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楽しい御集まりのなかに、訃報を御知らせする事を御許し下さい。

 御知らせするべきか、何⽇も悩みました。
 xxxの病状を御承知だと伺っているstray様だけにでも御知らせした⽅が良いと思い、勝⼿ながら御報告申し上げます。

xxxは、11⽉ 15⽇（⽊）午前7時16分
 御親族に⾒送られながら坂井泉⽔さんのもとへと旅⽴ちました。享年44歳という早すぎる旅⽴ちでした。

 ⽣前xxxへの御温情を多くの皆様から賜り御遺族に代わり厚く御礼申し上げます。
 御報告が遅れたことを⼼中より御詫び致します。

xxxは、覚悟していたようで、stray様の所と、れお様の所宛へお別れの画像とメッセージを残していました。
 ⼀⽅で、クリスマスは、⽂⾯からZARD掲⽰板に⾃⾝で投稿するという希望を持っていたのかも知れません。

 皆様の御気持ちを考えた時どのようにすれば良いのか⼜、掲⽰板でこのような投稿をして良いのかも解らず、
 stray様の御判断を仰ぎたいと思い、全てこちらに投稿させて頂きたいと考えました。
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削除なさっても当然の事項と思っていますので、当⽅にはお気遣い無⽤にて取り扱って頂ければと思います。
部外者である私が、出過ぎた真似をしていると思っています。どうか失礼を御許し下さい。

P.S… xxxの⼈柄や思い出等を綴った⽂章を私なりに書いてみました。
 とても⻑くなってしまい御迷惑だとは思いますが、xxxの事を皆様にお話したくて堪らず、

 こちらに拙い⽂章を投稿する事を重ねてお許し下さい。

☆メリークリスマス☆

2380 選択 匿名 2007-11-21 07:48:24 返信 報告

私から、”Merry Christmas”

坂井さん、そんなに⾒つめると
 サンタさんが⾚くなって固まっちゃってますよ︕

皆さんの所にもサンタさんが来るといいですね・・・

                 ⾵⼩僧 xxx

Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ︕︕

2381 選択 xxx 2007-11-21 07:49:49 返信 報告

れおさま、アキラさま、ライダーさま、NAOさま、Hiroさま、kazuさま、SSSさま、
 DOMINGOさま、akiさま、エドさま、MIZUIさま、スマイルさま、ぢうんさま、

 そして、愉快なZARD、partyにお集まりのみなさま・・・
みなさまと楽しい時を過ごせてとても幸せでした。（party会場では⼀瞬でしたが・・笑）

 xxxの事忘れないで下さいね︕ 

このメッセージが届く頃は、坂井さんと⼀緒に歌っているかも・・・ 
 xxxは、加⼯画よりも、歌とギターの⽅が旨いんですよ ♪♪（笑）

 坂井さんの傍でみなさんのお越しを待ってま〜〜す。 
 急がずにゆっ〜〜〜〜くりでいいですからね 

 みなさんが来るまで、坂井さんは⾵⼩僧が独り占めだよ〜〜〜︕︕
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みんなから「お前みたいな奴は、坂井さんの所へなんか⾏けないよ︕」って
キツ〜イ突っ込みが⼊りそうなのでこの辺で・・・・((笑))

 いままで本当にありがとうございました。  いつまでもお元気でいて下さいね︕︕︕                     

                            ⾵⼩僧 xxx
 追伸︓

 お悔やみの⾔葉は暗くなるので嫌いです、そのまま暗〜い所へ⾏きそうで・・・明るくお別れしましょう︕︕ 
 みなさんが坂井さんを想うとき隣にxxx がいたら嬉しいです。（笑）

ｗｉｔｈ ｙｏｕ ♡

2382 選択 xxx 2007-11-21 07:50:57 返信 報告

strayさま、ドルチェさま、Ｔ２８さま、皐さま、あね研さま、KOHさま、
 PANさま、なしぼーさま、miyaさま、カーディガンさま、スーさま、GTOさま

 そして、貴重な情報満載のZARD研究所にお集まりのみなさま、
 いままで本当に、ありがとうございました。

私のような者に、美術館まで設けていただき、とても感謝しています。
 それも⼤好きな皐さまと⼀緒なんて♪♯   感激です︕︕

 ⼆⼈だけでなく新たな⼈も続くといいですね・・・・
 もう⼆度とこちらではお逢いする事が出来なくなりました。 でも悲しまないで下さい、

 みなさまより⼀⾜先に坂井さんの所へ⾏くだけですから・・・
 坂井さんのもとで⼜、お逢いしましょう〜・・・って縁起でもないですね（笑）

 いつまでもお元気でいて下さい・・・・
 皆様の記憶のほんの⽚隅に置いていただければ嬉しいです。    

 突然、いたずらな⾵が吹き抜けたら⾵⼩僧だと思って下さいね（笑）
                                                                  

 画像は、初投稿の思い出画像『今⽇はゆっくり話そうPart1〜3』『ごめんなさい・・』
 そしてstrayさまからの『xxxさんへエール』 をまとめてみました。

 まだ半年も経ってないのになんか遠い昔のようで、懐かしいですね（笑）
 strayさまには、御世話になりっぱなしで最後まで恩知らずの⾵⼩僧でしたね、ほんと『ごめんなさい・・』です。
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短い期間でしたが、みなさまにお逢い出来てとても幸せで楽しい⽇々を過ごせました。
みんなのアイドル皐さまにもファンだと⾔ってもらえて、夢⼼地ですよ〜〜〜  まだ⾔ってなかったけど、

