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 クリック２回のご支援を   
  
  
  

 
   
  
ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ山際澄夫様のツイッターより転載させていただきます。 
【追悼 花うさぎさん】写真、まだありました。これが一番いい。ＮＨＫへの抗議デモ（平成２３年５月１５日）です。Ｚ旗を手にＮＨＫをにらみつけているのが

花うさぎさんです。普通のおっさんです。しかし、国を思う心は誰よりも熱かった。 
  
  
  
  
  
謹啓 
  
父 安仲徹男（花うさぎ）の葬儀に際しまして、本当に多くの方々に参列頂き、ご鄭重なるご弔意を賜わりましてまことにありがとう

ございました。 
 
父を深くご理解くださっていた皆様に、心のこもったお別れの言葉を贈っていただきましたことで、亡き父も、きっと喜んでくれてい

るに違いありません。 
 
父が遠くへ行って初めて、その生き方を少しは様々な角度から眺めることができるような気が致しております。 
  
  
  
以前父とこんな話をしたことがあります。 
  
  
  
「尖閣問題が起こっても、震災が起こっても、民主党がこれだけデタラメやっても国民は、大手メディア、新聞の情報でしか判断で

きない。 
  
この国はもうだめだろ…     」 
  
  
こう聞いたことがあります。 
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関連お題 

被災地に励ましの声を！  

  
  
父は私の名をよびこう言いました。 
  
  
「○○、悲観する必要なんて全くないんだよ。 
  
戦後の歴史で今ほど保守の活動が広がっている時代はない。 
  
それはネットの力を借りて、この国を憂いている人たちが思いを馳せ行動を開始し、真実の情報を発信し、多くの人が気づき初め

ているからだ。 
  
だからお前は、家族を大切して、この国を好きになって毎日を過ごせばそれでいい。 
  
マスコミに騙されず、自立した人生を送って、日本を好きになって、勇気をもって活動しているみなさんを応援してあげて。 」 
  
 
こう言いました。 
  
  
その話しぶりは、叱るでもなく、励ますでもなく、諭すでもなく、嬉しそうで穏やかな口調でした。 
  
  
そのときはうまいこと言うなあくらいにしか受け止めていませんでしたが、今は父の穏やかな人柄と凛としたぶれない生き方、人

としての器の大きさなど自分との違いを感じずにはいられません。 
  
  
  
  
これからも、皆様からお寄せいただきましたご厚情と、父の思い出を大切にして参りたいと存じております。 
  
  
格別なご高配につきまして、重ねて厚く御礼申し上げます。 
  
 
末筆ながら、みなさまの幾久しいご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 
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2012/01/02 12:05Commented by thanad01 さん 

花うさぎさんの、お顔とお名前、初めて知りました。これまで、ありがとうございました。心

より、ご冥福をお祈りいたします。   

2012/01/02 12:08Commented by エーリヒ・ハルトマン さん 

ご令息様へ。  

 
ご丁寧なご報告と☆、御挨拶を頂戴し☆、衷心より感謝申し上げますm(__)m  

 

2012/01/02 12:32Commented by ぽんた さん 

花うさぎさん 
本当に逝ってしまわれたのですね…。  
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ご子息様 
ご報告くださりありがとうございます。 

 
なんと言っていいのか、言葉がみつかりません。哀しい。  

2012/01/02 12:46Commented by yohkan さん 

 
花うさぎさんのお言葉。何と素晴らしいのでしょう。 

 
「マスコミに騙されず、自立した人生を送って、日本を好きになって、勇気をもって活動して

いるみなさんを応援してあげて。」 

 
感涙にむせびました。ご冥福をお祈りします。 

 

2012/01/02 12:59Commented by 素浪人 さん 

謹んでお父上のご冥福をお祈りするとともに、厚いお心配りに感謝します。 

 
素晴らしい父子関係ですね。孝行したい時には何とやら、小生も貴方様のお話を自分の

身に置き換えて人生を悔いなく過ごしたいと思います。  

 

2012/01/02 13:00Commented by izachiru さん 

ご子息様、丁寧なご報告とご挨拶有難うございました。 
花うさぎさんというかたがネットだけではなく現実にもきちんとしたかただったのをこうして

知ることができて、とても嬉しく思っています。 

 
この哀しさと花うさぎさんの言葉を心に留めて今後は生きていこう、と決意できました。本

当にありがとうございました。  

 

2012/01/02 13:23Commented by yaji3 さん 

花うさぎさん 
ありがとうございます。   

2012/01/02 13:34Commented by shironeko-japon さん 

ご子息様 

 
ご丁寧な花うさぎ様のご葬儀ご報告、深謝申し上げます。 
一日何度もここへは訪問し、朝一の花うさぎ様の記事で 
日本の置かれた状況を知り、その後何度も皆様のコメント 
読む為アクセスしていました。 

 
それは今も変わりません。 

 
只変化が有るとすれば、その行為と共に、始終涙が溢れる 
のです。 
哀しいと同時に、不安で仕方ありません。 

 
しかし、拝顔叶い、その気高い面立ちに、「日本人」を感じました。 
貴重なお話も今日聞かせて頂き、勇気が出ました。 

 
ここに集う皆様と手を携えて、何とか今後も真正保守の国に 
導けるよう、拡散・協力に努めたいと存じます。 

 
有難うございました。  

 

2012/01/02 13:47Commented by izatom55 さん 

ご子息様 
丁寧なるご報告ありがとうございました。 

 
ご子息様に話された内容を未だ覚醒しない国民に聞かせたいです。 
怒りの抗議も伝わらないどころか、偏向報道されるでしょう。 
その前に地道に「なぜデモをするのか、過激な抗議なのか」を周知して行きたいと思いま

す。 
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ありがとうございました。（excitekkagayaki2) 

2012/01/02 13:48

Commented by izatom55 さん 

ご子息様 
丁寧なるご報告ありがとうございました。 

 
ご子息様に話された内容を未だ覚醒しない国民に聞かせたいです。 
怒りの抗議も伝わらないどころか、偏向報道されるでしょう。 
その前に地道に「なぜデモをするのか、過激な抗議なのか」を周知して行きたいと思いま

す。 

 
ありがとうございました。（excitekkagayaki2) 

 

2012/01/02 14:34

Commented by Bushidou-Japan さん 

ご子息様、ご丁寧なご報告有難うございます。 
お父上が私達に残して下さった数々のメッセージ心に刻んで参ります。 
心よりご冥福をお祈り申し上げます。  

 

2012/01/02 15:29Commented by 古東正舟 さん 

御子息様 

 
御丁寧で貴重な御報告を有難うございます。 

 
 
