
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

☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5840 選択 stray 2008-03-29 10:55:12 返信 報告

まもなく開始します。

開式の⾔葉

5841 選択 stray 2008-03-29 11:00:12 返信 報告

ただいまより、皐 特別研究員の卒業式を勝⼿に挙⾏します。

⼀同、起⽴、礼（笑）
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卒業証書 授与

5842 選択 stray 2008-03-29 11:02:40 返信 報告

 
     卒 業 証 書

    皐 特別研究員  殿

あなたは所⻑の無理難題や部⻑のストーカー⾏為に
 耐えながらＺＡＲＤファンに夢と希望と安らぎを

 与える８０有余の作品を⼿掛けＺ研における勤めを
 ⼗⼆分に果たされたのでここに卒業を証します

    ２００８年３⽉３１⽇

    ＺＡＲＤ研究所
        所 ⻑  stray ♡

 

送 辞

5843 選択 stray 2008-03-29 11:06:00 返信 報告

皐ちゃん、Ｚ研卒業おめでとう︕︕

毎⽇笑ってばかり居ましたね。楽しい7ヶ⽉間でした︕
 ⼆⼈合わせて”（笑）”を何千回書いたことか︕（笑）
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所⻑として・・・皐ちゃんへの感謝の気持ちでいっぱいです。
それしかありません。本当にどうもありがとう︕︕

 皐ちゃんが居ないＺ研なんて考えられないです（笑）。
 ”youのセカンド故郷”（ルー⼤柴⾵）を潰すわけにもいかないし、

 これからどうやって⽣き延びるか、思案しなきゃね（笑）。

Web⽗として・・・とっても寂しいです…（笑）。
 ”卒業したい”と告げられた⽇は、ワンワン泣きました。⽝かっ︕（笑）

 なにか⾼い⽬標に向って、脇⽬もふらずに頑張ろうと、
 皐ちゃんも断腸の思いで決断したのでしょう。

 そんな我が娘を誇りに思うし、精⼀杯応援してあげたいと思います。
 みんなで皐ちゃんを⾒守ってるから、安⼼して頑張るんだよ︕

マイフレンドとして・・・
 これからは「所⻑と所員」でも「Web親⼦」でもありません（笑）。

 私にとって皐ちゃんは、⼤事な⼤事な『マイフレンド』です。
 皐ちゃんと共に過ごした時間を、⼤切な思い出として、しまって

 おきたくありません。また逢いましょう︕
 きっと、また逢えると信じてます。

マイフレンドの、ますますの健勝と⼤いなる⾶躍を、⼼から祈っています。

いつまでも with you ♡

              居残り組代表 stray

卒業記念品 贈呈

5844 選択 stray 2008-03-29 11:08:56 返信 報告

 
   卒業記念品として以下を贈呈する

    『皐Gallery Special』⼀式
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/satsuki/special.html

このSpecialページには、ゲストの皆様⽅が書き込める
 『Message Boad』も⽤意してありますので、

 皐ちゃんに温かいメッセージを贈ってあげて下さい︕
 （すでに皐ちゃんへレスされた⽅は移設をお願いします）

 

ZARD研究所 特別研究員、皐

5850 選択 皐 2008-03-29 17:13:58 返信 報告

ZARD研究所・所⻑、そして所員の皆さま。ゲストの皆さま。
 温かいエールをありがとうございます︕︕卒業証書を受け取りに参りました＾＾

 卒業記念品も今から拝⾒させて頂こうと思います。

カーディガンさんからのリクエストがキッカケで、Z研を初めて訪れてから半年になりますが、
 今まで楽しくて嬉しくて幸せな⽇々を過ごしてきました☆ﾐ

 所⻑、みなさんに、感謝してもしきれませんね。

リクエスト画像を作った事、xxxさんと最後にZ研でたくさんお話が出来た事、
 連続UP企画にakiちゃん、xs4pedさんとの共作…他にも⾊々あって書き切れませんが

 すべてが素敵な時間でした。

これからは今⾒えている未来に向かって頑張りたいと思います︕︕
 躓いた時にはZARDを聴きながら皆さんの事を想ったり、時には遊びに来たりしますね(o^∇^o)