 皐さまの作品で⼀番のお気に⼊りは「カナリヤ」です。遠くから⾃分を⾒つめているような感じがとても好きで
す・・

 でも、aki＆皐のコラボも捨てがたいし、グロリアスマインドも・・ん〜〜結局全部好きなんですよね〜☆ミ︕︕
 とても楽しみにしていた皐ギャラリーを拝⾒出来なかった事が唯⼀の⼼残りです・・・（涙︔）

 約束してたのに・・・皐ちゃんごめんね︕︕  坂井さんと⼀緒に空から⾒るね︕︕

                           ⾵⼩僧 xxx
 追伸︓

 坂井さん似の看護師さん情報・・・
 strayさまと、皐さまに1度だけレスしたそうですよ、HNと内容は教えてくれませんが、

 とても優しくして頂いたと⾔ってました・・・・⼼当たりありますか︖

ZARD掲⽰板で御世話になった⼈にも御礼を⾔いたいのですが・・こちらの⽅で気持ちだけでも書きます。
 Folkenさま、seさま、chiiさま、K２さま、ヒツキさま、にしまるさま、奈良ZARDファンさま、アルビレオさま、

 毎回のように御⽀援して頂いていたのに、挨拶もなく消える事をお許し下さい。
 「いつも、いつも暖かいレスに感謝していました、とても嬉しかったです、本当にありがとうございました。」

追 憶

2383 選択 ｘｘｘよりの使者 2007-11-21 07:53:43 返信 報告

出過ぎた事と理解していますが、少しxxxの事を書かせて下さい
 呼び捨てにするのは抵抗があるのでxxxさんと呼ばせてもらいます

私が、xxxさんと知り合いになってもう２０年以上経ちます。
 ⼗代の頃付き合っていた彼⼥がxxxさんの奥さんの妹で、彼⼥の家で紹介されました、

 当時の私は、〇⾛族の頭をやっていて、⼈を上⽬使いで睨みつけるような⼈間でしたが、
 xxxさんに逢った瞬間に⼩さくなってしまった事を覚えています。

 うまく表現出来ませんが、容姿は、私より少し⼩柄で、格好よくてやさしい兄さんって感じだったのですが、
 器の⼤きさと⾔うか多くの修羅場をくぐってきたような、そんな感じで底知れぬ怖さを感じてしまったのです。
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妹さんと別れてからも半年程、当時新婚のxxxさんの狭いアパートに居候状態で御世話になっていました。
私のような者が付き合える⼈ではないのですけど、家族のように本当に良くして下さり、

 今の職場もxxxさんの紹介で勤めることが出来、仕事も⼀から⾺⿅な私に根気よく教えてくれました、
 私にとって、兄のようであり、職場の上司であり、⾊んな⾯でどうしょうもない私を、⼈並みにしてくれた恩⼈なの

です。
 「恩は⽯に刻み、仇は⽔に流せ」これは、xxxさんの祖⽗、⽗と受け継いで来た⾔霊だと⾔っていました。

 私は、xxxさんから受けた恩が⼭盛りあるのに⼀つも返すことが出来ていません。
 私もこの⾔葉を⼼に刻み、残された家族に少しずつでも恩返しが出来ればと思っています。

若い頃のxxxさんは、思い出は出来るものではなく、作るものだと⾔っては無茶をやっていました。
 それに、⾃⾝の労⼒も惜しまず、⼈をビックリさせて喜ばす事が⼤好きなのです。いつもサプライズだらけで、

 よくそんな事思いつくなと、⼜そんな無茶が出来るなと、xxxさんの発想の豊かさと⾏動⼒には感⼼させられる事ば
かりでした。

 おかげで多くの⼈が体験出来ないような楽しい思い出をいっぱい残してくれました。
 今でも、茶⽬っ気たっぷりに笑顔で現れてビックリさせられそうで・・・・

⼀番印象に残っている思い出は、私のオヤジが亡くなった時のことです。
 その⽇は、平成2年9⽉の⼤型台⾵19号が直撃していて、通夜も出来ないような状態でした、私の実家は⼭奥にあり、

 林道は、落⽯や鉄砲⽔、⼟砂崩れが⾄るところで発⽣している暴⾵⾬の中をxxxさんは駆けつけてくれました。
 ⼟砂崩れで道が埋まっていたり、倒⽊も⾞で体当たりして⾶ばして来たと聞きました、⼤きな落⽯がゴロゴロしてい

て
 「もうこれ以上無理だよ」と奥さんが⾔ったのに、xxxさんが「こんな状態だから誰も来なくて〇〇が可愛そうだ
ろ︕」って、

 奥さんは死を覚悟し⼦供の顔がうかんだよと苦笑いしていました。
 その後、道が崩れてしまい５⽇程⾜⽌め状態で、通夜から、葬儀から、台⾵被害の後⽚付けまで、やってくれて、