 
皆様 

 
花うさぎ艦長は、保守の接着剤、強力な磁石の様な 
御存在で在られたと思います。 

 
花うさぎ艦長の御無念を晴らす為には、花うさぎ艦の 
艦員はバラバラになっては駄目だと思います。 

 
微力ながら、“大切な大事な情報交換の場”を何とか 
継続できないかと考え、 

 
SNS『花うさぎ艦長に敬礼』 http://zki.sns.fc2.com/ 
 
を立ち上げました。 

 
 
どうか、花うさぎ艦長の願いを叶えるために 

 
『花うさぎ艦長に敬礼』 http://zki.sns.fc2.com/ 
 
を御活用下さいます様、お願い申し上げます。 

 

 

2012/01/02 16:04Commented by pochimaru さん 

御子息 様 

 
お悲しみも癒えぬ中、御丁寧なご挨拶・ご報告を戴きましてありがとうございます。 

 
このブログに出合えたお陰で、これまで「当たり前」と思っていたことを「疑う」眼を養うこと

ができ、ミスリードにも嵌ることなく立っていられるようになりました。毎朝PCを立ち上げる

と、何をさておき、まず第一に花うさぎさんの「今日の記事」から読み始めたものです。 
これからは、いま一度、花うさぎさんのアーカイヴを精読して、しっかりした指針の教示を

得させていただきます。 

 
改めて、御尊父様の御冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 
大寒に向かい寒さ益々厳しくなる折柄、御家族の皆様にもくれぐれも体調には御留意下
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さい。 

 
2012/01/02 16:44

Commented by 桜子 (sakurako) ★ さん 

本当に、残念で残念でたまりません。 
ご冥福を祈念致します。   

2012/01/02 18:15Commented by しばりょう さん 

御子息様 

 
お忙しい中 ありがとうございます。 

 
心労いかばかりかと、御察し致します。 

 
特に,ご母堂様の、お体が、心配です。 
 
よくよく、見てあげて下さいね。 

 
花うさぎ様の思い、少しでも、伝えていけるよう 

 
がんばります。 

 

2012/01/02 19:46Commented by kasm さん 

ご子息様 

 
ご報告ありがとうございます。 
お父様（花うさぎさん）のご本名とお写真、初めて拝見しました。 
こちらのエントリーにも書かれておられますが、非常に穏やかで、なおかつ、きちんと物事

を見て取られる方だったようですね。 
今年は、お父様が願っておられたことが実現しますよう、微力ながら力を尽くしたいと思い

ます。 
寒中も間近です。ご家族ともども、お体ご自愛ください。  

 

2012/01/02 19:56Commented by tuwano さん 

御子息様 
お悲しみの中お心遣いを頂きありがとうございました。 
花うさぎさんの上品でやさしさのあふれた笑顔、凛としたお姿に初めてお目にかかり、花う

さぎさんがおっしゃっておられたお言葉が思い出され胸が一杯です。 
花うさぎさんの遺して下さった国を想う気持ちを忘れず、できる事を頑張りたいと思いま

す。 
益々寒くなると思いますが、ご家族の皆様お身体をご自愛下さいませ。 
本当にありがとうございました。  

 

2012/01/02 20:30Commented by pioneer48 さん 

 
花うさぎさんの御冥福を再度心からお祈り申し上げます。 

 
花うさぎさんのこの御投稿は「保守の道標」として 

 
将来に亘り、多くの人から見続けられる事でしょう。 

 
ご子息様にお願い致します。 

 
何か思い出された事がございましたら、月一でも結構ですので 

 
ご更新なされてみて下さい。  

 

2012/01/02 21:57Commented by すずめめだか さん 

御子息様 

 
御葬儀の様子をお知らせくださりありがとうございます。 
ネットでしか花うさぎさんと交流できない者にとってはネット投稿だけが全てでした。おか

げで花うさぎさんは想像以上に素晴らしい方だったというのも御子息様との会話で分かり

ました。 
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花うさぎさん、今日福岡県の東郷神社へ参拝しました。 
東郷閣下に、もうじき花うさぎさんがそちらに参りますと唱えました。  

2012/01/02 22:10Commented by yamagiwa さん 

ご家族様 
 通夜の夜、告別式の日、式場からの帰りに大勢の参会者と花うさぎさんのことを話しま

した。立ち去りがたい思いだったのです。誰もが、故人のことをもっと話したいと思ってい

たのだと思います。 
 新年を迎えてからも故人が好きだった『凛として愛』を観ています。ブログやツイッターに

溢れ返る花うさぎさんに寄せた書き込みを渉猟しています。 
しかし、故人を失った喪失感は到底埋められそうにありません。 
なぜ、かくも大勢の人々に感動を与えることが出来たのか、そのわけは分かりませんが、

私の場合、一緒にいるだけで楽しかったのです。 
ある時期、私は毎週、ＮＨＫや中国、それに民主党政権に対する抗議デモに参加していま

したが、花うさぎさん会いたくて参加したと言っても間違いではありません。 
政治的な意見はおうおうに違っていたのですが、花うさぎさんは度量の広い人でした。日

本が好きなら誰でも受け入れたのです。 
花うさぎさんを失った悲しみは癒えそうにはありませんが、これからは互いに花うさぎファ

ンだというだけで多くの人と話が出来るような気がします。ご家族のみなさまもどうかお元

気でお過ごしください。 
山際澄夫 
ツイッターで随分故人の写真をアップさせてもらいましたが、私が一番好きな写真をここに

貼りつけます。後ろ姿です。 
 http://twitpic.com/81nmlw 
http://www.youtube.com/watch?v=jU5nIO0cB5E&feature=youtu.be 
 （「花時計」さんがアップされた葬儀の模様です。） 

 

2012/01/02 22:16Commented by pride-dream さん 

さようなら花うさぎさん、おかえりなさい花うさぎさん 

 
加藤哲史 拝  

 

2012/01/03 00:16Commented by kanei さん 

一度もお会いした事がないのに涙がでてきます。毎朝、ブログのチェックをするのが生活

の一部でした。多くの知人にもこのブログを読むよう勧めていました。花うさぎさんは戦死

されました。その志は確実に残っています。  
 

2012/01/03 00:33Commented by アネモネ さん 

ご子息さま 
 お忙しく、また辛い中、ご報告ありがとうございます。 
 紹介いただきました生前の会話からも、花うさぎさんの強い意志と人柄が偲ばれます。 
 式場に添えられた何点かの写真には、私たちの知らない花うさぎさんの姿があり、胸に

迫るものがありました。家庭人としても立派なお父様であられたと存じます。  

 

