
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

【訃報】 megamiさんが…

13728 選択 stray 2009-05-02 23:31:15 返信 報告

 
皆さんこんばんは。悲しいお知らせです。

 megami さんが、２７⽇、⼼不全で亡くなられました。
  

   
 私のところに⼀昨⽇、妹さんがメールで知らせて下さいました。

 「何かあったときには stray所⻑さんにお知らせするように」
 と⾔われていたそうです。

４⽉２７⽇の午後、お迎えの運転⼿が、倒れているmegamiさんを⾒つけて、
 病院へ運んだものの間に合わなかったそうです。

 イランは昼休みが⻑いので、現地時間で午後３時頃の話かと思われます。
 （死亡時間は現地午後５時頃）
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megami さんは昨年11⽉、イラン北東部、カスピ海沿岸のサーリーという
ネットが繋がらない辺鄙な町に転勤となり、以来、われわれ所員との交信が

 ⼀切途絶えておりました。

「必ず戻ってくるから」と仰ってたのに・・・

まさかこんな形でお別れすることになろうとは夢にも思ってませんでした。
 皆さんも同じお気持ちでしょう。。

妹さんに、「Ｚ研でお世話になっている」と、とても感謝していたそうです。

 
 みんなで、megami さんのご冥福を祈りましょう。

 
 megami さんとの楽しかった思い出を語り合いましょう。

 それが、われわれにできる唯⼀の供養です。
  

なおＺ研は今⽇から１週間、喪に服しますので、
 新規の投稿はお控え下さいますようお願いします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13729 選択 xs4ped 2009-05-03 00:03:13 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

えっ、本当ですか。
 > 「必ず戻ってくるから」と仰ってたのに・・・ 

 > まさかこんな形でお別れすることになろうとは夢にも思ってませんでした。 
 余りに突然の出来事に驚いております。

 いつか必ず戻ってくると思っていたので、未だに信じられない気持ちです。
 またいつかお話出来る事を楽しみにしていたので、とても残念です。
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megamiさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。
 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13730 選択 miho 2009-05-03 01:03:21 返信 報告

strayさんみなさんこんばんは

私も突然の出来事に驚いています。

いつか戻ってくると思っていました。とても残念です。

megamiさんのご冥福をお祈りします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13731 選択 M.Dark 2009-05-03 01:24:38 返信 報告

[13728]stray:
 > 皆さんこんばんは。悲しいお知らせです。 

 >  megami さんが、２７⽇、⼼不全で亡くなられました。 
 >   

 こんばんは。
 ⼤変 ご無沙汰 いたしております。

 M.Darkです。

突然のmegamiさんの訃報に驚愕いたしております。

昨年のちょうど今頃 ゛泉⽔さんの命名の謎゛について
 初めて 恐るおそる 所⻑にレスさせて頂きました。

直後 megamiさんからﾚｽ頂いた事が昨⽇のことのようです。
 megami説、Dark説 楽しく調査させていただきました。
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調査は進展していませんが、
何時かはmegamiさんともお会いできるものと信じておりました。

持病をお持ちだったのでしょうか︖
 今は ただただ驚くばかり ⾔葉が思いうかびません。

megamiさんのご冥福をお祈りいたします。

無題

13732 選択 チョコレート 2009-05-03 01:57:15 返信 報告

旅の途中、携帯からBBSをチェックしていたら、⽬を疑うようなスレが…。
 何かの間違いではないの︖誰か嘘だと⾔って欲しい︕

初投稿の時、緊張でガチガチだった私に、とても温かく優しいレスをくれたのはmegamiさんでした。
 そのふんわりと包み込むような温かさは、megamiさんの⼈柄から溢れるものだったと思います。

 どれだけうれしかったかわかりません。
 megamiさんとお話できることが、どれだけ楽しみだったかわかりません。megamiさんのように、温かく優しいレ

スを誰にでもできるようになりたい、素敵な⼈だな〜といつも思っていました。
 ⼤好きでした。お会いしたことはないけど…でも本当に⼤好きでした。

 また必ず戻ってくると⾔ってたのに、いつかチャットでお話しようって⾔ってたのに…。もっともっとお話したかっ
たです。

知らせて下さった妹さんに感謝すると共に、⼼よりmegamiさんのご冥福をお祈りいたします。
 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13733 選択 MIZUI 2009-05-03 08:26:18 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。

突然の訃報にただ、ただ、驚いています。
 megamiさんとは、記憶では1、2回ほど

 お話をさせて頂いたと思います。
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megamiさんのご冥福を⼼よりお祈りいたします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13734 選択 saki 2009-05-03 09:32:07 返信 報告

megamiさんが…   そんな事って…  うそだと⾔って下さい…

初めてZ研に投稿した時 私を優しくフォローして下さった事… 今でも忘れません。
 新規登場の⽅にはいつも優しく声を掛けていらっした megamiさん…

涙ばかりが溢れて来て、⾔葉が旨く出て来ません…

sakiギャラリーを⾒て欲しかったです。
 megamiさんがいつか御覧になった時にビックリされるように、頑張って沢⼭作ったのに…

 私の事忘れないって⾔って下さったのに…  悲し過ぎます…

此からは、泉⽔さん、xxxさんと⼀緒に楽しく過ごされる事を信じて…
 泉⽔さん、xxxさん、megamiさんの事守ってあげて下さいね…

megamiさんのご冥福を、⼼よりお祈り致します。

                                                  saki

画像︓ 「祈り」 by xxx

Re:【訃報】 megamiさんが…

13735 選択 MRCP 2009-05-03 16:21:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。

megamiさんとは1度だけお話しました。
 転勤される時にメッセージ書いたのですが、画像添付うまくできず

 今度戻られた時でいいやと思ってたのですけど・・・ 残念です。
 megamiさんのご冥福をお祈りいたします。
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Re:【訃報】 megamiさんが…