 帰る時、傷だらけでボロボロになった愛⾞に⼤笑いしながら乗って帰っていかれました。
 その時の笑顔と情景は、17年経った今でも鮮明に覚えています。

追 憶 2

2384 選択 ｘｘｘよりの使者 2007-11-21 07:54:52 返信 報告
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負けず嫌いのエピソードとしてxxxさんの同僚の⽅から聞いた話ですが、
空⼿試合の団体戦、決勝の⼤将戦で、開始早々相⼿の反則で顎の⾻が完全に折れたそうです、

 ドクターストップでチームが負けになるのがいやで、審判に折れているのが解らないように、
 ⾃分で顎を元に戻し⼝の中に溢れてくる⾎を飲み込みながら続けたそうです、そしてその試合に勝って、

 ⾒事全国制覇を成し遂げ、ニッコリ笑って⼝から⾎を吹き上げたと聞きました。ゾッ〜とする話です。
 （注射を怖がって⼦供のように今にも泣き出しそうにしていた⼈と同⼀⼈物とはとても思えません） 
 負けず嫌いにも程がありますが、⾃分の苦痛より⼈の喜びを第⼀に考えるxxxさんらしい武勇伝だなと思っていま

す。
 そんな、xxxさんが嫌いな⾔葉は、根性、義理、友情、男気、⼈⽣、等々、⼝にするのが恥ずかしいと⾔っていまし

た。
 私から⾒たら全てxxxさんの⽣き⽅に当てはまる⾔葉だと思うのですけどね…

余命を宣告されていても、その苦しみや絶望感を少しも⾒せず廻りの⼈をいつも気遣っていました。
 最期が近い時も、痛み⽌めは⿇薬の強い物ではなくて通常の物を希望していました、相当な苦痛だったと思います

が、
 ⾒舞いに来て下さった⽅達に逢うのが最後かもしれないのに眠っていたら失礼だろうと⾔って……

 本当は、とても寂しがり屋さんなので⼈の輪の中に少しでもいたかったのだろうなと思います。

皆様が思っておられるxxxさんと、違うのかも知れません、
 若い頃のいたずら好きでやんちゃな⾯影と違い、最近は、⼈の温情に涙もろく、穏やかで、いつも笑顔を絶やさない

⼈でした。
 皆様からのレスにいつも涙を浮かべ、皆様のやさしさ、暖かさに感謝し、皆様の事をとても⼤切に思っていたようで

す。
 本当のやさしさと、強さ、そして⼈への思いやりを持っていた⼈だったと、私は思っています。

 ⼀個⼈の葬儀への参列者が300名を超えていたことからも、xxxさんの⼈柄のよさ、お付き合いを⼤切にされていた事
が偲ばれます。

通夜の時は、xxxさんが好きだったZARDや浜⽥省吾など思い出の曲を奥さんと⼦供達とで選曲し⼀晩中流されていま
した。

 ZARDは、私の知っている曲は少ないのですが、「いつかは…」という曲を聴いた時は、堪らなくなりました。
 最近、私もxxxさんが愛したZARDを聞き始めました、  遅すぎるデビューですけど、

 



もともと、奥さんの影響でxxxさんもZARDファンになったようで、
奥さんは⾳楽を、xxxさんは坂井泉⽔さんの⼈間性を好きになったという感じです。

 坂井さんが、亡くなられてからは、ZARD⼀⾊のようになっていましたが、
 若い頃は、よく浜⽥省吾の曲をギターで弾きながら歌ってくれました。れお様宛に⾃慢しているようですが、

 本当に歌とギターは旨くて、声も浜⽥省吾ソックリで“もうひとつの⼟曜⽇”なんか本物が歌っているかのようでし
た。

 部屋の⽚隅にポツンと置かれた愛⽤のギターを⾒た時は、堪らなく淋しさが込み上げてきて、涙が⽌まりませんでし
た。

思い出は尽きないのですが、あまりにも⻑くなるのでこの辺で失礼致します。
 xxxさんからいつも、「分をわきまえろ︕」と、きつく⾔われていたのに、このような投稿をして、申し訳ありませ

ん。   
 私は学歴（中卒）も教養もなくて、⼩学⽣の作⽂のような稚拙で繋がりのない⽂章を⻑々と本当にすみませんでし

た。

最後に、
 『私の愛した夫は、どんな時も笑顔を忘れませんでした、皆様も笑顔でお⾒送り下さい』

 「きっと忘れない」のBGMに乗せて痛々しい程の笑顔で御挨拶された、 喪主（奥様）からの御⾔葉です。

P.S….奥さんは、まだxxxギャラリーを⾒てないようなので、落ち着かれたら案内したいと思います。
                            

 

⼼よりお悔やみ申し上げます。

2385 選択 stray 2007-11-21 08:52:58 返信 報告

xxxさんの使者様へ

ご丁寧なお知らせどうもありがとうございます。
 xxxさからご病状を伺っておりましたので、私⾃⾝、混乱はしておりませんが、

 やはり、何も⾔葉が⾒つかりません。

あれだけ楽しみにしていた「皐ギャラリー」を⾒ることなく逝かれたのは、
 さぞかしご無念だったでしょうね。
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ZARD partyと、ZARD掲⽰板へのメッセージは、それぞれに早速伝えましたので安⼼下さい。
xxxさんのお⼈柄が偲ばれる「追憶」読ませていただきました。