2012/01/03 00:42Commented by naughtysay さん 

 
 ご子息殿、丁寧なるご報告、感謝申し上げます。 

 
 本当にお父上の仰るとおり、今の日本国ではマスコミが政府の道具と化してしまってい

るようであります。 
真実が伝えられず恣意的に歪められた真実？が伝えられることもしばしば・・・。 
残された私達はネットを通して真実を拡散し、訴え続けてまいりたいと思います。 
尚、お父上の遺されたブログ・アーカイヴはこれからも私達の良き資料として長く愛されて

いくことでしょう。 私も折に触れてはその中に指針を、教示を得させて頂きたく存じます。 

 
後に、寒さ益々厳しさ増す折柄、ご家族皆様におかれましてはお身体にご留意なさい

ますように。 

 
さようなら花うさぎさん、またいつの日にか・・・。お疲れ様。 

 

 

2012/01/03 00:46Commented by shou さん 
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御子息様 

 
御葬儀の様子をエントリとしてお知らせ戴き、誠にありがとうございます。 
残念ながら参列が叶わず、これまでのご厚誼に対して礼ならざること、本当に

申し訳なく思っております。 
こうして、花うさぎさんの笑顔を拝することが出来ましたことを感謝致します。 

 
花うさぎさんと共に目指した真正保守政権が成った暁には、叶いますならば墓前に参り、

報告と御礼を述べたいと考えるのは私だけに限らないと思います。 
その時を少しでも早く迎えるため、同じ思いの仲間達と協力していきたいと思います。等

身大の一国民が当たり前に国を愛する、そのことがどれほど大きな力となり得るか、花う

さぎさんが身を以て示して下さったのですから。 

 
末筆ながら、御家族様にはくれぐれもお身体にお気をつけ下さいます様、お願い申し上げ

ます。 

 

2012/01/03 06:51

Commented by zeppekikun さん 

御子息様 

 
ありがとうございます。 

未だ、未だ信じがたく、思いがつのるばかりです。 
御子息さま、どうか、風邪などひかれませぬよう気を付けてください。  

 

2012/01/03 09:40

Commented by hatchan さん 

ご子息様 

 
丁寧な御報告、感謝申し上げます。 

 
花うさぎさんとご子息様の会話を拝見し改めて涙しております。 
花うさぎさんの、ご家族と国を大切に思われる心が伝わってきました。 

 
九州に住んでいますので、ネット上のお付き合いでしたが多くの事を教えて頂き、感謝い

たしております。 
残された私達花うさぎファンが花うさぎさんの志を受け継ぎ、広めていかなければ、ならな

いと思っています。 

 
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 
ご子息様ご家族様、寒さの折くれぐれもお体にはお気を付けられます様、お願い致しま

す。 

 

 

2012/01/03 09:56Commented by iza0032 さん 

ありがとうございます。 
一面識もない私ですが、ブログを通して皇軍の一兵卒として朝刊がわりに拝読しておりま

した。 
愛国紳士国士花うさぎのみたま様に合掌。 
高級霊愛国紳士国士花うさぎのみたま様が霊界より我らをお導き下さることを信じており

ます。 
再拝  

 

2012/01/03 11:19Commented by ぽちちゃ～ん さん 

ご子息様 
丁寧な御報告、感謝申し上げます。 

 
亡くなられた後も、毎日花うさぎ様のこのブログを開いています。 
どうか、安らかにお眠りください。 

 
そして、時折天国から花うさぎさんのお声をお聞かせください。 
正しくあるべき日本のために！荒廃した日本のために！ 

 
                        再拝  

 

2012/01/03 13:33Commented by 相模 さん 
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父上のお話に蒙を開かされました。 
「惜しい方を亡くした」とは、今回のような状況で言うべき言葉でしょう。残念で

なりません。 
心よりご冥福をお祈りいたします。  

 

2012/01/03 16:06Commented by thisbe さん 

花うさぎさん、今頃はどこにおられますか。 
初日の出は見えましたか。 
告別式ではお別れが本当に辛く悲しかったですよ。 
次の街宣では私もあれくらいの大きさのＺ旗を持って参加しようと思います。  

 

2012/01/03 16:39Commented by てるくん さん 

ご令息様、 

 
ご丁寧なご報告ありがとうございます。 

 
私も民主党政権になって「リベラル」の本当の怖さを知りました。お父上の永遠の安らぎを

祈念させていただき、若い世代に普通の国を残したい、と思います。 

 
合掌。  

 

2012/01/03 16:50Commented by hasimoto214take さん 

お知らせ下さいまして, どうもありがとうございます.  

 

2012/01/03 17:35Commented by ninngilyouyaki さん 

お知らせありがとうございました。 

 
少したちまして、落ち着かれましたらこのブログをこのままいつまでも保存していただきた

いと希望しています。 
ここにきて、記事を読むとまたお会いしているような気持ちになります。  

 

2012/01/03 18:03Commented by causal さん 

 ご令息様。このような大変な時期に読者に対して示されたご厚意 
感謝に耐えません。誠に有難うございます。 

 
 花うさぎ様。今朝も天上界で新聞各紙を読んでおられると思います。 
「手にするのも汚らわしい。」と嫌っていた朝日新聞でさえ「どれ、どれ、今日はどんな嘘を

書いて思考停止した読者を催眠術に掛けているのかな ? 」と 
読みながら「がははははは」と笑い飛ばしているご様子が目に浮かびます。 

 
 何故召されたのでしょうか ? 天上界で花うさぎ様のお力が必要だったので 
しょう。その影響力は凄まじいものが有りますものね。 
「この国はもうだめだろ…」もうこの国はパンドラの箱が開けられて 
しまいました。そしてあらゆる悪災がこの国を襲いました。がしかし、その箱から 後に出

たのは希望ですね。 

 
「悲観する必要なんて全くないんだよ。」そのお言葉に読者全員が勇気をもらいつつ、花う

さぎ様のおられる天上界の御意志である民主党の殲滅を実現すべく 
残された我々はあらゆる手だてを使って行動するだけです。 

 
 
 
 
 
 

 

2012/01/03 21:47Commented by meudon92 さん 

ご子息様、 

 
早々にブログを更新、ご報告戴き感謝します。 
お気に入りブログから抹消するのは忍びなく、在外邦人ですが本当にいつも楽しみにして

いて、正直わたし自身元気を失くしています。 
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お写真の掲載もありがとうございました。 
こんなに素敵な方だとは、全然知りませんでした。 
気安くコメントを書いていましたが、思い返すと恥ずかしいです。 

 
花うさぎさん、今更ですが、本当に今までありがとうございました。 
感謝します。  

2012/01/03 23:53

Commented by deliciousicecoffee さん 

お通夜に参列できず、弔電にてお悔やみを申し上げました。 
私ども夫婦は、花うさぎさんから大変お世話になりました。 
マスコミに騙されず、自立した人生を送って、日本を好きになって、勇気をもっ

