さんとxxxさんに「いいでしょう」って、⾒せびらかしてくださいね（笑）
スライドショーの中のイランの⾵景、megamiさんが撮影されたものは特に、megamiさんを感じることができました。

所⻑さん 本当にお疲れ様でした。Z研の憩いの場が復活して感無量です。
 sakiさん 皐さん たくさんの加⼯画を作ってくださってありがとうございました。

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
487 選択 皐 2009-08-11 00:36:32 返信 報告

所⻑、皆さんこんばんは︕
 カフェのリニューアルオープンおめでとうございます☆ﾐ

 さっそく拝⾒させてもらいましたが…、とっても素敵な空間になっていますね︕
 美術館⽬録も置いてくださって、改めて感謝感激という感じです︕

 xxxさんとmegamiさんのMemorialコーナーもあるので、より⼼に響くものがありました。
 NEWカフェは"Z研が溢れる場所"になりましたね☆

 所⻑、sakiさん、お疲れさまでした︕
 そして、皆さんも「ありがとう」という⾔葉をかけてくださってありがとうございます︕

 sakiさんと⼆⼈でブックレットのお⼿伝いが出来て嬉しく(今は光栄に)思っています☆ﾐ
 megamiさんもきっと、き〜っと喜んでくれていますよね︕

 懐かしいあのヒトからのメッセージは、私も嬉しくなってきました｡｡｡☆
  

 NEWカフェが皆さんにとって、楽しい場所で居続けてくれますようにと祈っています☆ﾐ
 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
490 選択 MOR 2009-08-11 03:29:06 返信 報告

「cafe トレヴィの泉⽔」のリニューアルオープン、おめでとうございます。そして、お疲れ様でした。

内容はZ研の貴重な歴史と⾔えるのでしょうね。
 私には共有出来る部分が少ない事が残念です。
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ところで所⻑さん、エントランスのBGM素材は何ですか︖。
ジャズアレンジが渋いですけど、チョット教えて。m(__)m

 他の曲も聴いてみたいので、お願いします。

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
493 選択 stray 2009-08-11 12:35:54 返信 報告

goroさん、アネ研さん、pineさん、皐ちゃん、MORさん、こんにちは。

皆さんお祝いどうもありがとうございます。
 megamiさんの初盆に間に合ってよかったです。

 きっと⽇本に戻って来てて、Memorial CD のブックレットをぱらぱら捲って、
 微笑んでくれていることでしょう（笑）。

Ｚ研といえば美術館ですし、⽬録という形で規模は縮⼩したものの、
 これでようやくＺ研らしくなりました（笑）。

ＢＧＭは以前のカフェと同じです。
 yanさんが、PCとキーボードを使ってMIDIで打ち込んで制作してくれたもので、

レコード針のパチパチ⾳やアレンジが、Jazz喫茶の雰囲気を醸し出して、超素敵ですよね︕
 Ｚ研限定、「遠い星を数えて」と「Good-bye My loneliness」の２曲のみです。

Memorial CD の元画リクエストがありましたが、これは商⽤に使えないでしょうから（笑）、
 置いておきます。順番が合ってませんがご容赦を。

 ttp://www.filebank.co.jp/filelink/f6233149bb6b043f44fad4fea1d0cf38
 

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
494 選択 ミキティ 2009-08-11 16:38:54 返信 報告

みなさん こんにちは☆:*:
 『cafe トレヴィの泉⽔』リニューアルオープンおめでとうございます*+*+:*+:*…☆

 とってもと〜っても素敵なカフェになりましたね（＾－＾）
 

https://bbsee.info/newbbs/id/466.html?edt=on&rid=493
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=493
https://bbsee.info/newbbs/id/466.html?edt=on&rid=494
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=494


感動と笑顔と涙が⼊り混りながら拝⾒させていただきました☆
ｍｅｇａｍｉさんを感じられる 温かくて柔らかい光が集まったようなカフェですね

 所⻑さん お忙しい中こんなにも素敵なカフェをありがとうございます（＾－＾）
 ｓａｋｉさん 皐ちゃん みなさんの想いをいっぱい抱えてとっても素敵な作品を作って下さって

ありがとうございます（＾－＾）
 みなさんの想いがひとつになった かけがえのないMemorialCDですね

 ｍｅｇａｍｉさんが⾒たかった桜に 追悼作品にウルウル涙してます☆
 ｍｅｇａｍｉさん♡ ⼤好きな空間 ＮＥＷカフェにいっぱい遊びに来ますね（＾－＾）

 あっ そういえば私従業員だったヽ(･ｪ･^)/（笑）
 お仕事してることにして いっぱい会いに来ます(*^ｰ^*)（笑）

これからも 楽しく集える場所でありますように。.︓＊︓・'ﾟ｡.:*:･'ﾟ｡

Re:「cafe トレヴィの泉⽔」リニューアルオープン
496 選択 MOR 2009-08-12 14:51:31 返信 報告

 
> ＢＧＭは以前のカフェと同じです。 

 > yanさんが、PCとキーボードを使ってMIDIで打ち込んで制作してくれたもので、 
 > レコード針のパチパチ⾳やアレンジが、Jazz喫茶の雰囲気を醸し出して、超素敵ですよね︕ 

 > Ｚ研限定、「遠い星を数えて」と「Good-bye My loneliness」の２曲のみです。 
  

 Z研オリジナルとは驚きました。
 凄く素敵ですね。
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