Keigo Matsumura
May 15, 1959 - May 8, 2020

Coleman Funeral Home of Oxford
Mr. Keigo Matsumura, 60, passed away, Friday, May 8, 2020, at his home in Oxford, MS.
No services are planned at this time. Coleman Funeral Home of Oxford is in charge of
arrangements.
Mr. Matsumura earned a bachelor’s degree in business administration and spent most of
his life working in accounting. Mr. Matsumura will be dearly missed by his family and
friends.
Mr. Matsumura is survived by his wife, Teruyo Matsumura, of Oxford; one daughter, Ako
Matsumura, of NY; two sons, Tamon and Yamato Matsumura, both of Oxford; and two
brothers, both of Japan.
Mr. Matsumura was preceded in death by his parents, Shigeru and Sachiko Matsumura.
In lieu of flowers, donations can be made to Sanctuary Hospice (5159 Main St, Tupelo,
MS 38801) in Tupelo, MS in honor of Mr. Matsumura.
Online condolences are highly encouraged to be placed on the Tribute Wall at
www.colemanfuneralhome.com.

Comments

“

松村さんとは、長女のアコちゃんを通して、NJの日本語補習校で知り合いました。
ほとんど挨拶程度のお付き合いでしたが、子供たちが高校を卒業する頃には、親同
士の方が親しくなり、卒業後も皆で集まっては、飲んだり食べたりしながらおしゃ
べりしていました。松村さんの、温和でなんでも一生懸命な人柄に惹かれて、毎回
お会いするのを楽しみにしていたのは私だけではないと思います。ちょうど松村さ
んがミシシッピに移られるという頃、私たち家族も20年以上暮らしたNJを離れるこ
とになりそうで、不安を抱いていました。その時松村さんから「知らないアメリカ
を見てみるのは良いことですよ」というアドバイスをいただき元気づけられまし
た。どんな状況にあっても前を向いて歩く。。。松村さん、きっとお子さんたちに
も受け継がれていますよ。パパス

Kuniko Papas - May 14 at 05:17 PM

“

“

パパス家のバーベキューが大のお気に入りでした。ありがとうございました。晃代
Teruyo - May 16 at 07:45 AM

Peace, Prayers & Blessings - Pink and White was purchased for the family of Keigo
Matsumura.

May 14 at 08:21 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Nikita Matsunaga - May 13 at 01:01 PM

“

6 files added to the tribute wall

Teruyo Matsumura - May 13 at 08:42 AM

“

Kindergarten memories of Keigo.
幼馴染の弓立様からお寄せいただいた幼稚園時代の写真です。
一番顔が大きいのが啓五さんなのですぐわかります！
Teruyo - May 13 at 04:12 PM

“

5 files added to the tribute wall

Teruyo Matsumura - May 13 at 08:37 AM

“

私のアドレスにも奥様から連絡があり、ショックで言葉を失いました。
早速、大学時代の思い出なども添えて、お悔やみの返事を送りました。
私も香典に参加させてください。よろしくお願いします。鴻上浩宣
突然のことでびっくりです。
松村君とは幼稚園、中学、高校が一緒で、大学2年の途中まで下宿も同じだったの
で・・・ショックです。次回の同窓会は本当に数十年ぶりに逢えると思って楽しみ
にしていたのに、胆管がんとは・・・残念です。明日は我が身、自分も労わらない
といけませんね。香典、参加させてください。弓立恭彦
香典一緒にお願いできますか。金額は原さんにあわせます。 突然のことなのでとて
も驚いています。同時にとても残念です。アメリカでの生活が長いとはいえ、異国
での闘病生活は精神的にもきつかったのではないかと思います。 松村も無念だった
と思う。本当に残念だね。ご冥福をお祈りしたいと思います。 山地高弘
ここ三年ほど松村さんとの連絡が途絶えていて、どうされてるのかなと気になって
いました。