て活動することで、花うさぎさんに恩返しすることを誓います。 

 

2012/01/04 00:24Commented by danceneko さん 

驚きました。久しぶりに覗かせていただいたら、数日前にお亡くなりになっていたなん

て…。 
私にとって花うさぎさんは、保守派の闘志である前にMacの師匠でした。他の方からも

「花うさぎ師匠」と呼ばれていましたっけ。とてもとても懐かしいです。パソコン通信ゆえ、

一度もお会いすることができなかったのが残念です。それがふとしたことでこのブログを

見つけ、なんだかうれしくなってコメントしたことを覚えています。 
どうぞ安らかにお眠りください・・と申し上げるべきところですが、どうぞ頼りないこの国の

行く末を見守ってください・・。  

 

2012/01/04 00:49Commented by shaberasate さん 

告別式のあった大晦日の朝は雲ひとつない青空で、まるで花うさぎさんのお人柄を彷彿

させるようでした。花うさぎさんに会えないのは寂しいですが、ずっと空から見守って下さ

るんでしょう。それに御子息様やお孫さんたちに花うさぎさんの血が受け継がれている。こ

の國はきっと大丈夫、私達が諦めさえしなければ。  

 

2012/01/04 01:39Commented by dpal451 さん 

 ご家族の皆様 

 
 謹んでお父上のご冥福をお祈り申し上げます。 

 
 花うさぎさんの望んだ日本は今だ来ていません。しかし、その道筋には花うさぎさんの

照らした光が差していると思っています。 

 
 我々も微力ながら力を合わせて素晴らしい日本を再興したいと思います。 

 
 ありがとうございました。  

 

2012/01/04 01:56Commented by midori さん 

ご子息・ご家族 様 

 
やっと忙しい毎日が落ち着きＰＣを開いて驚きました。 

 
「花うさぎ」様は指針を示し導いてくださいました。 
拙い私のブログのトップに表示して読ませていただいておりました。 

 
ただただ残念で残念でなりません。 

 
ご冥福を心よりお祈りいたします。 

 
今まで有難うございました。  

 

2012/01/04 03:58Commented by yattare17 さん 

花うさぎさんは、そのような思いでおられたのですね。 
無念のまま亡くなられたのではなかったとわかり、何か、救われたような気がしました。 
ありがとうございます。 

 
晴れやかな、優しい笑顔の、いいお写真ですね。 
わが亡父は適当な写真が残っておらず、その際は苦労しました。 
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謹んで、ご尊父様のご冥福をお祈りいたします。  2012/01/04 10:22

Commented by edwalker さん 

心より、ご冥福をお祈りいたします。  

 

2012/01/04 13:34

Commented by tourokurad さん 

花うさぎさん こんにちは 

 
もう、ブログの更新は無いのだなあと思いながら 

いつもの様にブログにたどり着くと、この記事に着きました。 
多くのブロガーがそうである様に毎日の生活が繰り返しです。 
花うさぎさんに会うのが一番の生活。 
年末から寂しい状態が続きます。日本保守層は確実に変貌して 
います。ネットによる情報革命は静かだが確実に進捗しています。 
その 前線に有った人が亡くなるのは大変な損失です。 
日米安全保障条約も変貌するのは確実です。米海兵隊の 
ダーウイン移駐は米国の世界戦略の転換を意味しています。 
巨大マスコミは産経新聞を除いてはその事に言及しません。 
TPPと消費税増税については、マスコミ報道は特段に捏造と 
称してよい部類でしょう。世論を操縦して国民を騙す事は 
もう、不可能と言って良いです。国民は暫時ネット世論に 
傾斜するでしょう。 
花うさぎさんとは何時もそういう話が出来る。 
信じる事のできる仲間として、同志として存在しました。 
誰よりも、誰よりも、花うさぎさんの死を悼みます。 

 
後になりますが、御家族の気持ちをお察し申し上げます。 

御丁寧な通知を、有難う御座います。 

 

 

2012/01/04 16:53

Commented by okasan6043 さん 

私のホームページでも「花うさぎさん」の記事は 
何回も紹介させて頂きました。  
とても残念ではありますが、彼が残したものは 

多くの日本人を目覚めさせ、多くの人の心に残っています。 
ご冥福を祈るとともに、日本の為に出来ることをやろう！ 
と決意を強くしております。 
  
（花うさぎさんの言葉）を 
読む程に号泣してしまいます。 
安らかに・・・  

 

2012/01/04 21:19Commented by no-risu さん 

花うさぎ様 ご家族様 

 
近エントリーが上がっていなかったのは、単に年末年始で休まれているのかと思ってお

りましたが、事情を知り大変驚きました。 

 
これまでのご活躍に感謝申し上げるとともに、花うさぎ様のご冥福を心よりお祈りいたしま

す。 

 

2012/01/04 21:25Commented by ぃゑんどぅ さん 

ご報告ありがとうございます。 
花うさぎさんのご子息へのお言葉、とても励まされます。 
私も自分にできることを、してゆきたいと思います。 

 

2012/01/04 23:00Commented by yuutamo7731ozm さん 

花うさぎ様のご冥福をお祈り致します。 
御家族の皆様、ご報告有難う御座います。 
私の投稿へも丁寧なレスを頂き、大変有難かったです。 
日本国の為、大変精力的また広いお心で御活動されてこられ、 
本当に感謝し切れぬ気持ちで一杯です。ありがとう、ありがとう！  

 

2012/01/05 06:47Commented by tropicasso さん 
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ご子息様 

 
いや、ブログの更新は悲しい写真付きですが、とても勇気付けられました。 
特に、お父様からご子息への言葉はとても良い内容ですね。そして、それが

我々ファンにとっても正しく遺言になってしまいました。この精神を受け継いでZ旗を掲げ

て「各員奮励努力せよ」ということなんです。 

 
ファンの方々には別人のご子息がこのブログを引き継ぐのは如何なものかとのご意見も

ありますが、時折、ご子息の気付きをアップして戴けると花ウサギさんを失った空虚感を

癒す何かすーっと腑に落ちるものがある様な気がします。できることなら、このブログの体

裁のままで、時々エントリー下さるとうれしいですね。 

 
仕事場のスナップとかお父様が生前良くおっしゃっていた言葉とかそれをバネに我々も

夫々努力したいと思います。 

 
お父様には本当に励まされてきました。 
心から御礼を申し上げ、ご冥福をお祈り致します。 合掌  

 

2012/01/05 08:11

Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 
お通夜・告別式の時は、こちらの方がたくさんお世話になり本当にありがとうご