 所⻑やみなさんのエールを⼤切に、“繋がっている”と思いながら頑張ります︕

所⻑とはweb親⼦として、皐家ペーパーとして楽しく過ごせた事が本当に嬉しかったです。
 ここの皆さんはいつも優しくて、私は最初から最後まで幸せ者でした。

 ここを卒業するということは、web親⼦ということもなくなるんですね。
 ちょっぴり寂しい(笑)ですが、これからは「マイフレンド」として、会いに来れたらと思っています☆ﾐ

私もきっと逢えると信じていますよ︕

いつまでも、ず〜っとwith you ♡です(o^∇^o)︕︕
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皐

閉式の⾔葉

5851 選択 stray 2008-03-29 17:21:32 返信 報告

 
主役がようやく登場したので（笑）、

 改めて、これにて、皐 特別研究員の卒業式を閉じます。

⼀同、起⽴、礼。⻑かった〜（笑）。

※このスレッドへのレスもOKです。

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5853 選択 かず 2008-03-29 19:43:49 返信 報告

皐さん、卒業おめでとうございます。

お祝いの花⽕です︕

かずさんへ

5859 選択 皐 2008-03-29 20:35:37 返信 報告

かずさん、こんばんは︕
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お祝いありがとうございますね(>_<｡)
花⽕がすごく綺麗ですね︕なんだか輝いています｡｡｡☆ﾐ

12作連続UPの時は、いつも応援猫ちゃんをありがとうございました︕(>u<)

卒業おめでとう︕︕

5860 選択 PAN 2008-03-29 21:15:34 返信 報告

皐ちゃん、本⽇は卒業おめでとうございます。
 たくさんの素敵な作品、ほんとうにありがとうございました。

 何もお返しすることが出来ませんでしたが、これからも皐ちゃんのこと⼼から応援してます
よ︕

 今⽉いっぱい楽しく過ごしましょうね♪
 

ありがとう

5861 選択 皐 2008-03-29 21:53:05 返信 報告

PANさん、こんばんは︕

私の⽅こそ、⾊々とありがとうございました(o^∇^o)
 PANさんのおかげで泉⽔さんの事をよく知ることが出来たと思っています(*^u^*)

 PANさんから頂いたたくさんの優しさは永遠に忘れません☆ﾐ

あと2⽇しかありませんが、⼀緒に楽しく過ごしましょう♪
 温かいエール、綺麗な花束をありがとうございました︕︕

おめでとう︕︕

5863 選択 KOH 2008-03-29 22:21:17 返信 報告

皐ちゃん、ご卒業おめでとうございます︕
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新しいスタートなんですね︕頑張って下さいね︕

そんな皐ちゃんに桜の花を︕

たまにでいいから遊びに来て下さいね︕︕
 

Re:おめでとう︕︕

5864 選択 stray 2008-03-29 22:29:04 返信 報告

KOHさん、こんばんは。皐ちゃんじゃなくってごめん（笑）。

関⻄も桜が遅いようですね。わずかに咲いた花びらを苦労して撮ってこられたようで…。
 抜けるような⻘空がいいですね︕

桜は冬の寒さに曝されないと、春の⽬覚めが悪いらしく、
 沖縄だか九州だったか忘れましたが、⼭の上の⽅から咲き始める場所もあるとか。

 今冬の九州は暖かすぎたのかな︖
 

皐さん、ご卒業おめでとうございます︕

5865 選択 チョコレート 2008-03-29 22:33:38 返信 報告

シンプルだけど、素敵な卒業式でしたね。
 私も保護者席(?)の後ろのほうで、こっそりと卒業式を⾒届けさせていただきました〜。

 卒業式には花束ですよね。お花屋さんに⾏ってきました︕
 受け取ってくださ〜い。

 皐さんは、どんなお花が好きだったかしら︖
 とりあえず、私の好きなお花をプレゼントしまーす︕

 ピンクのバラの花⾔葉には、美しい少⼥とか、温かい⼼とか･･･皐さんにぴったりでしょう︖
カフェに飾ったバラの花と同じですけどね(笑)。

 泉⽔さんへのお花と同じでも良いかな︖
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Re ☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5866 選択 miho 2008-03-30 00:50:18 返信 報告