訃報はとてもショックです。ニュージャージーからミシシッピに越されたのです
ね。近況を全く知らなかったです。私も香典をご一緒させてください。よろしくお
願いします。
原さん松村夫人からのお便りのシェアありがとうございます。
松村さんの闘病経過や最期の様子がよくわかりました。2ヶ月の自宅療養の末、ご家
族に囲まれて亡くなられたのですね。ご冥福をお祈りします。原田理恵
4月の初めに松村とメールをやり取りした時は元気だと思っていたので、まさか
と、、あまりのショックで言葉もないです。皆と一緒にお香典をしたいので、どう
したらよいか教えて下さい。色々とお手数をおかけしますが、よろしくお願いいた
します。坂井典史
ショックです…言葉もありません。お香典の取りまとめ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
原くん、ありがとうございます。松村くん本人もご家族も病にしっかり向き合われ
たのですね。私たちも、悔しいけれど納得しなければならないのですね。ご冥福を
お祈りします。涙。 波多野依子
本当に驚きです。昨年松村さんのご帰国情報がなかったのでどうされてるかなとは
思っていましたが、ご病気だったとは。アメリカもロックダウンで大変な時期なの
で、闘病生活もご苦労が多かったのではと思います。お香典のお取りまとめ、お世
話になります。お振り込み先や金額などお知らせいただけますか？どうぞよろしく
お願いいたします。
奥様のメッセージに言葉がありません。穏やかな最後であったことを願います。
サイトの笑顔が懐かしいですね。心よりご冥福をお祈りいたします。日比野美幸
松村くんが、亡くなったという知らせに、驚いています。まだまだ、活躍できる年
齢であり、その力を持った方だっただけに、残念でなりません。香典のとりまとめ
をありがとうございます。振込み先や金額などをお知らせ下さい。
最期を、家族と過ごせたことは、彼にとって、この上ない時間になったと思いま
す。ただ、だだ、冥福を祈るのみです。西部雅子
ビックリしました！とても残念です。お香典の取りまとめ宜しくお願いします。
原くん、ありがとうございます。最期の状況がよく分かりました。最悪のコロナで
すが、最期に家族で過ごせたのは良かったと思います。ご冥福をお祈りします。土
屋理加
突然の知らせで呆然としています。
今になって思うと今年のお正月に毎年送られてくる家族写真が来なかった理由は病
気が原因だったのですね。思い返せば私と松村は高校一年からの付き合いで、その
後も折に触れてかかわってきました。大学生時代の神戸での廃品回収のバイト、バ
イク無免許運転での罰金、結婚式でのまた逢う日まで、NY出発直前の日吉訪問、ニ
ュージャージーでの体調不良。
思い返せば切りがありません。晃代さんはもちろんですが、松村はとても子煩悩だ
ったのでお子さんたちもさぞかし悲しんでいることとお察しします。月並みですが
私に何かできることがあったら遠慮なく連絡してください。私の後悔は２０１９年
のお正月に私の都合で松村に会えなかったこと、そしてせめてもの救いは何かあっ
たら私に知らせてほしいと松村が言ってくれたことです。原勝哉

Masaya Hara - May 13 at 02:34 AM

“

私のアドレスにも奥様から連絡があり、ショックで言葉を失いました。
早速、大学時代の思い出なども添えて、お悔やみの返事を送りました。
私も香典に参加させてください。よろしくお願いします。鴻上浩宣
突然のことでびっくりです。
松村君とは幼稚園、中学、高校が一緒で、大学2年の途中まで下宿も同じだったの
で・・・ショックです。次回の同窓会は本当に数十年ぶりに逢えると思って楽しみ
にしていたのに、胆管がんとは・・・残念です。明日は我が身、自分も労わらない
といけませんね。香典、参加させてください。弓立恭彦
香典一緒にお願いできますか。金額は原さんにあわせます。 突然のことなのでとて
も驚いています。同時にとても残念です。アメリカでの生活が長いとはいえ、異国
での闘病生活は精神的にもきつかったのではないかと思います。 松村も無念だった
と思う。本当に残念だね。ご冥福をお祈りしたいと思います。 山地高弘
ここ三年ほど松村さんとの連絡が途絶えていて、どうされてるのかなと気になって
いました。訃報はとてもショックです。ニュージャージーからミシシッピに越され
たのですね。近況を全く知らなかったです。私も香典をご一緒させてください。よ
ろしくお願いします。
原さん松村夫人からのお便りのシェアありがとうございます。
松村さんの闘病経過や最期の様子がよくわかりました。2ヶ月の自宅療養の末、ご家
族に囲まれて亡くなられたのですね。ご冥福をお祈りします。原田理恵
4月の初めに松村とメールをやり取りした時は元気だと思っていたので、まさか
と、、あまりのショックで言葉もないです。皆と一緒にお香典をしたいので、どう
したらよいか教えて下さい。色々とお手数をおかけしますが、よろしくお願いいた
します。坂井典史
ショックです…言葉もありません。お香典の取りまとめ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
原くん、ありがとうございます。松村くん本人もご家族も病にしっかり向き合われ
たのですね。私たちも、悔しいけれど納得しなければならないのですね。ご冥福を
お祈りします。涙。 波多野依子
本当に驚きです。昨年松村さんのご帰国情報がなかったのでどうされてるかなとは
思っていましたが、ご病気だったとは。アメリカもロックダウンで大変な時期なの
で、闘病生活もご苦労が多かったのではと思います。お香典のお取りまとめ、お世
話になります。お振り込み先や金額などお知らせいただけますか？どうぞよろしく
お願いいたします。
奥様のメッセージに言葉がありません。穏やかな最後であったことを願います。
サイトの笑顔が懐かしいですね。心よりご冥福をお祈りいたします。日比野美幸
松村くんが、亡くなったという知らせに、驚いています。まだまだ、活躍できる年
齢であり、その力を持った方だっただけに、残念でなりません。香典のとりまとめ
をありがとうございます。振込み先や金額などをお知らせ下さい。
最期を、家族と過ごせたことは、彼にとって、この上ない時間になったと思いま