13736 選択 ⿊杉 2009-05-03 19:05:51 返信 報告

こんな事があっていいのでしょうか… 

どうしてmegamiさんが?
 理不尽な出来事に怒りなのか無念なのか……⾔葉に出来ない気持ちが胸の中を渦巻いています。

megamiさんは、私の⾺⿅げた⽂章にも優しく接して下さいました。
 裏では美術の御話にも付きあって頂きました。

 博識でいらして、…本当に私は坂井さんと関係のない事ばかりを話していたけれど、megamiさんは付きあって下さ
って…

すみません。指が震えて、何が何だか、⾃分が何を書いているのか分かりません。

megamiさん、また御話できると思っていました。
 残念です。もう⼀度、御話ししたかった。

megamiさんの御冥福を、⼼よりお祈り申し上げます。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13737 選択 S424 2009-05-03 19:06:33 返信 報告

stray所⻑、ZARD研究所の皆様、こんばんは。
 megamiさんの突然の訃報、とても残念です。megamiさんには、以前、所⻑がpartyの⽅に連れてこられた時に⼀回

だけResしたと思います。また、akiさんとmegamiさんがよくお話されていたのが印象に残っております。
megamiさんのご冥福をお祈りいたします。

ご冥福をお祈りします

13738 選択 ROM 2009-05-03 21:55:33 返信 報告

こんばんは。初めて投稿させていただきます。
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megumiさんがお亡くなりになられたとのこと、とてもショックです…。
⼥性らしい気遣いとユーモアあふれるmegumiさんの

 温かいコメント、いつも楽しく拝⾒しておりましたので、
 本当に信じられない…

 信じたくありません。
 「27⽇」「午後3時頃」とのことで泉⽔さんとの運命さえ

 感じます。。
 きっと泉⽔さんと同じ天国で、ZARDを聴きながらＺ研のみなさんとの

 ⽇々を懐かしく思い出されていることと思います。
 ⼼よりご冥福をお祈り致します。

 

祈りをのせます

13739 選択 goro 2009-05-03 23:09:28 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは
 megamiさんのご冥福を⼼からお祈り申し上げます。

 ⽣き物、特に⼈間は様々な要因でいついなくなるのか、亡くなるのか、わかりません。
 だから、私はたとえ⼩さな⼀つの出会いや会話も⼤切に、精⼀杯、コトバを気持ちを伝えたいと思っています。

 きっと、megamiさんは私達と同じように天国で泉⽔さんを想い、ひょっとしたら、泉⽔さんに出逢おうと準備をし
ているのかもしれませんネ。

 そして、時が過ぎて天国のような別世界で過ごされても、この私達の世界に⽣まれかわって戻られても、幸せに⽣活
できることを、異国のコトバを覚えて世界中を駆け巡りご活躍できることを願っています。

 私は、megamiさんの異国での活躍に尊敬を抱いておりました。少しの間でしたが、「泉⽔さんゆかりの地」を中⼼
にお話することができて、嬉しかった、⼼強かったです。いつかはmegamiさんみたいに、世界で活躍をとまではい
きませんが、コトバを覚えて異国を旅して、異国の⽅々との出会いや⾊んな想いを感情を⼼に刻みたいと思っていま
した。

 今後も時間・体⼒・気⼒・余裕がある限り、「泉⽔さんゆかりの地」を訪れたいと思います。どうか私達ＺＡＲＤ・
泉⽔さんを慕う⽅々の活躍を暖かく⾒守って下さいネ︕。

 最後に、泉⽔さんの⾔葉をお借りして、泉⽔さんを慕うmegamiさんとみなさんへ
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I hope the victory will smile on you. （勝利の⼥神(megami)よ微笑んで)      － PHOTO CALENDA
R 2000 と [10368]より －

Re:【訃報】 megamiさんが…

13740 選択 oy-miyu 2009-05-03 23:24:13 返信 報告

stray さん、皆様、こんばんは。
 ご無沙汰しております。突然の訃報に…ただ驚くばかりです。。。

 megami さんは、「Z研」集う皆様へのお⼼遣い。いつも優しく、真摯な態度で接してらっしゃる姿に、感⼼し微笑
ましくROMさせて頂いていました。

以前「Mステ映像」での、泉⽔さんがされている、指輪について、こちらで問い合わせた時。
 『スネークリングでは︖』と間接的︖に、ご助⾔を頂いた事を⼤変感謝しておりました。。。
 いつの⽇か、ご復帰され、ご活躍される姿を、とても楽しみにしていました。

ZARDを愛される⽅が、志半ばで、泉⽔さんの傍へ、旅⽴たれたこと。。。
 残念でなりませんが、Z研の皆様、ご家族への⼼中をお察しします。

megami さんへ、⼼よりご冥福をお祈り致します。。。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13741 選択 miya 2009-05-04 09:00:18 返信 報告

おはようございます。

だいま読み驚いております。
 先⽇14⽇、⼭で知り合った⽅が感染症で突然亡くなりショックなところへ、

 遠いお国からのmegamiさんの突然の訃報、
 ⼤変悲しく切ないです。

 お若い⽅なのでしょうね…。

megami さんのご冥福をお祈り申し上げます。 合掌
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megamiさん 追悼

13742 選択 stray 2009-05-04 18:38:46 返信 報告

xs4pedさん、mihoさん、M.Darkさん、チョコレートさん、MIZUIさん、sakiさん、
 MRCPさん、⿊杉さん、S424さん、ROMさん、goroさん、oy-miyuさん、miyaさん