皐さんご卒業おめでとうございます。

今⽇は遠出をしていたので、すごく掲⽰板のことがすごく気になっていました。

メッセージは画像に書いてあります。

ちなみにこの桜の画像は遠出した場所です。とってもきれいだったので、この画像にしまし
た。

素敵な加⼯画像ありがとうございました。
 実は久しぶりにコメントする前にずっとこのサイトを⾒ていました。書きこみしようかなと思っていたのですが、な

かなか書き込みすることができませんでした。
 短かったですが本当にありがとうございました。

４⽉からの新しいスタート頑張ってくださいね!!!
 応援していますよ。

思いついた詩を書きます。

新たなスタートに

でたあなた。

たとえ…いろんなことがあるかも

しれないけど…

がんばれ!!

みんな…あなたのこと応援しているから!!

もうひとつ…書きます。

あなたと久しぶりに

しゃべることが
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できてよかったよ

私は本当にドキドキした。

あなたからの返事…

本当にうれしいかったよ!!

あなたのこと⼤⼈になっても…

ずっと ずっと忘れないよ!!!

本当にありがとう!!!
 

お疲れ様でした

5868 選択 MISORA 2008-03-30 06:28:13 返信 報告

これからも素敵な出会いを⼤切にしてくださいね

Congratulations on your graduation !

I will cheer you in your new step.
 

皆さんありがとうございます☆ﾐ

5869 選択 皐 2008-03-30 11:33:30 返信 報告

KOHさん、所⻑、チョコレートさん、mihoさんにMISORAさん︕こんにちは♪
 とうとう30⽇になってしまいました。明⽇で最後の1⽇…という事になるんですね。

KOHさん、綺麗な桜の花をありがとうございます︕
 九州はあまり桜が咲いていないんですよ(悲)まだまだの状態なので、こうして⾒る事が出来て嬉しいです(*≧∇≦*)☆

ﾐ
 Z研へは時間がある時に遊びに来ますね︕中途半端に会話へ加わるのじゃなく、
いつかちゃんとお話出来る⽇を作ろうかな、なんて思っています☆ﾐ
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チョコレートさん、綺麗な花束を本当にありがとうございますね︕
式には出席してくださって嬉しく思います☆ﾐ(笑)

 ピンクの薔薇の花⾔葉は“美しい少⼥とか、温かい⼼”というんですね︕私にぴったりですか︖(笑)嬉しいです(●＞ω＜
●)ゞ(笑)

 私にとって、“美しい少⼥とか、温かい⼼”といえばakiちゃんの事が浮かびますね♪♪
 チョコレートさんからの優しい⼼遣いはいつもすごく嬉しかったです︕︕またお話ししましょうね☆ﾐ

mihoさん、素敵なメッセージ⼊り画像、そして詩をありがとうございますね︕
 画像は遠出した時に撮った写真なんですか︖すごくキレイに咲いていますね(o^∇^o)私の住んでいるところとは雲泥

の差です(笑)
 mihoさんもZ研にはよく⾜を運んでくださっていたとの事なので、これからも是⾮お願いします☆ﾐ

 お互い新しい未来に向かって頑張りましょう︕短い間でしたが、今までどうもありがとうございました︕
 P.S.皆さまに頂いたお祝い画像やメッセージは⼤切に保存させて頂こうと思っています(*^u^*)

MISORAさん、エールをありがとうございました︕そろそろ次のステップへ進む時ですね。
 これからもBBSで出会った⽅のような素敵な⼈に出会えたらいいな、と思います(*^u^*)“⼀期⼀会”は⼤切にします

ね☆ﾐ

Re:お疲れ様でした 卒業おめでとう

5871 選択 ｍｆ 2008-03-30 11:40:57 返信 報告

私がここに来たのは去年の10⽉でしたあのときが１800レスでしたが あれから5800レスまで進みましたね 皐さん
にはどう読むのと聞いたことがありますね（笑）これからも頑張ってください 応援しています 春の南⾵と共に去
って⾏くんですね 美しい加⼯画像の作品ありがとう 