 Ｚ板でもほんの少し⽚鱗を⾒せたことがありましたが、男らしい⽅だったのですね。
 最期も、男らしい⽣き様だったと思います。

なかなか⾔葉が⾒つかりません。⼼の整理がついてから改めて返信しますのでお許し下さい。

xxxさんのご冥福と、あの世で泉⽔さんと会えるように、⼼よりお祈り申し上げます。
 

安らかに…

2386 選択 ｍｉｙａ 2007-11-21 08:58:32 返信 報告

朝⼀番、出勤まえ 訃報に驚きました。

涙が⽌まりません。

xxxさん お若かったのですね残念です。
 安らかにお眠りください。    合掌

＃私の旦那さんは明⽇退院し在宅治療を選びました。
  リスクを負ってまで故郷への帰省は無理のようです。

  でも家に戻ると⾔うことだけでも不思議な元気が出ま  す。嬉しいです。

 

⼼よりお悔やみ申し上げます。

2388 選択 ｍｆ 2007-11-21 09:52:11 返信 報告

xxxさんの使者様へ

xxx様が天国に旅⽴たれて寂しいことと存じます 
 私に近い年でいらっしゃるのですごく残念です 

 ⼼からご冥福をお祈りします
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御冥福を、⼼よりお祈り申し上げます。

2389 選択 Ｔ２８ 2007-11-21 10:37:40 返信 報告

xxxよりの使者様へ

お知らせ戴き感謝しております。
 訃報に驚き、メッセージを読んで涙が⽌まりません。

 「皐ギャラリー」開館後、お⾒えにならないので、御加減を⼼配しておりましたが、
 それほどまで悪いと思わず、またお会い出来ると信じておりました。

 叶わぬ夢になってしまい、残念でなりません・・・。

xxxさんの事は絶対に忘れません。
 直にお会いしたことはなくても、とても⼤切な出会いですから。

 この数ヶ⽉の出来事と出会いは、私の⼈⽣のかけがえのない経験です。
 xxxさんの御冥福を、⼼よりお祈り申し上げます。

 

泉⽔さんの元へ旅⽴った勇者へ・・・・

2390 選択 ＳＳＳ 2007-11-21 11:54:08 返信 報告

 
 
XXXさんの使者様へ

突然の訃報にて⾔葉が出ません〜泉⽔さんに続き、何とも⾔い切れぬ思いです、⼈は誰も
が・・遅かれ早かれ天に旅⽴つ時が来る、それは⼈類全てが避けて通れぬ宿命であり、⾃
然界の習わしと理解しえども、あまりに若すぎますよ・・・

 今頃は全国のファンを代表し、我らが愛するべく泉⽔さんの元で、⼀緒に楽しく会話している事でしょう〜ＸＸＸ
さんと過ごした数ヶ⽉、あなたに出会えて良かった、楽しかった、闘病⽣活にて⼤変苦しかったでしょう、⾃分も湿
っぽい別れは好きじゃない、でも今だけはＰＣ前でボロボロ涙をこぼす⾃分を許して下さい、⼼からご冥福をお祈り
します、あなたの事は⽣涯に忘れません、⾃分のために作ってくれたアジ＆和泉さんの画像は、⼀⽣の宝物にしま
す。
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Re:stray様へ

2391 選択 れお 2007-11-21 13:25:31 返信 報告

strayさん、連絡下さりましてありがとうございました。
 xxxさんの画像加⼯に影響してはじめたばかりで未熟な作品ですが、私からの気持ちです。

⼼よりご冥福をお祈りいたします

2395 選択 DOMINGO 2007-11-21 13:40:38 返信 報告

XXXさんの使者さまへ

お知らせいただきありがとうございます。
 突然の訃報、あまりにも早すぎる旅⽴ちに⾔葉が出ません…。享年４４歳とはあまりにも若すぎる…。御冥福をお祈り

いたします。

XXXさんへ
 もう泉⽔さんの本に到着されているでしょうか︖闘病⽣活、⾟かったでしょう…。ゆっくり体を休めてくださいね。

短い間でしたが、楽しい時間を共有させていただいたこと、感謝しております。あなたのことは⼀⽣忘れません。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2396 選択 GTO 2007-11-21 13:41:53 返信 報告

突然の訃報に残念でなりません。

⽣前の幾多の⽂⾯からもxxxさんのお⼈柄が偲ばれ、また、xxxよりの使者様の「追憶」を読ませていただき、益々xx
xさんの素晴らしいお⼈柄に触れたように感じます。

早すぎた旅⽴ちですが、今頃はxxxさんのギターで泉⽔さんと歌っていらっしゃるのかな。

https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2391
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2391
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2395
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2395
https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2396
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2396


坂井さんのもとで⼜、お逢いしましょう。
それまで安らかにお休みください。

⼼よりご冥福をお祈りいたします。

GTO

突然・・・

2400 選択 なしぼー 2007-11-21 15:24:57 返信 報告

残念な気持でいっぱいです。
 xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

最期まで、⼼温まる作品、素敵な作品をありがとうございました。
 

Re:ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2401 選択 tango 2007-11-21 15:26:14 返信 報告