皆さん、ご丁寧なお悔やみをどうもありがとうございます。
 皆さんが書かれているように、気遣いと優しさに満ち満ちた⼥性でしたね。

 megamiさんが登場すると、雰囲気がパッーと明るくなって、Ｚ研の太陽のような存在でした。
 「キャー︕」はＺ研の流⾏語⼤賞間違いなしだったのに・・・

 みんながマネしたのも、それだけmegamiさんを慕っていた証し。
 なんで”いい⼈”ほど先に逝っちゃうんでしょうかねぇ。

ネット事情が悪いのに、朝に、昼に、夜に、ネットが繋がるときは⽋かさず出勤して、
 Ｚ研をこよなく愛して下さいましたね。

 サーリーへ転勤後は、さぞかしお淋しかったことでしょう。
 ⼀⼈でよく頑張ったね、megamiさん・・・

stray︓ 淋しさに耐えきれなくなったら、⽇本に戻っておいでよ。⽇影茶屋で御馳⾛するから︕（笑）

megami︓ 成⽥に着いたら電話しま〜す︕（笑）

これがmegamiさんとの最後の会話でした（会議室で）。
 そろそろ帰ってきそうな予感がしたので、megamiさんの分も

 武道館のチケットを取っておいたんだよ〜︕
 それなのに・・・

とっても研究熱⼼な⽅でした。坂井泉⽔命名の謎をはじめ、
 皆さんはご存知ないことですが、Ｚ研の地下深くにある「死因の謎 研究所」では、

 特殊能⼒（「占い館」参照）を如何なく発揮されていたのです。

Ｂ社の「アーティストの卵募集」に⾃作の歌詞を送ったこともありました。
 運良くビーイングのお仕事に携わって作詞家になれたら、
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”泉⽔さんがどうして亡くなったのか確かめられるかな︖”と
潜⼊捜査のことを考えていたくらい、無邪気な⼈でした。

「キャー︕ わたし、死んだことになってるの︕（笑）」って、
 無邪気に帰ってきてちょうだい、megamiさん︕

 いつまでも、待ってるよ︕

Re:megamiさん 追悼

13744 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-05-04 20:45:01 返信 報告

みなさん、こんばんは

第⼀報があった時は、驚きとともに、
 信じたくない、なにかの間違いであってほしいという思いでした。

 しかし、第⼆報を聞きにつけ、悲しいことですが信じざるえませんでした。

ｍｅｇａｍｉさんには、ロケ地捜査報告のたびに嬉しいレスをいただいて、
 次の捜査も頑張ろうと思ったものでした。

 また、受け狙いではずしたネタもホローしてもらって、いつも感謝していました。
 それに、絵画やクラッシックも詳しく、

 にじみ出る知性的な⽂章にいつもすごい⼈だな〜と思っていました。

そして、昨年の転勤の際も、「いつか、必ず戻ってきます」の
 ⾔葉を信じて、明るく送ったものでした。

いつの⽇か⽇本に帰国するときは必ず、「レストラン ｓｏｆｆｉｏ」に⾏こうね。
 そんな時は急きょＺ研のオフ会を開いて、みんなでカラオケに⾏って、

 ＺＡＲＤの歌を歌おうね。と、約束していたのに〜。
 驚きとともに、残念でなりません。

しかし、⼀番驚いてるのは、
 ｍｅｇａｍｉさん、あなた⾃⾝なのでしょうね。

 どうか、⼤好きな泉⽔さんと楽しく過ごしてくださいね。
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最後になりますが、ｍｅｇａｍｉさんに哀悼の意を表すとともに、
⼼よりご冥福をお祈りいたします。

Re:megamiさん 追悼

13746 選択 ドルチェ 2009-05-04 21:17:11 返信 報告

メガちゃん、信じたくないけど本当に遠いところに⾏ってしまったんですね・・
 お互いずっと⼀⼈なら、最後は⼀緒に暮らしたいねって約束したのに どうして︖︖

 寂しいです・・。どうして︖なんでメガちゃんが︖︖ということしか頭になくって正直まだすごく混乱しています。

メガちゃん・・
 メガちゃんの分まで頑張って⽣きるから、空の上からずっと⾒守っていてね。 今まで、ありがとう。

 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13747 選択 suu 2009-05-04 21:32:02 返信 報告

strayさん、研究所の皆さん、こんばんは。

megamiさんの突然の訃報に驚いています。
 megamiさんとは、あまりお話は出来なかったのですが

 気作で明るい⽅だなと思っていました。
 何か⼈ごとには思えません、私も原因不明の感染症で

 もう少し発⾒が遅れていれば同じ運命に成っていた
可能性が有りました。

megamiさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

megamiさんへ

13748 選択 Ｔ２８ 2009-05-04 21:42:22 返信 報告
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みなさん、こんばんは。
いまだに悪い夢でも⾒ているようです。

 >きっと、またどこかで出会ってしまうんじゃないかな︖
  >それまで、とりあえずサヨナラです。

  部⻑さんの霊感を信じてみます（笑）
   希望をありがとうございます・・・

   それでは いつの⽇かお会いできる⽇まで・・・

megamiさんと交わした、最後のメールの⼀⽂が虚しく思えます。
 やっぱり私には霊感など⽋⽚もなかったんですね・・・。

⼈を疑う事を知らない⼈でした。 ある意味、⼦供のように無邪気な⼈でした。
 気配りが出来て、真っすくで、透明で、おちゃめで、とても気持ちの温かい⼥性でした。

ほんと、megamiさんは、⾃分が亡くなったことに気づいてないんじゃないかな。
 私達だって、妹さんからお知らせがなかったら、いつか会えるとずっと思っていたのだろうから・・・。