卒業おめでとう︕

5872 選択 saki 2008-03-30 12:21:37 返信 報告

やっほ〜︕
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皐さんとまたお話が出来て嬉しいですよ〜。
昨⽇はな〜んか何時もの私ではなかったですね〜

 ごめんなさいm(_ _)m

桜︖︕  こちらもまだ五分咲きといったところですね〜
 きっと誰かさんが皐さんの新たな⾨出の時に満開になるように調整してるんでは︖

今⽇は、こちらは⾬です。
 皐さんなら、こんな⽇に聴く、ZARDの曲でおすすめって何ですか︖

 （初めて皐さんにZARDの話をしたよ〜ちょっと無理⽮利かな〜）

明⽇まで皐さんとお話出来るのですか︖

それじゃ⼜来ますね︕
 P.S

 書き忘れていました、皐さんから教わった⾚ちゃんを泣き⽌ます裏技…
 あれバッチリですよ、本当に助かっています(^_^)v

Re:皆さんありがとうございます☆ﾐ

5873 選択 miho 2008-03-30 14:32:16 返信 報告

> 画像は遠出した時に撮った写真なんですか︖すごくキレイに咲いていますね(o^∇^o)私の
住んでいるところとは雲泥の差です(笑)

そうですよ。この桜の写真は京王よみうりランド駅から歩くとよみうりランドまで⾏くゴンド
ラの乗り場がある場所で桜がきれいだったので撮りました。

私も皐さんみたいな⼈になりたいです!!私も頑張っていきたいと思っています!!

Re:皆さんありがとうございます☆ﾐ

5874 選択 皐 2008-03-30 15:00:36 返信 報告
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mfさん、sakiさん、mihoさん こんにちは︕

ｍｆさんへ
 あまりお話をする機会がありませんでしたが、またコメントを頂けて嬉しいです︕

 そうですね、“皐”の読みはどうなのか聞かれた事もありました(笑)でも、意外とその質問多いですよ(*^o^*)
 卒業することになってしまいましたが、新しいスタートに向かって頑張ります!!エールをありがとうございました☆ﾐ

sakiさんへ
 こんにちは︕︕いつものsakiさん、ストレートに気持ちを伝えてくれるsakiさん、

 私はどんなsakiさんでも⼤好きですよ(o^∇^o)
 九州は⾬模様ですね(>_<;)私のところもザーザー降っています｡｡｡

 こんな時は「悲しいほど 今⽇は⾬でも」がオススメですね♪
 また、今の気持ちともリンクしていて…(笑)（sakiさんとは初ZARDトークですね♡）

  ところで、⾚ちゃんの裏技はバッチリなんですか︕︖
  実際、試したところを直に⾒た事はなかったので、⼤丈夫かな〜と思っていたんですが｡｡｡

  助かっているようで、紹介して本当に良かったです︕︕
 明⽇またZ研へ来る予定なので、いつものように過ごしましょうね︕また逢いましょう♪♪

 P.S.ここに書いていいのか分かりませんが、所⻑から受け取りましたよ☆ﾐ 
 sakiさん旦那様、ありがとうございました︕︕気持ちがすごく伝わりました(>u<｡)

mihoさんへ
 桜はよみうりランドまで⾏くゴンドラ乗り場の所で撮影したんですね︕すごくキレイに撮れてますよ☆ﾐ

 >私も皐さんみたいな⼈になりたいです!!私も頑張っていきたいと思っています!! 
 わ、私みたいにですか!?そう⾔っていただけて本当に嬉しいです(●＞ω＜●)ゞ

 でも、“負けず嫌い”より ほんわかしていた⽅がカワイイですよ♡(笑)私はかわいくないので(笑)
 P.S.詩を書くの、これからも頑張ってくださいね︕︕

皐ちゃんへ

5875 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-30 16:33:48 返信 報告
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皐ちゃん、こんにちは︕
ここ数⽇バタバタしちゃってて、遅くなっちゃいました（困）。