ざいました。 
そして花うさぎさんとの親子の会話をＵＰして下さって本当にありがとうございました。 
ブログエントリーをＴＢしようとしましたが出来ませんでしたので、コチラに貼らせて下さい。

お通夜の時にお渡し致しました印刷物のリンク先や、動画、花うさぎさんとの出会いなど

を書いてみました。 

http://sakurara2.iza.ne.jp/blog/entry/2556978/ 
 
それから、花うさぎさんのエントリーを 初から見ていたら、とっても可愛いお孫さんの写

真がありました。よかったら覗いてみて下さい。 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/722247/ 
 
ご家族の皆様がいつまでもお元気でいらっしゃいますように、お祈りしています。 

 
 
花うさぎさん読者様 
花うさぎさんの新旧アドレスは以下のようになっていますので、「２」を取ったりつけたりす

る事で、行き来できます。 
旧： http://hanausagi.iza.ne.jp/ 
新： http://hanausagi2.iza.ne.jp/ 

 

2012/01/05 10:50Commented by 国民の声 さん 

３１日、NHK抗議集会に参加しましたが、いつも姿の見える安仲さんがいらっしゃらない

ので、本当にあの世へ行かれてしまったんだと、実感しました。 

 
お通夜には参列させて頂きましたが、あまりにも急だったのであの時はまだ「安仲さん、ど

こかにいるんではないか」なんて周囲の人と話していました。 

 
ご冥福をお祈りいたします。  

 

2012/01/05 14:09Commented by ユリック さん 

花うさぎさんのご逝去をいたみ、心よりお悔やみ申し上げます。 

 
今までの習慣で、ついブログのチェックをしてしまいます。 
悲しいです・・・ 

 

2012/01/05 18:14Commented by nekomatahappa さん 

花うさぎさんの息子さんへ 

 
とてもいいお父上をもったのですね。 
お忙しいなか、心のこもったエントリー、ありがとうございます。 
誇り高い生き方をされた花うさぎさんのお心は、 
御通夜・告別式に参列した、そして、このブログの読者であり我々日本人に、確かに引き
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継がれていくと思います。 

 
私もまた立ち上がり、頑張ろうと思います。 
どうもありがとうございました。 
改めて心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 
日美子  

2012/01/05 23:14Commented by kanun さん 

突然の事で、残念で言葉もないです。 
例として適切であるかわかりませんが、故中川昭一元財務相がなくなられた時に感じた

衝撃に近いでしょうか。 
花うさぎさんが望んでおられた日本を取り戻すために努力する所存です。 

 
ご冥福をお祈りします。  

 

2012/01/06 06:41Commented by 非理法権天 さん 

花うさぎ様のご遺影、ご位牌の前に掲げられた、花うさぎ様が掲示されておられましたとこ

ろのＺ旗「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」（日本海海戦）を画像か

ら拝見させて頂いた時、胸迫るものがございました。 
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。  

 

2012/01/06 12:37Commented by ume-ko さん 

花うさぎ様のご家族様へ 

 
もう、花うさぎ様のブログの更新は無いのですね。 
お亡くなりになった事を実感いたします。 

 
通夜告別式の模様、アップ頂き有難う御座いました。 
とても、穏やかな遺影でデモなどでお見かけする時の 
花うさぎ様のお姿が思い出されます。 

 
花うさぎ様が生前、息子さんに言われていた 
お言葉が胸に突き刺さります。 
今の日本人が失ってしまった穏やかだが芯の強い、 
諦めない強い精神力。 
その精神力が有ったからこそ成せた花うさぎ様の 
行動力だったんですね。 

 
昨年、一昨年のブログの更新は本当に大変な労力で 
有ったとお察ししておりました。 

 
何か事を成すには無くてはならない精神力を 
私も養って行けます様に頑張ります。 

 
有難う御座いました。 
そして、花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。  

 

2012/01/07 14:35Commented by monesperance さん 

花うさぎさんが亡くなられてからﾌﾞﾛｸﾞを大まかにおさらいしてみましたがその量の多さと

内容の濃さに驚いています。3年間ほどの短い期間にそれこそ心血を注いでの取材と報

告には一種畏怖の念さえ覚えます。換言すれば花うさぎさんをそこまで駆り立てたのはこ

の地上での生がそう長くないことをどこかで感じていたのかと思ったりしています。 

 
どんな言葉を費やしてもこの喪失感を埋めてはくれません。彼の才能と人柄は他のだれ

も代わることはできません。私達はこの悲しみが去るのをじっと待つしかないのでしょう

か？ 

 
ご子息にはこのブログをこのままにしておいてくださいますようお願いします。まだまだ訪

れる人もコメントも続くと思います。 

 
後になりますが、突然のご逝去で悲しみにくれながらもお通夜告別式と 後のお別れ
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の場を設けてくださいました奥様とご子息に心からお礼と哀悼の意を捧げます。 

 
 
 

2012/01/07 21:16

Commented by しばりょう さん 

花うさぎ様 こんばんわ。 

 
どのブログもものたりませんね。一般の方のブログはこの程度でしょうが、政

治家でありながら、花うさぎ様 以上のブログみたことがありません。 

 
政治を職業としながら、花うさぎ様のような、充実したブログ書けないって、もう怠慢としか

いえません。嘆かわしい。 

 
花うさぎ様の凄さ、実感する毎日です。 

 
ブログ書いている暇ないと言う政治家いれば、その分 体動かして 
お国のために何か、やっとるのかと怒鳴ってやりたい。 

 
花うさぎ様は  両方やっておられた、誰にもマネできない、 
凄いことです。 

 

 

2012/01/08 20:05

Commented by izatom55 さん 

しばりょうさまのおっしゃる通り、本職のジャーナリストを超える活躍をなさった

「花うさぎさん」の功績は誰も真似が出来ません。 
しかし、私のように「風景写真」がメインの中で少しでも覚醒していない人向け

に政治もどきのものが多くなってこちらにもＴＢさせていただいておりますが、まさに真正

保守の方から見れば「物足りない」どころか見る価値もないと思われても仕方がありませ

ん。 

 
しかし、coffeeさんを始め他の方々も「花うさぎさん」とは違った意味で個性があり、情報

量も豊富な記事をお書きになっています。 
「花うさぎさん」と全く同じブログは出来ませんが、皆さんそれぞれ頑張っていらっしゃいま

す。応援して貰えないでしょうか？ 

 