 今はまだ、その気持ちの⽅が強いです。 それでもいいんじゃないかって思っています。

megamiさん、きっと、またどこかで出会えるよね︖
 それまで、とりあえずサヨナラです。 いつの⽇かお会いできる⽇まで・・・。

megamiさんの御冥福を⼼よりお祈り申し上げます。
 

Re:megamiさん  追悼

13749 選択 PAN 2009-05-04 22:01:22 返信 報告

所⻑から最初の知らせを聞いた時、100%何かの間違いだと信じて疑いませんでした。
 しかし時間とともに、そのことを受けざるを得ない状況となりました。

 落胆とともに、皆さんとまったく同く、なぜmegamiさんが、どうして︖って気持ちでいっぱいです。
 今はmegamiさんのご冥福を⼼からお祈り致します。

megamiさんへ
 ある⽇、いつもより朝早く⽬が覚めて、偶然チャットルームで逢えたとき、あの時は
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 本当にびっくりしましたね︕めったに⼈に逢えないチャットなのにmegamiさんと逢えたなんて︕
⽇本での旅⾏の思い出、⼤好きだった推理⼩説のこと、megamiさんの作った⾃慢の替歌︕まで

 披露してもらってとっても楽しいひと時でした。megamiさんからタイムマシンの質問に⾃分は
 つい夢がないことを⾔っちゃって、本当にごめんなさいね。そのことが、ずっと⼼の⽚隅に残っています･・。

 でもきっと･･･、あの⽇の朝はmegamiさんが遠くから起こしてくれたんですよね︕
 いつも優しかったmegamiさん、ハートがいっぱいだったmegamiさん、ほんとうにに⼤好きです。

 もちろんこれからもずーっと⼤好きです。遠い異国の地で頑張ってきて、ずいぶんお疲れだったことでしょう。
 しばらくゆっくり休んで、またみんなを⾒守ってくださいね︕新作の替歌もぜひ楽しみにしていますよ︕

 ありがとう、megamiさん!!

Re:megamiさん  追悼

13750 選択 KOH 2009-05-04 22:18:12 返信 報告

皆さんこんばんは。

まだ信じられない気持ちでいっぱいでいます。

megamiさんは所⻑の仰る通りＺ研の太陽でした。
 あまり会話はできなかったけれどそのカキコを

 ⾒るだけで明るく暖かな気持ちになりました。
 ここを去られた時にも必ずまたお話しできると
 思っていました。

今思えばもっとお話ししていれば良かったと
 凄く悔やまれます。

megamiさん、どうかＺ研のみんなを泉⽔さんと⼀緒に
 ⾒守っていて下さいね︕

今はそっと冥福を祈りたいと思います・・。

ｍｅｇａｍｉさん、謹んでお悔やみ申し上げます。
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13751 選択 Hiro 2009-05-05 00:52:25 返信 報告

strayさん、ご無沙汰しております。
 部外者ですが、⼀⾔お悔やみを述べさせて頂くことをお許しください。突然のことで申し訳ありません。

 megami様へ
 megamiさん、娘のakiがお名前をmegumiと間違えてお呼びしたことがありました。

 娘をとても可愛がって頂きましたこと、深く御礼申し上げます。
 娘のブログでお話させて頂いたとき、暖かいお⼈柄を感じることができました。

 天国で困ったことがありましたら、⼤声で「XXXさ〜ん」と叫んでくださいませ。必ず助けてくれますから。
 megamiさん、お疲れ様でした。安らかに天国に御上り下さい。あなたのことは忘れません。さようなら。

megamiさん

13752 選択 NAO 2009-05-05 01:36:04 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。⼤変ご無沙汰致しております。この度、megamiさんが天に召
されたという悲しいお知らせをお聞きして、どうしてもお別れのご挨拶をさせて頂きたく、⼤変勝
⼿ではございますが、お邪魔をさせて頂きます。

megamiさんへ

megamiさん、貴⼥がこの星から巣⽴っていかれたことを知り、涙を流さずにはいられないこと
をどうかお許し下さい。megamiさんと初めてお話をさせて頂いたのは、私がZ.p.さんのBBSに
いた時のこと。。。akiちゃんを通じて私達は出会い、お話をさせて頂く事ができましたね。その
後はakiちゃんのブログの⽅でも楽しい時間を共にさせて頂くことができました。異国の地で、私

には想像もつかないくらいに不安なことが多くある中、いつも優しくお声をかけて下さったことを昨⽇のことのよう
に思い出しています。また何時の⽇かお話をさせて頂ける時を⼼待ちにしていましたが、このようなお別れの⾔葉に
なってしまい、とても残念でなりません。

しかし、これからは泉⽔さん、xxxさんと共に世界中の⼈々や動物たちのことを、とても優しい眼差しで⾒守ってい
て下さるのですね。。。そのことを胸に、私⾃信もっと精進していかなければと考えています。megamiさんとの時
間は、これからもずっと私の⼤切な宝物です。どうか穏やかに、安らかにお眠り下さいね。⼼よりお祈り申し上げま
す。
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Re:megamiさん

13753 選択 GTO 2009-05-05 04:26:55 返信 報告

こんにちは皆様、

megamiさんの訃報に接し、⾮常に残念です。
 特に若い⽅が亡くなるのは悲しい事です。

 いつも明るく、暖かい⼈柄で素敵な⽅でしたね。

⼼よりご冥福をお祈りいたします。

megamiさんのこと

13754 選択 カーディガン 2009-05-05 06:08:43 返信 報告

皆さん、おはようございます。

megamiさんの訃報があった⽇は、とても信じられない思いでした。
 みんなmegamiさんの帰りを待っていただけに、このようなかたちであることはとても残念でやりきれない思いで

す。
 ⽇本に帰ってくることはできないのか尋ねたことはありましたが、今後のことを考えると帰ってきたあとのことを考

えてしまうそうで、そのまま現地にいることとなってしまいました。イランの不便なところだけにインターネットの
環境はないそうで、連絡をとることは困難であるとのことで、それ以降のお返事もないものでした。
⽇本とイランをつなぐお仕事をしながら頑張られていただけに、我々の⽇常⽣活も⽀えることにもつながっていたの
でしょうか。