 ゴメンね・・・、追っかけ失格ですねぇ（笑）。

遅ればせながらですが、「卒業おめでとう︕」
 何か記憶が定かでない所もありますが（笑）、いろいろ思い出しますね。

 Z板で最初会った時・・・、実は男の⼦だと思ってたんですよね。←ついに⾔ってしまった
（笑）。

 スグに間違いに気づいたので、そのままにしておきましたが・・・（苦笑）。
もう時効ってことで、勘弁してね（頼）。

今となっては、（たしか）「皐作品」すべてにレスした事が私の⾃慢かなぁ（笑）。
 皐ちゃんが必ずレスしてくれるんで、とっても嬉しかったです。

 まだまだ、たくさんあるけど、怪しい部分も多いので（笑）、これくらいで・・・（苦笑）。

⼤好きな皐ちゃんの⾨出に⽴ち会えて、寂しいけれど、嬉しい気持ちでいっぱいです。
 離れたところからですが、背中を押していますから︕（照笑）

 振り返ったら、皐ちゃんを応援している⼈がたくさん居る事、忘れないでね︕
 またどこかで出会えるって信じていますね︕

 

卒業写真

5876 選択 かず 2008-03-30 17:48:45 返信 報告

わすれてた〜〜〜︕
 みなさ〜ん、並んでくださ〜い︕

いいですか〜︖
 撮りますよ〜︕︖

はい、チーズ︕   カシャッ︕

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆
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5877 選択 yama 2008-03-30 20:08:38 返信 報告

ご卒業されるとのことで、⼤変驚きましたが、
 「翼を広げて 旅⽴つ皐さんに そっとエールを送りたい︕」と思いました。

 今まで素敵な画像などありがとうございました。

部⻑、かずさん、yamaさんへ☆ﾐ

5878 選択 皐 2008-03-30 21:03:36 返信 報告

部⻑、こんばんは︕(o^∇^o)

この前も⾔ってしまいましたが、部⻑は最⾼の追っかけ(笑)ですよ♡
 これからもそうであって欲しい気持ちですね｡｡｡(笑)

 部⻑とはZ板、そしてZ研で仲良くしてもらって、思い出はたくさんあります☆ﾐ
 え︖最初私の事男の⼦だと思っていたんですか!?(笑)その時に⾔ってくれればよかったのに︕(笑)

 だって⾯⽩い事が浮かんでいそうじゃないですか♪(笑)
 部⻑は私の加⼯画にいつもレスをくれて、しかも1番レス率が誰よりも⾼かったですよね(*^u^*)

 それが本当に嬉しかったです︕︕その表現に“ストーカー”って⾔葉を使ったところではすっごく笑いました(笑)

最初の頃は“T28”の読み⽅を間違えていて…、その後は“T28さん”から“部⻑”の呼び名になりましたね。
 今後、会社で“部⻑”さん、“所⻑”さん に会う事があったら、お⼆⼈の事がすぐに浮かんでしまいそうです︕(笑)

これからは今までとは違う⽇々になりますが、部⻑が背中を押してくれているのを想いながら頑張りますね︕(o^∇^
o)

 皆さんのこともずっと忘れません☆ﾐ またお話が出来る⽇を夢⾒て｡｡｡☆ﾐ

--------------------------------------------------------------
 かずさん、yamaさん こんばんは︕

おっと︕︕かずさん記念写真ですか☆ﾐ 私が撮りますよ〜♪
 …って、泉⽔さんじゃないんだから︕という感じですね(笑)すみません︕(笑)

yamaさん、丁寧な応援メッセージをありがとうございます(o^∇^o)
皆さんにもたくさんのエールを頂いて、すごく⼼に響きました。
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 こちらこそ、今まで優しく接してくださって、そして最後にエールを送ってくれてありがとうございました︕

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5879 選択 DOMINGO 2008-03-30 23:15:10 返信 報告