こちらに書き込ませていただくのは初めてです。
 いつもZARD研究所を楽しく拝⾒させていただいている

 tangoと申します。

本⽇もそのような楽しいお話や記事を拝⾒できるものと、
 やってきたところ、とても悲しいお知らせが。

私は公にこちらに書き込みしたことはございませんが、
いつもxxxさまの書き込み、画像を拝⾒し、頂戴させていただいておりました。

 ⽂⾯からお体をお悪くされているのだなとは思っていたのですが、このような悲しいお知らせを聞く事になろうと
は・・・。

xxxさま、素敵な画像と楽しいお話、有難うございました。
 どうぞ安らかに⼼穏やかにお休みになってください。
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⼼よりご冥福をお祈り申し上げます。
 合掌

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます

2402 選択 ss 2007-11-21 16:22:08 返信 報告

突然の訃報に驚きました。

xxxギャラリーを⾒るのも楽しみの⼀つだったので
 とても残念です。

 多くの素敵な画像を今まで本当に有難うございました。

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます。

Re:stray様へ

2403 選択 kny 2007-11-21 16:25:06 返信 報告

先ほど、別荘で訃報を知りました。

⾔葉になりません。ただただ残念です。

xxxさんのご冥福を⼼からお祈り申し上げます。

ご冥福をお祈りします。

2404 選択 miho 2007-11-21 16:42:05 返信 報告

ここでは、はじめまして。AboutZARDの掲⽰板から来ました。
 ZARD研究所はいつも⾒ていました。

 ×××さんの画像をみていいました。いつも素敵な画像ですごいと思っていました。
 AboutZARDの掲⽰板で亡くなったことを知って悲しいくてこっちで書くことにします。

ご冥福を祈りします。
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Re:ゆっくり休んでくださいね。

2405 選択 皐 2007-11-21 17:55:23 返信 報告

突然の訃報に⼼から残念に思います。
 xxxさんからの最期のメッセージは本当に読むのに耐え難いです。

 だけど、xxxさんのためにも明るくお別れできるように、悲しい思いは綴りません。

たくさんの作品と優しい⾔葉をありがとうございました。xxxさんの事はこの先もずっと忘れません。

泉⽔さんのもとで安らかに過ごしてくださいね。ご冥福をお祈りいたします。

Re:stray様へ

2406 選択 J 2007-11-21 17:56:39 返信 報告

<object width="550" height="475" align="left" align="left"><param name="movie" value="http://ww
w.youtube.com/v/tQF6njmh8HM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/tQF6njmh8HM" type="application/x-shockwave-flash" wmode
="transparent" width="550" height="475" align="left" align="left"></embed></object>

Re:stray様へ

2407 選択 J 2007-11-21 18:00:03 返信 報告

すいません。間違えてタグを、そのまま投稿してしまいました。
 ⼼からご冥福をお祈りいたします。

ご冥福を、お祈りいたします

2408 選択 オーマイ 2007-11-21 18:54:33 返信 報告

ｘｘｘよりの使者さんへ
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今、読んでビックリです。
読み進むうちに涙が⽌まらなくなりました。

 ⼈の死には冷静な⽅ですが、こんな気持ちになったのは1年前に
 弟を無くした時以来です。

美術館で沢⼭の素敵な作品をいつも拝⾒させて頂いてました。
 きっと帰ってこられて新作をジャンジャン発表されると思ってました。

⼼よりご冥福を御祈りいたします。

⼼からご冥福をお祈りいたします。

2409 選択 スー 2007-11-21 19:27:07 返信 報告

XXXよりの使者様へ

XXXさんの優しい⼈柄が伝わって来ますね。
 ありがとうございます。私より１つ先輩だったのですね。

 XXXさんの制作した画像をいつも楽しみにしていました。
 今頃は泉⽔さんと⼀緒にギターをひいているころですね。 
 ⼼からご冥福をお祈りいたします。

スー

写真提供スー・画像制作れおさん

⼼より御冥福をお祈り申し上げます。

2410 選択 KOH 2007-11-21 19:35:21 返信 報告

ｘｘｘよりの使者様へ

お知らせ下さりありがとうございます。
 突然の訃報に⾔葉が⾒つかりません。

 ｘｘｘさんの作品を通じて研究所の皆さんと出会えて、想いも共有できたこと、本当に感謝しています。
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ｘｘｘさんの事、ｘｘｘさんの作品、想いは決して忘れません。研究所の皆さんとこれからも熱い想いを紡いでいき
ます。

 本当に⼼から御冥福をお祈り申し上げます。

Re:ご冥福をお祈り申し上げます

2411 選択 S424 2007-11-21 20:19:56 返信 報告

ｘｘｘよりの使者様へ。ｘｘｘさんの訃報残念でなりません。楽しみにされていた皐さんのギャラリーを観ずに逝か
れたのですね・・。

 私は画像には詳しくないので，ｘｘｘさんにお返事できませんでしたが，看護師さんの話など楽しく拝⾒しておりま
した。ご冥福をお祈り申し上げます。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