 慎んで、megamiさんのご冥福をお祈りいたします。

Re:megamiさん 追悼

13757 選択 澄 2009-05-05 14:17:44 返信 報告
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stray所⻑様、皆様、こんにちは。

数⽇ぶりにＺ研を⾒たら…
 突然の訃報に⼤変驚きました。

 megamiさんとはお話したことはありませんでしたが、皆様との会話を拝⾒していていつも明るく”キャ〜”が印象的
でした。

 今後お話出来る⽇が来るかな、と思ったこともあったのに…
 本当に残念です。

megamiさん ⼼よりご冥福お祈り申し上げます。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13758 選択 ROM 2009-05-05 15:31:44 返信 報告

 
皆様こんにちは、ROMです。（上記既出とは別⼈）

最近になって仲間⼊りさせてもらったばかりで、megamiさんの事、そしてZ研の歴史を私は詳しく知りません。

今までも⼀⼈の共通⼥性を囲んで⾊々な出会いと別れをZ研が繋いできて、次第にZ研を中⼼とした出会いが広がっ
て、そして悲しい別れも増えていく訳で。

だけと、悲しんでいるのは私達だけかも知れない。
 megamiさんがこの場を楽しんでいたのなら、早く好きだった場に戻してあげたいな。

 喜びそうな話題が豊富な時期なのに・・・。

私は無責任にそう考えています。

――――――――――――――――
 せつなく煙った宇宙にみんな笑って⽣きてる

 with you︕

Re:megamiさん  追悼

13759 選択 stray 2009-05-05 19:21:54 返信 報告
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suuさん、Hiroさん、NAOさん、GTOさん、澄さん、ROMさん、所員の皆さん

ご丁寧なお悔やみどうもありがとうございます。
 ⼈の命って儚いものですね。

 泉⽔さん、xxxさん、megamiさん・・・まだまだお若いのに。
 megamiさんは去年の6⽉頃、原因不明の病気で⼊院されたことがありましたが、

 ⼼臓が弱いとか、持病があるという話は聞いたことがありません。
 ⼀⼈ぼっちのストレスが溜まりに溜まってしまったのでしょうか。

Hiroさん、NAOさん、こちらこそたいへんご無沙汰しております。
 お⼆⼈ともお元気そうで何よりです。

 megamiさんが、akiちゃんの”Webママになりたい︕”と突然⾔い出して、
 私が引率して、Z.p.さんにご挨拶に伺いましたね〜。

 megamiさんがガチガチに緊張していたのをよく覚えています。

部⻑が書いてるように、⼈を疑うことを知らない⼈だったので
 誰にでも”⼼を開いて”接することができたのかもしれません。
 ⾃分の死を疑わずにちゃんと成仏するんだよ、megamiさん。
 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13760 選択 ひげおやじ 2009-05-05 19:32:58 返信 報告

久しぶりに覗いてみたら思っても⾒なかった訃報、本当に⾔葉もありません。ｍｅｇａｍｉさんの御冥福を⼼からお
祈りします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13761 選択 Se 2009-05-06 08:42:22 返信 報告

衝撃的な訃報を⽬にして⼀⾔お悔やみを申上げます。
 ZARD研究所の⼥神的存在だったmegamiさんの異境での悲運な最期に接し、⼼よりご冥福をお祈り申上げます。
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そして、貴重な存在を突然失い、悲しみの渦中におられるstray所⻑はじめ皆様⽅の⼼中を察しご同情申上げます。
失礼致しました。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13764 選択 kaz2313 2009-05-06 21:18:35 返信 報告

謹んでmegamiさんのご冥福をお祈り申し上げます。

⼈は誰もいつか必ず「死」を迎えるものですが、
 若い⽅が突然、お亡くなりになるほど⾟いものはありません。

megamiさんは、ZARD研究所に来る皆さんの⼼のオアシスでした。
 残念でたまりません。

 

Re:megamiさん 追悼

13765 選択 チョコレート 2009-05-07 08:50:00 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 訃報を聞いて、信じられない、信じたくない気持ちでいっぱいでしたが、そろそろ静かに受け⼊れないと･･･megami

さんも困ってしまうかな･･･。

megamiさんの思い出といえば、いろいろありますね。
 皐さんがリクベスⅡ発売前︖に作品を毎⽇発表していた時のことだったと記憶していますが、その作品をイランでは

待ち受けにできないからと、プリントアウトして、携帯に貼りつづけていらしたという話。
重ねて貼っているからピラピラしてカサカサするとかなんとか･･･(笑)。

 そんな携帯、⾒てみたいなぁ〜と話したことを懐かしく思い出します。
 気温も昼間は40℃あるけど夜は寒くなるとか、電気もよくストップするとか、⽇本では想像ができないような過酷な

環境の中で⽣活してつらいことがいっぱいあったと思うけど、いつも明るく優しく皆さんに話しかけてくれたmegam
iさん。

 素敵な⼥性でしたね。
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チャットでmegamiさんのつぶやきを⾒つけると癒されたなぁ〜。リアルタイムでお話してみたかったです。
本当に”Z研の太陽”みたいでしたね･･･。

研究熱⼼だったmegamiさん、天国では、泉⽔さんに直接インタビューしてるかも︖もしかして、これは究極の潜⼊
捜査︖︖

 ･･･また涙が出てきちゃった。
 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13766 選択 オーマイ 2009-05-07 09:37:53 返信 報告

所⻑さん、所員の皆様、おはようございます。
 完全ＲＯＭで、ご無沙汰しています。

突然の訃報に驚いています。
 書き込みから、とても明るくて気配りのできる

 イメージの⽅でした。

冥福を御祈り申し上げます。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13767 選択 pine 2009-05-07 11:55:36 返信 報告