2012/01/08 22:04Commented by allco さん 

花うさぎさん! 
龍に成って日の丸背負って拡散して下さい。 
反日売国政府を叩き潰す総選挙への1歩です。 
 
解散総選挙に向けて。。 
民スの言う「人物本位」が悪魔の詐欺熟語です。 
「党議拘束」に「人物本位」等、戯言です。 

 
あなたは「本格的左翼政権」を信任しますか？ 
この数ほど質問しないと未だ目覚めぬ日本人です。 

 
民主党の主張に従って作られた「Yes/No」アンケートです。 
全て民主党の主張に基づく質問です。 
この二年半の間の彼等の行動原理が分かる質問です。 
「事実」として思い当たることがあるはずです。 

 
 
★「No!」と言える日本・民主党を知る為の30の質問★ 
 
 『国民の生活が第一』『友愛の政治』、なるほど。 
 ところで、あなたは…… 

 
01：主に中・韓からの「移民1000万人」を喜んで受け入れますか? 
02：外国人に地方参政権を与え、その傀儡を首長にしたいですか? 
03：外国人により治外法権化した地域の近隣で暮らしたいですか? 
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04：南北朝鮮の組織的な支援を受けている政党を支持出来ますか? 
05：自治労・日教組出身議員が公務員改革を出来ると考えますか? 
 
06：「配偶者控除・扶養控除」は無駄であり無用だと考えますか? 
07：高速無料の引替えに車一台当り５万円の増税を容認しますか? 
08：４年後の消費税「15％にアップ」を妥当なものと考えますか? 
09：辻褄合わせの為の「２兆７千億円の増税」を受け入れますか? 
10：財政破綻した時は謝罪して終わり、という政権を許しますか? 
 
11：国旗・国歌を憎み、罵倒する教師に、子供を預けたいですか? 
12：教育現場に政治を持込み、子供を利用する教師を認めますか? 
13：沖縄を中国に渡し共通貨幣を作る、という政策を認めますか? 
14：不法入国した外国人でも、数年暮らせば合法だと考えますか? 
15：外国人の暮しの為には、日本人が我慢すべきだと考えますか? 
 
 
 
 

2012/01/08 22:04

Commented by allco さん 

16：心は日本人ではないという帰化人を、大臣として認めますか? 
17：自衛隊を徹底的に解体し、国防を放棄することに賛成ですか? 
18：災害時でも自衛隊にだけは救助して欲しくないと考えますか? 

19：加害者の事情を配慮して、被害者が我慢すべしと考えますか? 
20：被害者は実名、加害者は通名(国籍不明)が適切と考えますか? 
21：数多くの国民が拉致された原因は、日本にあると考えますか? 
22：相手が核を打ち込んできても、悪いのは日本だと考えますか? 
23：侵略されても「平和」の為には、無抵抗のまま殺されますか? 
24：日本を断罪する組織、恒久平和調査局は必要だと考えますか? 
25：過去に遡って謝罪し、永遠に賠償を続けるべしと考えますか? 
26：メールに知人の悪口を書く程度のことで逮捕されたいですか? 
 
27：天皇を退位させ皇室を廃絶させるという主張に同意しますか? 
28：日本国家の「主権の移譲」を主張する政党を支持出来ますか? 
29：日本は日本人だけのものではないという主張に同意しますか? 
 
30：あなたは、日本が嫌いですか? 
 
 
 

 

2012/01/09 09:02

Commented by deliciousicecoffee さん 

昨日1月8日、表参道を中心に行われた【拉致被害者を即刻返せ！！金正恩

よ日本国民の声を聞け in東京】のデモ行進に行って来ました。 
お元気なら必ずいらっしゃったはずの花うさぎさん姿がなく、改めて花うさぎさ

んがお亡くなりになったことを実感しました。 
一応、デモの模様を報告致します。 

 
デモ報告【拉致被害者を即刻返せ！！金正恩よ日本国民の声を聞けin東京】 
表参道などをデモ行進し、現行犯の北朝鮮と無能政府に怒りのシュプレヒコール 

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4510.html 

 

2012/01/09 11:22Commented by 国益第一 さん 

ご子息様 
これまでの保守愛国士活動としてお父様の活躍に深く感謝致しますとともに、 
心より御冥福をお祈り申し上げます。 

 

2012/01/09 13:18Commented by amebaidttenani さん 

花うさぎ様 

 
ついついこちらのエントリーを追っかけてしまいます。 

 
新しいエントリーがないこと，さらには，どこかでの愛国デモのエントリーがないこと。 
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これらのことで，花うさぎさんが遠くに旅立たれてしまったことをあらためて感じておりま

す。 

 
うさぎさんのためにも，この世を少しでも良い方向にして参りたいと思っております。 

 
どうぞ安らかにお眠りください。  

2012/01/09 19:21

Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 

 
山際さんが、チャンネル桜の討論番組で、冒頭と後半に花うさぎさんの事をお

話されていましたのでお知らせ致します。 

 
1/3【討論！】平成２４年、どうする？どうなる？日本[桜H24/1/7]  
http://youtu.be/UsH6rUrg47A 
 
それからdeliciousicecoffeeさんも報告されていますが、私も昨日のデモに参加し、沿

道の方々に花うさぎさんのチラシも配布致しました。 
花うさぎさんが取材されていたら、配る事はなかったチラシだと思うと複雑な気持ちも致し

ましたが、きっと花うさぎさんなら、応援し見守って下さると信じて、他の参加者たちと一緒

に配布致しました。 
もし、チラシを受け取られた方が、コチラを訪問し、私たちの活動に理解を示して下さった

らとても嬉しいなぁと思っています。 

 
チラシやデモの模様はコチラにまとめてあります。 

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/rati_demo_data.html 
 

 

2012/01/09 22:05Commented by kohyu さん 

花うさぎ様、そしてご遺族の方へ謹んで。 

 
もう急逝されてから２週間近くたち、告別式からも九日になりました。ご遺族に置かれてま

しては御心労の中、今回のブログエントリー更新に深く感謝いたします。 
特に、私もそうですが、告別式に参上できなかった者にとって、 後のお別れの様子をこ

のように拝見できたことに心よりお礼申し上げます。 

 
昨日、１月８日に北朝鮮の拉致に対する抗議デモがありましたが、もし花うさぎさんが御

存命なら素晴らしい取材記事を書いて下さったであろうことは、多くの方のご指摘の通り

です。 
私にとっても、安仲さんと様々な現場で出会えなくなることになり、情報交換もできなくなる

ことが本当に残念です。 
それは、情報交換ができないことが残念であるのでなく、安仲さんの温かい人柄に触れな

がら色々な話ができなくなることが本当に辛いし、寂しいのです。 

 
ここは産経新聞の設置したブログですが、安仲さんの逝去を惜しんで、古森義久さん、阿

比留瑠衣さん、佐々木正明さんと、産経を代表する記者の方が編集委員から第一線の記

者の方まで追悼の言葉を述べにいらっしゃいました。 
その三人とも私は面識があり、座談会などで同席した仲の良い方々ですが、そんな偶然

の巡り合わせにも何か必然的なものを感じざるを得ません。それだけ、花うさぎさんのブ

ログは、新聞記者やジャーナリストの方々をはじめ、多くのブロガーや政治活動に邁進し

ている方々にとって貴重なものだったという証左だと思います。 

 
ここで花うさぎさんにお別れの言葉を述べたくはありません。いつか、何かの折にひょい

と、やや猫背でカメラを抱えたままゼット旗を翻して目の前に現れるような気がするからで

す。 

 
奥様、ご遺族の方、ご子息様、ここを開き続けることもさぞお辛いかと推察しますが、この

ような場を遺してくれていることに、改めて感謝の言葉を申し述べます。 

 
西村幸祐  
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2012/01/09 23:59Commented by kohyu さん 