す。ただ、だだ、冥福を祈るのみです。西部雅子
ビックリしました！とても残念です。お香典の取りまとめ宜しくお願いします。
原くん、ありがとうございます。最期の状況がよく分かりました。最悪のコロナで
すが、最期に家族で過ごせたのは良かったと思います。ご冥福をお祈りします。土
屋理加
突然の知らせで呆然としています。
今になって思うと今年のお正月に毎年送られてくる家族写真が来なかった理由は病
気が原因だったのですね。思い返せば私と松村は高校一年からの付き合いで、その
後も折に触れてかかわってきました。大学生時代の神戸での廃品回収のバイト、バ
イク無免許運転での罰金、結婚式でのまた逢う日まで、NY出発直前の日吉訪問、ニ
ュージャージーでの体調不良。
思い返せば切りがありません。晃代さんはもちろんですが、松村はとても子煩悩だ
ったのでお子さんたちもさぞかし悲しんでいることとお察しします。月並みですが
私に何かできることがあったら遠慮なく連絡してください。私の後悔は２０１９年
のお正月に私の都合で松村に会えなかったこと、そしてせめてもの救いは何かあっ
たら私に知らせてほしいと松村が言ってくれたことです。原勝哉
Masaya Hara - May 13 at 02:28 AM

“

松村の訃報に際しての同級生たちからのメールです。
私のアドレスにも奥様から連絡があり、ショックで言葉を失いました。
早速、大学時代の思い出なども添えて、お悔やみの返事を送りました。
私も香典に参加させてください。
よろしくお願いします。鴻上浩宣
突然のことでびっくりです。
松村君とは幼稚園、中学、高校が一緒で、大学2年の途中まで下宿も同じだったの
で・・・ショックです。次回の同窓会は本当に数十年ぶりに逢えると思って楽しみ
にしていたのに、胆管がんとは・・・残念でしす。明日は我が身、自分も労わらな
いといけませんね。香典、参加させてください。弓立恭彦
香典一緒にお願いできますか。金額は原さんにあわせます。
突然のことなのでとても驚いています。同時にとても残念です。アメリカでの生活
が長いとはいえ、異国での闘病生活は精神的にもきつかったのではないかと思いま
す。
ご冥福をお祈りしたいと思います。 山地高弘
ここ三年ほど松村さんとの連絡が途絶えていて、どうされてるのかなと気になって
いました。訃報はとてもショックです。ニュージャージーからミシシッピに越され
たのですね。近況を全く知らなかったです。私も香典をご一緒させてください。よ
ろしくお願いします。原田理恵
4月の初めに松村とメールをやり取りした時は元気だと思っていたので、まさか
と、、あまりのショックで言葉もないです。皆と一緒にお香典をしたいので、どう

したらよいか教えて下さい。色々とお手数をおかけしますが、よろしくお願いいた
します。坂井典史
ショックです…言葉もありません。
お香典の取りまとめ、ありがとうございます。よろしくお願いします。波多野依子
本当に驚きです。
昨年松村さんのご帰国情報がなかったのでどうされてるかなとは思っていました
が、ご病気だったとは。アメリカもロックダウンで大変な時期なので、闘病生活も
ご苦労が多かったのではと思います。お香典のお取りまとめ、お世話になります。
お振り込み先や金額などお知らせいただけますか？どうぞよろしくお願いいたしま
す。日比野美幸
松村くんが、亡くなったという知らせに、驚いています。まだまだ、活躍できる年
齢であり、その力を持った方だっただけに、残念でなりません。香典のとりまとめ
をありがとうございます。振込み先や金額などをお知らせ下さい。西部雅子
ビックリしました！とても残念です。
お香典の取りまとめ宜しくお願いします。土屋理加
突然の知らせで呆然としています。
今になって思うと今年のお正月に毎年送られてくる家族写真が来なかった理由は病
気が原因だったのですね。思い返せば私と松村は高校一年からの付き合いで、その
後も折に触れてかかわってきました。大学生時代の神戸での廃品回収のバイト、バ
イク無免許運転での罰金、結婚式でのまた逢う日まで、NY出発直前の日吉訪問、ニ
ュージャージーでの体調不良。思い返せば切りがありません。晃代さんはもちろん
ですが、松村はとても子煩悩だったのでお子さんたちもさぞかし悲しんでいること
とお察しします。月並みですが私に何かできることがあったら遠慮なく連絡してく
ださい。私の後悔は２０１９年のお正月に私の都合で松村に会えなかったこと、そ
してせめてもの救いは何かあったら私に知らせてほしいと松村が言ってくれたこと
です。
原勝哉
Masaya Hara - May 12 at 11:30 PM

“

From Niihama-Nishi High School Classmate purchased the Sincerest Sorrow - All
White for the family of Keigo Matsumura.

From Niihama-Nishi High School Classmate - May 12 at 09:26 PM

“

Blue & White Sympathy Floor Basket was purchased for the family of Keigo
Matsumura.

May 11 at 11:22 PM