あまりにも突然の、悲しい知らせに驚いています。
 涙が⽌まりません。どうしてmegamiさんが…

megamiさんは、優しくて気配ができて、その上ユーモアもあって…本当に素敵な⼥性でした。
 私がバカなことをやっていたら思いっきり笑ってくれて、特に裏ではいっぱいいっぱい笑いましたね。

 またここで会おうねって、⼀時帰国したらギョーザパーティーしようって⾔っていたのに…
 イランよりも、もっともっと遠いところへ⾏ってしまったんですね。

 本当に残念でなりません。

megamiさん きっと天国から⾒てくれていますよね。
 ⼼は繋がっているんだから…
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megamiさんのご冥福を、⼼よりお祈りいたします。

  --- 合掌 ---

Re:【訃報】 megamiさんが…

13768 選択 tree 2009-05-07 18:37:45 返信 報告

stray所⻑さん、皆さん、こんにちは。
 昨年何度かお邪魔しましたtreeです。最近はROM専⾨に戻りご無沙汰しております。

megamiさんとは⼀度だけご挨拶させていただきました。嬉しかったな。
 ⽂⾯だけでも優しい⽅だなあという事が伝わってきました。

 はー、⾔葉が出ませんね・・・。
 今頃は泉⽔さんに出会われているかもしれませんね。

megamiさんのご冥福を⼼からお祈りいたします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13769 選択 saki 2009-05-07 18:42:41 返信 報告

megamiさんの事を想うと、 涙が⽌まらない…

⼿が震えてて、加⼯画が旨く出来ない… ごめんなさいm(_ _)m

淋しがらないでね… sakiはいつまでもmegamiさんの事忘れないよ︕︕
 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13770 選択 皐 2009-05-07 21:27:10 返信 報告
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しばらくZ研をお休みしていたのですが、所⻑からのメールを読んで本当に驚きました。
あの優しくて楽しい⽅だったmegamiさんがお亡くなりになるなんて…。

今はショックで⾔葉が出てきません。すごく残念です。
 ⼼よりご冥福をお祈りいたします。

Re:megamiさん 追悼

13771 選択 stray 2009-05-07 21:41:28 返信 報告

ひげおやじさん、Seさん、kaz2313さん、オーマイさん、treeさん

皆さんとってもお久しぶりですね。
 megamiさんのためにどうもありがとうございます。

妹さんから連絡があって、
 megamiさんはイランの地に埋葬（⼟葬）されたそうです。

 （⽕葬の習慣がなく、新型インフルエンザの影響で検疫が厳しいため）
 megamiさんの魂が、故郷・⽇本に戻ってこれますように祈りましょう︕

 
 pineさん、チョコさん、こんばんは。

megamiさんは⾯⽩いネタに事⽋かない⼈でしたねぇ。
 スパイ容疑で秘密警察の監視下に置かれたこともありましたし。

 今頃、泉⽔さんをインタビュー攻めしてるんでしょうか（笑）。
 謎が解けたら、特殊能⼒を発揮して、われわれに真相を教えてほしいですね。

 
 sakiさん、こんばんは。

皐ちゃんが体調を崩して休んでいるので、追悼画助かります。
 ⾒事な出来映えですね、⾊合いがすばらしい︕

 優しかったmegamiさんと、⼀⼈っぽちで寂しそうなmegamiさんの姿が
 泉⽔さんとオーバーラップして、泣けてくるなぁ・・・
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megamiさんは「saki Gallery」オープン前に転勤されたんでしたね。
⾒せてあげたかったなぁ。

 

泣きそう・・・

13772 選択 シヴァ 2009-05-07 21:41:29 返信 報告

皆さん、こんばんは。

信じられない・・・。
 皆さんのレスを読んでたら泣きそう・・・。

 皆さんがこんなにもいろいろ書き込んでくれてるのも
 ⼈徳のなせるわざなんでしょうね・・・。

何を書いたらいいのかよくわからないけど、ただただ残念です。
 ｍｅｇａｍｉさんのご冥福をお祈りいたします。

 

Re:【訃報】 megamiさんが…

13773 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2009-05-08 00:50:30 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさんは、⾯⽩いことが⼤好きだったんでしょうね。
 ⼀年前のカフェの準備期間中は、毎⽇のように、

 た〜くさん可笑しなメニューを考えて来るものだから、
 「ｍｅｇａｍｉさんは仕事中も仕事そっちのけで考えてたんでしょう︕」って、

笑ったものでした。
 だからか、たくさん採⽤されましたよね。

ちゅうど、そのころ秘密警察に⽴ち⼊られ泉⽔さんのＣＤをかなり没収されちゃって、
 所⻑の⾔うように秘密警察の監視下の置かれて、

 ⼀か⽉あたりのパケット数も制限を付けられてしまい、
 ⼤きい画像は保存できなくなったり、曲をたくさん保存したら、
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今度は投稿ができなくなったり。
⽉末はハラハラドキドキだったですね。

ＺＡＲＤの曲は、楽しい曲より、悲しい曲をよく聴くらしく、
 「遠い星を数えて」「君とのふれあい」「Ｉstill remember」「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」

 が好きだと⾔ってました。
 今から思えば、異国での寂しさ悲しさと、曲の悲しさをミックスしていたのでしょうか。

この曲を聴くときは、ｍｅｇａｍｉさん、⼀緒に聴こうね。♪
 

megamiさんへ

13775 選択 xs4ped 2009-05-08 02:57:11 返信 報告

megamiさん、もう泉⽔さん、xxxさんには逢えましたか︖

今⽉は5/15、16に堂島リバーフォーラム(⼤阪)で「三回忌コンサート」が 始まり、
 5/27には⽇本武道館で「三回忌コンサート」、「素直に⾔えなくて」のシングルCD発売、