たった今、読み返しましたら、私のコメントでお名前に誤った表記がありまし

た。 

 
阿比留瑠衣さん × 
  ↓ 
阿比留瑠比さん 〇 

 
が正しいお名前です。謹んで訂正しお詫びいたします。 
   

 

2012/01/10 13:08

Commented by しばりょう さん 

To izatom55さん  
>しばりょうさまのおっしゃる通り、本職のジャーナリストを超える活躍をなさっ

た「花うさぎさん」の功績は誰も真似が出来ません。 
>しかし、私のように「風景写真」がメインの中で少しでも覚醒していない人向けに政治も

どきのものが多くなってこちらにもＴＢさせていただいておりますが、まさに真正保守の方

から見れば「物足りない」どころか見る価値もないと思われても仕方がありません。 

> 
>しかし、coffeeさんを始め他の方々も「花うさぎさん」とは違った意味で個性があり、情

報量も豊富な記事をお書きになっています。 
>「花うさぎさん」と全く同じブログは出来ませんが、皆さんそれぞれ頑張っていらっしゃい

ます。応援して貰えないでしょうか？ 

> 
 
花うさぎ様のブログに集まる人も好きだった、花うさぎ様の 
分け隔てない対応に、引っ込まれていったのですね。 
いつまでも、、、そうですね。 
頑張りましょう。  

 

2012/01/10 15:22

Commented by hidarinakayubi さん 

ここしばらく御無沙汰していました。 
久しぶりにログインしたら、花うさぎさんが亡くなっていたなんてショックです。 
花うさぎさんは、私のごときコメントにも丁寧に返信してくださいました。 

心より花うさぎさんの御冥福をお祈りします。  

 

2012/01/10 16:18Commented by rokuen さん 

あなたの貢献は忘れません。 

  

2012/01/12 22:30Commented by iza-haru さん 

 
花うさぎ様のご冥福をお祈りいたします。 
  
ブログ開設以来拝見している者ですがコメントは初めてです。そして、この場を遺して下さ

っているご遺族の皆様に、改めまして深い感謝でいます。 

 
或ブログで、「日本の現状に我慢出来ないからブログを開設しました。」という花うさぎさん

のコメントを拝見して、ブログを訪ねると、そのボリュウムと内容の充実度は、他を圧倒し

ていました。それは言葉だけでなく、自ずから行動で実践していらっしゃいました事に、全

幅の信頼を寄せていました。しかしそのご足労を思う時、お体如何ばかりかとご案じもし

ていました。 

 
日本の現状を憂い、日本を毀損する輩に対しては毅然と対峙し、日本を守ろうとしている

同士に対しては、どんなに意見が異なっても、優しく温かな眼差しを注がれていました。 
そのお人柄がそのまま偲ばれます御遺影を拝見する度、在りし日のそれぞれが思い出さ

れて胸が熱くなります。が、数々のご活躍が示されている、沢山のブログ記事が遺されて

いますし、ご子息のお言葉からも、御父上の想いは確実に次代にタッチされたと拝見しま

した。そして花うさぎさんは、私たちの中に生き続けています。 

 
微力でもいい、花うさぎさんのご意志を継いで、日本の未来を展いていくために頑張りた

い。その想いは深く大きくなっています。 
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はる拝 

 

2012/01/16 09:27Commented by 国民の声 さん 

安仲さん存命のような気がして、まだブログを覗いております。 
本当に良い人だった。   

2012/01/16 22:16Commented by からす さん 

>安仲さん存命のような気がして、まだブログを覗いております。 
>本当に良い人だった。 
 
同じです。 

 

2012/01/16 22:29Commented by matacyann さん 

花うさぎさん。 
お顔初めて拝見しました。 
文面どうりの優しそうなお方です。 

 
教えられる事ばかりでした。 
有難うございます。 

 
また、何時の日かお会いできる事でしょう。 
一足先に逝かれた事は残念ですが、尊敬して止みません。 

 
あなたの歩みは、多くのブロ―ガを揺り動かしました。 
めげずに頑張ります。 

 
ご家族の皆様。御葬儀のご様子有難うございました。 
心より花うさぎさんの御冥福をお祈りします。  

 

2012/01/18 02:36Commented by monesperance さん 

日々は過ぎてゆくのに悲しくて寂しい思いは薄らぐことがありません。 
１２月に入ってからの寒空のもとブログ更新を待ち望んでいる読者の 
ために取材に飛び回り徹夜の書き込みを余儀なくされたこともあったことでしょう。身体と

神経を酷使したその責任感が恨めしく思います。花うさぎさまは「愛国の殉教者」になりま

した。 

 
私も花うさぎさまの想いを受け継いでＺ旗を買い求めました。デモや街宣の際に掲げま

す。その時には一緒にいてくださるものと勝手に思っています。 

 
突然の死に会われたご家族の悲愁を想うと慰めの言葉もありませんが花うさぎさまが私

達にとってどれほど貴重な方であったかをお知らせしたくこれを書かせていただきまし

た。  

 

2012/01/18 23:20Commented by causal さん 

ご子息様、天上界におわす花うさぎ様、こんばんは。 

 
毎日、過去のブログを拝見させて戴きながらつくづく思う事は、「よくもこれだけ内容の濃

いブログを毎日更新されていたものか。」と驚かせられる事です。 

 
凡人なればA4一枚程度の文章でさえ参考資料の取得から一つのテーマを書き上げるの

に半日いや一日がかりとなるでしょうに。 
そして花うさぎ様のともされた灯は永遠なれ! 私も過去ログに訪れた印として 
2クリックを「二礼二拍手そして一礼」の作法代わりに、毎日押させて戴いております。 
 