2412 選択 PAN 2007-11-21 20:40:31 返信 報告

本当にあまりに突然の訃報で驚きを隠せず、胸が痛む
 思いです。

 xxxさんの使者様のご報告を何度も繰り返し読ませて
 いただき、xxxさんの⼈⼀倍の優しさや、包容⼒の広さ

 を感じることが出来ました。
 また、⼈⽣を懸命に、前向きに⽣き抜くことの意味や

⼤切さを教えていただいた気持ちです。

私は⼀度だけxxxさんにお声を掛けさせていただく
 機会があり、xxxさんからも⼤変ご丁寧に返信を戴き

 ました。本当に感謝の気持ちで⼀杯です。

ご冥福を⼼からお祈り申し上げます。
 

9/17に、xxxさんと私が交わした会話
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2413 選択 stray 2007-11-21 20:49:40 返信 報告

今しがた、Ｚ板（情報板）にも投稿しましたが、
 9/17に、xxxさんと私が交わした会話です。

*************************************************************
 strayさまへ 

 やっとこの秘密基地を⾒つけました。 
 strayさまに、個⼈的に御礼が⾔いたくて・・・、私が、本家の掲⽰板に投稿出来、楽しめるのも、全てstrayさまの

お陰だといつも感謝の気持ちを忘れてはいません。 
 そして、お褒めの⾔葉を頂くと、少年の頃、厳しかった師範に褒めて貰った時の事を思い出し、とても嬉しくなりま

す。 
 そんなstrayさまには、本当の事をお話したいと思いこのBBSを探しました。 

 私の病の事です、掲⽰板では回復に向かっているように書いていますが、進⾏性の癌で、延命の為に、副作⽤の強い
抗ガン剤治療をする事を拒否し、動ける内に家族との時間を⼤切にしたいと思い退院させてもらいました。 

 今は、御世話になった⼈への御礼や、⾝辺整理、やりたい事をさせて貰っています。 
 掲⽰板に投稿し、皆さんに喜んで貰うのもその⼀つです。 

 最近では、初恋の⼈に20数年ぶりに逢って楽しいひとときを過ごしたりしました（笑）。

私が、プライベートな事を晒してしまったのは、頭の中では、数百⼈の⼈が、掲⽰板を⾒ていると解っているつもり
でしたが、つい私のスレに返信をくださる⼈だけが⾒ていると、勘違いをしてしまい、⼊院前のような書き込みをし
てしまいました。 

 後で、40数名のレスに嬉しかったのはもちろんですが、「しまった」⾔う気持ちが強く、 
 今⽇まで来てしまいました。闘病記を書いたのは、その話題を終わりにしたかった為です。

いつ具合が悪化し病院に担ぎ込まれるのか、明⽇かもしれないし、数ヶ⽉後かも知れません、私には、断腸の思いで
真実を告げてくれた妻や⼦供の前で、「死にたくない︕」と⾔う当然のように思う⾔葉が⾔えません・・・・家族の
前では、全てを受け⼊れて平然としている強い夫や⽗親でいたいのです。 

 師範が、御存命なら⾯前で⼼をさらけ出し⼤泣きしていたと思います、 
 私は、まだ逢った事もないstrayさまにその師範の姿をダブらせて、誰にも⾔えない弱い⾃分をさらけだしています。

ご迷惑は、承知の上です・・・・・⼼中お察し下さい。 
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突然掲⽰板から姿を消すかも解らず、御礼を⾔っておきたかったのです。 
あまり、皆さんに知られたくないので、読まれたら直ぐに削除して頂けないでしょうか。

突然、このような書き込みをしてしまい、申し訳ありません。・・・ 
 そして、追悼ライブの余韻を楽しんでおられる時期にこのような事を書いて重ねてお詫び申し上げます。   お許し

下さい。

追伸 
 今、坂井泉⽔さん10数名による集合写真（卒業写真のような感じ）の制作を始めました。 

 ⼈数も多く、⾊相とか、コントラストとかの調整も難しいのですが、頑張っています。 
 こんな状態で約束は出来ないのですが、楽しみにしていて下さい。

xxxさんへ

お⼿紙たしかに拝⾒しましたよ。
 すぐに削除しましたので、他に⾒た⼈はいないと思います。

 私いま…、⼿が震えております。涙が⽌まりません。
 xxxさんのご⼼中よ〜く理解し、私の胸の中にだけ留めておきます。

 私のような者にもったいないお⾔葉、ありがたく頂戴します。
 詳しく返事を書けない私の⾟さもご理解下さい。

 卒業写真、楽しみにしております。
 是⾮、この研究所にご寄贈下さい。
 永遠の家宝としますので。

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

しばらく喪に服します

2414 選択 stray 2007-11-21 20:54:19 返信 報告

皆様こんばんは。
 わが友xxxさんに、たくさんのお悔やみを頂戴し、厚く感謝申し上げます。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈りし、当ＢＢＳはしばらく喪に服します。
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話題を、xxxさんの思い出、xxx作品に限定させていただきますのでご了承下さい。