 新宿⾼島屋では「坂井泉⽔ 展(5/27〜6/2)」とイベントが⽬⽩押しです。
 他に5/13に⽻⽥裕美さんの「君に逢いたくなったら･･･ 〜ZARD Piano Classics〜」のア

ルバムCD発売、
 5/30、31には新宿⾼島屋でピアノ・ミニコンサートも開催されます。

今⽉は泉⽔さんも⼤忙しなので、xxxさんと共に泉⽔さんのサポート宜しくお願いしますね。
 私も5/27には追悼動画(3作品)をUpしますので、楽しみに待っていて下さいね。(^_-)-☆

 お陰で私も⼤忙し︖です。(笑)
 そう⾔えば、動画を観てる最中に停電になり、お預けを⾷らった事も有りましたね。(笑)

 奇しくも4/27Up作品はmegamiさんへの追悼作品になってしまった感じですね・・・
 もう動画を観てる最中に停電になる事も無いので、ユックリと楽しんで下さいね︕

♪あなただけは 私を そっと包み込んでくれる〜♪
 そんな⼼の温かく、優しいmegamiさんへ・・・

Re:【訃報】 megamiさんが…
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13777 選択 テイク 2009-05-08 22:25:39 返信 報告

ご無沙汰しております。⼤変やさしい⽅でしたね。きっとやさしい世界で、泉⽔さん、ｘｘｘさんとわたしたちをみ
まもってくれるとおもいます。             ご冥福をいのります。    

Re:【訃報】 megamiさんが…

13778 選択 テイクワン 2009-05-08 22:30:17 返信 報告

[13777]テイク:
 > ご無沙汰しております。⼤変やさしい⽅でしたね。きっとやさしい世界で、泉⽔さん、ｘｘｘさんとわたしたちを

みまもってくれるとおもいます。             ご冥福をいのります。    

megamiさんへ

13781 選択 ミキティ 2009-05-09 12:47:44 返信 報告

みなさん こんにちは

私は夢を⾒ているのかな。。。
  涙が ポロリ ポロリと頬を伝う・・・

 急な訃報を知ってから 時間が⽌まったよう

 megamiさんと過ごした楽しい⽇々を思い出しては また泣きそうになる

 でももう泣かないよ。.︓＊︓・'
  megamiさんは わたしのほんわか雰囲気のふんわり笑顔が⼤好きと⾔って下さったから☆:*:

 megamiさんへ

megamiさん ⻘く澄んだ綺麗なお空で安らいでいますか
  透き通ったブルーのお空で。。。

 いつも優しくて温かく 思い遣りのある 素敵な⼥性のmegamiさん 
   私の憧れの⼥性です
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 megamiさんが登場すると まるで太陽のように明るく 陽だまりのようで
 いつもみなさんに囲まれていましたね

  ⼤変な環境でも そんな姿を⾒せず どんな場⾯でも優しさと
    ひたむきさがが伝わってきました

 megamiさん 覚えていますか
   ふかふかの座布団を並べては 作品のUPを ニコニコしながら⼀緒に待っていましたね

   待ち時間の差し⼊れを喜んで 召し上がってくださいましたね

  たくさんのおしゃべり イベント楽しかったですね。.︓＊︓・'ﾟ

  いつもmegamiさんは レスをご丁寧に下さいました

＞お茶でもご⼀緒できたら嬉しいのですが・・・
 ＞いつか実現する⽇を楽しみにしておりま〜す☆
 ＞ｍｅｇａｍｉ

 わたしも覚えています 素敵な約束をしたことを☆’.･*.

いつの⽇か お茶しながら語り合いましょうね♪ 楽しいひとときを
 夢⾒ています゜･*:.

＞ミキティさんのお優しい⼼に触れ合えて シアワセでした(*^▽^*)/

＞本当にお世話になりました︕︕︕
 ＞どうかこれからもプライベート＆ＢＢＳで ⼤活躍なさって下さい︕︕

 ご転勤前のお忙しい中にも気遣って 宝物とメッセージをくださいましたね
  megamiさん.︓＊

 わたしも megamiさんに出逢えてとても幸せです 
  megamiさんと共に過ごした楽しい⽇々をいつまでも⼤切に⼤切にしますね

 megamiさん これからもその優しい笑顔で⾒守っていてくださいね
  ずっと ず〜っと⼤好きです

 megamiさんのいらっしゃる安らかな場所に楽しいお話が聞こえますように。。。



  megamiさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

Re: megamiさんが…

13782 選択 かず 2009-05-09 19:05:33 返信 報告

こんばんは、おひさしぶりです
 今⽇、久しぶりに来てみたら・・・・驚きです

こちらに初めてお世話になったのが、⽊更津のスタジオの件で
 話が盛り上がっていた時でした。

 ｍｅｇａｍｉさんは、すごく興味を持たれていたようでしたね。
 掲⽰板でのやりとりもあれが最後になってしまいました。

 残念です
 泉⽔さんと同じ２７⽇だったのですね

megamiさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます
 

Dear. megamiさん

13783 選択 皐 2009-05-09 20:13:43 返信 報告

今もまだなんと書いたらいいのか、⾔葉が⾒つかりません。

megamiさんへの想いを加⼯画に込めて…
  

 
  

Re:Dear. megamiさん

13784 選択 皐 2009-05-09 20:17:47 返信 報告
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『たくさんの優しさをありがとう』
『ずっと忘れません』