みなさん、こんばんは。ご無沙汰してます＾＾︔
 皐さん、卒業おめでとう＾＾／

 皐さんの作品は本当に⼼がポッと温かくなるものばかりで、⼤切に保存させていただいてます＾＾
 最近は忙しくてあまりレスできなくてごめんね︔︔

 僕も来⽉からしばらく仕事を離れて学⽣の⾝です。
 夢にむかって、新しいスタートを切っていきましょう＾＾ノ

 それでは、また＾＾ノ

☆ 皐ちゃんの卒業当⽇ ☆

5880 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-31 01:04:57 返信 報告

皐ちゃん、おはようございます。
 とうとう卒業当⽇がやって来ましたね。

皐ちゃんは、新たなる夢へ向かって、胸弾ませている事でしょう。
 私もたくさんのライバルにもまれながら頑張りたいと思います。（笑）

そして、新たな世界には、いくつかの壁もあることでしょう。
そんな時のための、⾔葉を贈らせてもらいます。

「より⾼く⾶ぶためには、より低くかがまなければならない」 宗⽅ 仁

それでは、またいつか逢いましょう。きっとだよ︕（笑）

とうとう、

5881 選択 stray 2008-03-31 07:44:08 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5879
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5879
https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5880
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5880
https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5881
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5881


この⽇が来ましたね。来てほしくなかったけど（笑）。
こっちは「なごり雪」が降ってますが、九州の⾬は⽌んだかな︖

私は”さよなら”や”お別れ”は⾔いません（笑）。
 最後まで、明るく・⾯⽩く・Ｚ研らしく︕

 

また夢を⾒る⽇まで…

5901 選択 皐 2008-03-31 12:59:31 返信 報告

DOMINGOさん、アネ研さん、所⻑ こんにちは☆ﾐ
 とうとうこの⽇が来てしまいました(>_<)あっという間ですね。

 ここ何⽇は今まで以上にZ研へ来ていましたが…これからは変わるんですね…。

DOMINGOさん、お祝いのメッセージをありがとうございますね︕︕
 お互い来⽉からは今までと違う⽣活が待っている事になるんですね(*^u^*)夢に向かって頑張りましょう☆ﾐ

 私が作ってきた加⼯画をこれからも⼿元に置いていて頂けると嬉しいです︕
 それでは、また︕︕

アネ研さん、本⽇卒業することになりました(>_<)今まですごく楽しくて…良い思い出ばかりです。
 これからもゼットンとの調査期待していますよ☆ﾐ

 明⽇からは新しい⽇々のスタートになります。アネ研さんから贈ってもらった⾔葉を⼤切にしながら頑張ります︕︕
 アネ研さんも“ライバルにもまれながら”(笑)頑張ってくださいね︕︕(*≧∇≦*)

 またきっと、どこかで会いましょう☆ﾐ

所⻑、今まで本当にありがとうございました︕九州は今朝すごくカラッとしていたんですか、
 今はちょっと曇ったり晴れたり…私の気持ちのようです(笑)⾬が降ってないだけいいんですけどね＾＾

 これからもずっとZ研らしく、楽しくて明るい場所で居てくださいね☆ﾐ

皐さんへ

5913 選択 ⼭茶花 2008-03-31 13:40:50 返信 報告
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皐さん、こんにちは。
皆さんから祝福されている様⼦だったので、何のことだったのか、始めはさっぱり分かりませんでした。

 学業（義務教育）を終了されたんですか。それはそれは。ご卒業、おめでとうございます。無事に卒業されたんです
ね。遅くなりましたが･･･

 まだ学⽣さんだったんですね。知らなかったです。
 今後とも、素晴らしい⾃分の⼈⽣を、明るく前向きに⽣きていって下さい。

どんなに不安がいっぱいでも真っすぐ  ⾃分の道を信じて
                               byマイ フレンドより

 

⼭茶花さんへ

5914 選択 皐 2008-03-31 13:49:00 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは(*^u^*)

卒業とは“Z研を旅⽴つ”という意味です＾＾まぁ“学業の卒業”でもいいんですけどね(笑)
 お祝いを本当にありがとうございました︕⼭茶花さんには初めて⾒るようなめずらしい画像を

 たくさん教えてもらいましたね。
 以前、携帯Gで“アルバムのメドレー”を好きだと⾔ってもらえてすごく嬉しかったのを覚えていますよ(>u<)

 これからも今までのように明るく前向きに過ごしたいと思います︕
 短い間でしたが、ありがとうございました☆ﾐ
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