安らかにお休みください

2415 選択 カーディガン 2007-11-21 20:58:16 返信 報告

あまりにも突然のことで、とても残念です。もう少し、お年をめしていらっしゃったのかと思っておりましたが、と
てもお若いことに驚いております。

 素敵な画像を楽しみにしておりましたが、もうそれらを⾒ることもないと思うと残念です。御使者様の⽂章から、XX
Xさんの⼈柄が偲ばれ、とても惜しい⽅が亡くなられたのだとあらためて思います。
まだまだ、ZARD FAMILYとして、この世でなすべきこともあったと思うのですが、運命の不条理を感じざるをえま
せん。先にかの地でお待ちください。そして、我々がそちらへ⾏くまで、どうか我々を⾒守ってください。坂井さん
にもどうぞよろしくお伝えください。

 御使者様、お役、ありがとうございました。
 ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

⼼よりご冥福申し上げます。

2416 選択 アネ研 2007-11-21 23:03:02 返信 報告

XXXさんの使者様、御⾟い任務ありがとうございます。
 最近、XXXさんも、使者さんもお⾒えにならないので、⼼配していました。

 XXXさんもお若かったのですね、残念でなりません。
とても悲しいです。

 使者さんのおっしゃるようなXXXさんなら、先に泉⽔さんの許へ⾏っただけだよ。といいそうですね。
 XXXさんの作品は⼤切にしたいと思います。

最後に、⼼よりご冥福申し上げます。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2417 選択 AQUA 2007-11-21 23:10:27 返信 報告
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突然の訃報、とても驚きました。
xxxさんとは、お話したことはなかったのですが、

 xxxさんの作品、とても好きでした。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

ご冥福をお祈りいたします

2418 選択 ALIL.1967 2007-11-22 00:14:32 返信 報告

xxxさまとは掲⽰板でお話しすることはありませんでしたが，
 作品を夏の頃からZARD掲⽰板で拝⾒していました。

 素敵な作品，ありがとうございます。そしてご冥福をお祈りいたします。

XXXさん、また会いましょう︕︕

2419 選択 Hiro 2007-11-22 00:16:38 返信 報告

xxx様、stray様、匿名様、xxxよりの使者様、ZARD研究所の皆様、万感の想いを込めて御
礼申し上げます。

 必ず回復されると信じておりました。
 とても悔しくて、残念で、哀しくて。
 数⽇前のことですが、XXXさんのことが気になり、zard party に、もしかしたら読んで頂

けるかもしれないと⼿紙を書こうと考えておりました。
厳しい病状の中で、坂井さんの美しい加⼯画像を何枚もお作りになれていたのかと想うと胸が⼀杯になります。

 きっと僕たちの喜ぶ顔を想像しながら作られていたのでしょう。XXXさん、また、会いましょうね︕さようならは、
⾔わないよ︕同じ年齢だからタメ⼝きいてもいいでしょ︖

 坂井さんのこと、ちゃんと守ってよ︕︕約束だからね︕︕
 PS.４４歳コンビの絆の画像は、僕の宝物です。

安らかにお眠り下さい。
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2420 選択 インディゴ 2007-11-22 01:47:15 返信 報告

突然の訃報に胸締め付けられる想いです。
 xxxさんには数回しかレスする事が出来ませんでしたが、美しい加⼯画像を頂き感謝してい

ます。
 訃報を知り、先程までxxxさんの過去の投稿を読ませていただいておりましたが、

 私たちが出会った頃は既に厳しい状況だったのですね。
 それにも関わらず、普通に接しようとされていたxxxさんの⼼の強さには胸打たれます。

 真の強さと優しさをお持ちの⽅だったのですね。
 出来る事ならもう少しお話したかったのですが、叶わぬ願いとなってしまいました。

 今はただ、⼼よりご冥福をお祈りいたします。

⼼よりご冥福をお祈りいたします

2421 選択 「ロム」 2007-11-22 02:35:02 返信 報告

xxxさんへ
 8⽉の初めにデビュー。間もなく⼊院なさったのに、

 短期間でこんなにたくさん素敵な作品を本当にありがとうございました。
 皐ギャラリーをご覧になられた時に、お話出来たらいいなと思っていました。

 そして、直接お礼を⾔いたかったです。

xxxよりの使者さんへ
 お知らせありがとうございます。

 追憶でxxxさんのやさしさ、強さ、思いやりが伝わってきました。
 奇跡を信じていたのですが、残念です・・・。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈りいたします。

Re:stray様へ

2425 選択 NAO 2007-11-22 02:53:11 返信 報告
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strayさん、匿名さん、xxxよりの使者さん、この度は本当にありがとうございました。 
そしてxxxさん、いつもながらご丁寧に素敵なメッセージを下さいまして、どうもありがとうございます。

xxxさんと楽しいお話をさせて頂けたこと、そしてxxxさんの作品をジャケットに使わせて頂いた『ZARD 2nd TRAC
K BLEND』は私の宝物です。これからは泉⽔さんと共に皆さんを、世界中の⼈々を、温かく⾒守っていて下さいね。

こちらの美術館に⾜を運べば「いらっしゃいませ♪」とxxxさんがひょっこり現れて下さりそうな気がするので、これ
からもそっと⽴ち寄らせて頂くのを楽しみにしています。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