そして、Z研を温かく⾒守ってくださいね☆ﾐ

喪を明けます

13785 選択 stray 2009-05-09 21:07:03 返信 報告

シヴァさん、テイクワンさん、ミキティさん、かずさん

こんばんは、ご丁寧にどうもありがとうございます。
 ⼤型連休でお出かけされていた⼈は、さぞかし驚かれたことでしょう。

 シヴァさんの写真ネタにも、嫌な顔をせずに︖（笑）、丁寧にレスされてましたよね。
 博識だし、私なんかよりはるかにBBS管理⼈に向いる⼈でした。

このスレをもって、Ｚ研は喪を明けますが、
 改めて、megamiさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

 
 xa4pedさん、皐ちゃん、

 追悼画どうもありがとうございました。
 いずれ megamiさん追悼コーナーを作りますので、

そのときはご協⼒どうぞよろしくお願いしますね。
 

部外者で恐縮ですが・・・・

13788 選択 Hiro 2009-05-09 21:14:13 返信 報告

strayさん、こんばんは。
megamiさんに、詩を捧げさせてください。
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あなたのように。。。
 －謹んで megamiさんに捧げます－

また ひとつ 星が天に のぼります
 たくさんの 楽しい 想い出を残し 
 静かに ひっそりと

 たった⼀⼈ 旅⽴ちました
  あなたのように 誰にも告げず

遠き イランより届けられた
 暖かい⾔葉 素敵な笑顔

 やさしさ ユーモア
 私達は 永遠に 忘れません

  あなたのように ⼼の中に

責任感が強く ⼀⽣懸命に
 仕事をされていました

  あなたのように 常に前向きに

控えめな 海⾵のように
 そっと 静かに さよならも⾔わず

 ⽇だまりのような 暖かさを残し 空の彼⽅に

泉⽔さん
 泉⽔さん どうかお願いです

 やさしく 強く 抱きしめてあげてください
 もう⼤丈夫よ ⼼配しないでと

 笑顔で 抱きしめて 励ましてあげてください

ps．ＸＸＸさん 私達の⼤切な友⼈ そして ZARD Family megamiさんのこと 頼みます<(_ _)> 

Re:部外者で恐縮ですが・・・・

13791 選択 stray 2009-05-09 23:15:20 返信 報告
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Hiroさん、こんばんは。

megamiさんのために素敵な詩をありがとうございます。
 megamiさんのことを知ってる⼈の胸に、とっても響く詩ですね。

 もちろんmegamiさん本⼈にもですが。

今頃、泉⽔さんに気に⼊られているか、質問攻めして嫌われてるかのどちらかでしょうけど（笑）、
 遥か彼⽅の空から、ず〜っと我々を⾒守っててくれると思います。

 

Re:Dear. megamiさん

13866 選択 mf 2009-05-13 11:50:00 返信 報告

このサイトを⼀週間ぶりに開いて⼤変悲しくなりました
 ⼼からご冥福を祈ります彼⼥は優しく素敵な⼥性でした
 

Re:Dear. megamiさん

13887 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-05-13 23:45:18 返信 報告

こんばんは、ｍｆさん
 おひさしぶりです。

おたがい突然のことで、驚きとともに、悲しいですね。
 来⽉の⽉命⽇には、ｍｅｇａｍｉさんにも（別スレですが）カラーを捧げたいですね。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13890 選択 Today 2009-05-14 04:30:39 返信 報告

本当に突然の事で・・驚きと悲しみで頭が混乱しています。
 とにかく今はmegamiさんのご冥福を⼼からお祈り申し上げます。

Re:【訃報】 megamiさんが…
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13894 選択 stray 2009-05-14 20:19:13 返信 報告

mfさん、Todayさん、お久しぶりです。

突然のことで、さぞかし驚かれたことでしょう。
 武道館では、megamiさんにも献花してこようと思っています。

 ご冥福を祈りましょう︕

Re:【訃報】 megamiさんが…

13932 選択 yama 2009-05-16 19:32:20 返信 報告

遅くなってしまいましたが、⼤変驚きました。
 直接お話はさせていただかなかったのですが、
 コメントを読ませていただいていました。

⼼よりご冥福をお祈りいたします。

Re:【訃報】 megamiさんが…

13998 選択 ⼭茶花 2009-05-18 15:05:18 返信 報告

strayさん、Z研スタッフさん、みなさん、こんにちは。
 27⽇に、megamiという⽅がお亡くなりになったそうで、確か私も、megamiさんとお会いしたことがあったと思い

ます。
⼤分遅れましたが、ご冥福をお祈り致します。

 

Re:【訃報】 megamiさんが…

14002 選択 ジョナサン 2009-05-18 18:51:01 返信 報告

お久しぶりです。

いつも、研究所を拝⾒してはいたのですが、なかなか書き込みできず申し訳ありません。
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みなさんのコメントから、megamiさんという⽅がとても素敵で素晴らしい⽅だということがわかりますね。

⼈間の命って、ほんとにわからないものですね。

私も⾃分⾃⾝、精⼀杯⽣きていきたいと改めて考えさせられました。

遅ればせながら、ご冥福をお祈りしております。

Re:【訃報】 megamiさんが…

14003 選択 stray 2009-05-18 19:49:53 返信 報告

yamaさん、⼭茶花さん、ジョナサンさん、こんばんは。

ご丁寧にありがとうございます。
 会ったこともないネット上の付き合いにすぎないのに、⼤事な家族を失ったような喪失感が・・・

 これだけ皆さんに慕われていた⽅ですから、実物は相当素敵な⼥性だったと思います。
 会いたかったなぁ・・・

ジョナサンさん、超お久しぶりですね︕
 武道館は⾏かれますか︖

 オフ会昼の部は、今年も○○○○○になりそうです（笑）。
 お暇でしたら是⾮ご参加くださいませ。

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 12:54:40 (0.042 sec).

https://bbsee.info/straylove/id/13728.html?edt=on&rid=14003
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=14003
https://bbsee.info/