Re:stray様へ

2427 選択 kiyomin 2007-11-22 09:41:43 返信 報告

残念でたまりません。
 XXXよりの使者様、貴重なお話をありがとうございます。

 XXX様の画像はたくさん頂いており、次回こそお礼をいいたい・・・とずっと思っていましたが。。。

ご冥福をお祈りいたします。
 泉⽔様とお会いして、ギター⽚⼿に歌っておられますように。

ZARDの作品とXXX様の作品を共にセットで、これからもずっと宝物にします。

Re:stray様へ

2428 選択 kiyomin 2007-11-22 10:32:10 返信 報告

書きもれました。
 stray様へ

 貴重なお話の掲載、ありがとうございました。
 ⾔葉になりません。

ご冥福をお祈りいたします
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2429 選択 kaz2313 2007-11-22 13:17:14 返信 報告

ご⾃宅で静養されているとばかり思っていたのですが、 
 そんなに悪かったとは・・・ 

 ⼼よりご冥福をお祈りいたします。 
 

xxxさん・・・安らかに・・・

2437 選択 にしまる 2007-11-22 23:35:48 返信 報告

xxxさんの使者さん、strayさん、皆さま、こんばんは。
 昨⽇・今⽇と北海道に出張しておりまして、先ほど帰宅したので遅くなってしまい申し訳

ありません。
 昨⽇、本家や別荘のメンバーから、xxxさんの訃報を教えていただきました。

 私もxxxさんの作品が⼤好きで、いつも戴いておりました。
 （私のも含め）皆さんのレスをコピーして病院に持っていかれたという話を聞いたとき、

相当悪い状態なのではないかと⼼配しました。
 あれから2ヶ⽉くらいでしょうか、こんなにも早く訃報に接するとは...、まさに絶句です。

 私は、xxxさんの作品もそうですが、作品やコメントからにじみ出てくるxxxさんのお⼈柄も好きでした。
 xxxさんの使者さんの「追憶」⽂を拝読し、私のイメージしていたxxxさんに近いなぁと思いました。使者さん、あり

がとうございました。
 xxxさん、今頃は得意のギターで泉⽔さんと楽しく歌っていらっしゃるのでしょうか。天国で安らかにお過ごしくだ

さいね。
 ⻑くなって失礼いたしました。

Re:stray様へ

2447 選択 アキラ 2007-11-23 23:18:12 返信 報告
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strayさん、研究所の皆さんこんばんわ、アキラですこちらに私がレスすることをお許しください。

＞strayさん
 本家での私へのお返事ありがとうございました︕この2ヶ⽉間も⼤変な思いをなされてたのに２１⽇はxxxさんの訃報

を朝から本家、Z.pに連絡いただき感謝してます

＞xxxさんの使者さん
 ご⾃⾝がとても⾟い中xxxさんの訃報をお知らせくださったことに感謝しています。私はxxxさんには気にかけていた

だいた者でしたが最後は⼼配をかけてばかりでしたので突然このようなお別れになり残念でなりません

＞xxxさん
 とても優しかったxxxさん、突然こんなお別れになり頭の中が整理ついてからこちらにお別れに来たけどやっぱり明

るくお別れなんて無理・・・、さっきまで平気だったのに今涙我慢しながらレスしてます、もっと⾊々お話したかっ
たですよ︕前にZ.pに⿓に乗った泉⽔さんの画像アップしてくれたのでてっきり回復してまた以前のように加⼯画像始
めたと思ってたんですよ。まだ⾊々書きたいけどこれ以上は涙が⽌まらないから最後にお礼を⾔って終わりにします
ね、今までたくさん素敵な画像を本当にありがとうございました︕

 ⼼からご冥福をお祈りいたします

⼼より、お悔やみ申し上げます。

2448 選択 Folken 2007-11-24 06:47:45 返信 報告

昨晩、ご訃報を知りました。
 悲しみに、⾔葉もありません。

世の中の不条理さに、⾔いようも無い気持ちで、
 ⼀晩中、いろいろなことを考え、涙しました。

どうして、この世のしくみは、良い⽅ばかりを
 先に召してしまうのでしょうか。

ｘｘｘさんのお⼈柄は、その画像から、⾔葉はなくとも
 伝わってきます。なにか近しい⼈を失った気持ちに、

 なんとも⾔えない深い喪失感がこみあげます。
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泉⽔さんのときと同じ、いつもさよならは突然ですね。
どうして・・・。

 もはや⾔葉もなく、キーを叩く指も動きませんが、最後に、このつらいお知らせをまとめてくださった、stray様、xx
xさんの使者様、本掲⽰板の皆様にお礼申し上げます。

  

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます

2451 選択 スマイル 2007-11-24 18:17:42 返信 報告

使者様からの追憶エピソード、×××様からのメッセージ、しっかりと拝⾒させていただきました。
 ZARD掲⽰板では⼀度もコメントをさせていただく機会がありませんでしたが、ZARD PARTY に×××様がお⾒え

になったときに、お礼のコメントが出来た事が今となっては唯⼀の救いです。。

すみません・・・やっぱりうまく⾔葉にできません

×××様もご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。。

すみません・・

2452 選択 スマイル 2007-11-24 18:22:27 返信 報告

２４５１→×××様のご冥福を⼼よりお祈り申し上げます
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