 ご子息様。失礼かと存じますが、もし教えて戴けたなら幸いです。ブログ名の「花うさぎ

の世界は腹黒い」の由来の事です。何故「花うさぎ」と記されたたのでしょうか? 重ねて失

礼の段、お許しくださいませ。  

 

2012/01/19 16:41Commented by 古東正舟 さん 

To causalさん 
 
> ブログ名の「花うさぎの世界は腹黒い」の由来? 
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http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/692035/ 
 
↑ 
このエントリーで花うさぎさん自身が、説明されています。 

 
「花うさぎ」という御名前に付きましては存じません。  

2012/01/19 23:31

Commented by autosuture77 さん 

コメントを頂いた皆様へ  息子より 

 
本当に多くの皆様に非常にご丁寧なご弔意、コメントを頂きありがとうございま

す。 
皆様から様々なエントリやこちらへのコメントを見て父の考え方や日々の活動、人間性な

ど家族には見せない一面を知ることができ、またそのほとんどが過分な温情あふれる温

かい内容に感慨深く本当に感謝申し上げます。 

 
まだまだ落ち着かず本来であれば皆様お一人づつにお礼申し上げるべきところ、このよう

な形でしかお伝えできないことをお詫び申し上げます。 

 
To causalさん 
 
花うさぎの名前に由来ですが父は２０年以上前からこのハンドルを使用しております。 
着物出版の仕事先で「耳うさぎ」という名で出版している取引先の方から名前の一部を借

りて「花うさぎ」とつけたと聞いたことがあります。 
このハンドルで保守系ブログに顔を出す前はマッキントッシュの個人改良などでもたびた

びネットで登場しております。 

 
この「花うさぎ」という名前が私はとても好きで日本らしく優しい名前だと感じています。 

 
なんにしても尋常ならざる凝り性でこれと決めたことはとことん突き詰める性格でした。 

 
こちらにコメントをいただけると家族として非常にうれしく毎日読ませていただいておりま

す。 

 
今後も皆様のご活躍を心より応援しております。 

 
 
 

 

2012/01/20 02:07Commented by causal さん 

To 古東正舟さん  
ご返信有難うございました。古東正舟さんも花うさぎさんと 
毎日無言の会話をなされているのですね。 

 
 

 

2012/01/20 02:23Commented by causal さん 

To autosuture77さん  
 
>花うさぎの名前に由来ですが父は２０年以上前からこのハンドルを使用しており ます。 
>着物出版の仕事先で「耳うさぎ」という名で出版している取引先の方から名前の 一部

を借りて「花うさぎ」とつけたと聞いたことがあります。 

 
>この「花うさぎ」という名前が私はとても好きで日本らしく優しい名前だと感じています。 
 
ご子息様 わざわざご丁寧な返信を戴きまして誠に有難うございました。 

 
 名前の由来にもお人柄が偲ばれますね。 

 
>こちらにコメントをいただけると家族として非常にうれしく毎日読ませていただいておりま

す。 

 

18戦後の歴史で今ほど保守が広がっている時代はない：イザ！

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2556660/allcmt/



  
 そう言って戴けると私だけではなく読者一同、喜んでいると思います。 
  
                            まずはお礼まで。 

 

2012/01/20 10:47

Commented by causal さん 

ご家族様 お早うございます。 

 
2010年の本日1月20日、「小沢問題のエントリー」に対しての私のコメントに 

花うさぎ様は翌日の早朝4:22にこのような返信を残して下さいました。 
 
<はい。小沢氏が民主党に「破滅」もたらす、と英紙が論評してますが、とんでもない、日

本を滅ぼしますよ。 
いまの民主党には「小沢を切る」ことは出来ないから早晩行き詰まり、ガラガラポンとなる

と思いますが、問題はそれまで日本が持つかどうか？。 
私達が声を上げ続けなければなりませんね。 

 
短い言葉ですが2年後の今の状況をピタリと言い当てておられます。 
<早晩行き詰まり、ガラガラポンとなると。 
 
6月解散と言われていますが青山繁晴氏の予測では3月にも有り得るとの事です。 
そして 
<私達が声を上げ続けなければなりませんね。 
 
偶然にも昨日、消費税増税反対の意見を各政党に送りつけておりました。導かれたかの

様に。 

 
お父上ならばマスゴミの主張する「政・官の身を切る努力」だけではなく、企業・団体そして

外国人からの政治献金(個人献金に見せかけた企業・団体献金)禁止、天下り禁止、政

党交付金の廃止、国民の納税意欲を阻害する不公平税制(く・ろ・よん、とー・ごー・さん)
の是正、パチンコ業界の脱税摘発などなど 
これらが実現するまでは国民に増税を強いる資格などは無いわ!! と仰っていた事でしょ

う。 

 

2012/01/20 11:07Commented by しばりょう さん 

To autosuture77さん  
>コメントを頂いた皆様へ  息子より 
> 
>本当に多くの皆様に非常にご丁寧なご弔意、コメントを頂きありがとうございます。 
>皆様から様々なエントリやこちらへのコメントを見て父の考え方や日々の活動、人間性

など家族には見せない一面を知ることができ、またそのほとんどが過分な温情あふれる

温かい内容に感慨深く本当に感謝申し上げます。 

> 
>まだまだ落ち着かず本来であれば皆様お一人づつにお礼申し上げるべきところ、このよ

うな形でしかお伝えできないことをお詫び申し上げます。 

> 
>To causalさん 
> 
>花うさぎの名前に由来ですが父は２０年以上前からこのハンドルを使用しております。 
>着物出版の仕事先で「耳うさぎ」という名で出版している取引先の方から名前の一部を

借りて「花うさぎ」とつけたと聞いたことがあります。 
>このハンドルで保守系ブログに顔を出す前はマッキントッシュの個人改良などでもたび

たびネットで登場しております。 

> 
>この「花うさぎ」という名前が私はとても好きで日本らしく優しい名前だと感じています。 
> 
>なんにしても尋常ならざる凝り性でこれと決めたことはとことん突き詰める性格でした。 
> 
>こちらにコメントをいただけると家族として非常にうれしく毎日読ませていただいておりま

す。 

> 
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>今後も皆様のご活躍を心より応援しております。 
 
私に孫が出来たことを、２年ほど前に 報告しました。 
その時、花うさぎ様は「孫は本当に可愛いですよ」と言われたことを覚えて居ます。 
その孫も、２才と６ヶ月んありました。 
２番目が昨年９月にできました。 

2012/01/21 02:21Commented by kohyu さん 

西村幸祐です。 
ご子息様、コメントありがとうございます。 
本日（１月20日）放送のチャンネル桜のテレビコラムで花うさぎさんのことを少しお話しま

した。ただ、ぶっつけ本番、台本なしの番組収録なので、なんと、花うさぎさんの御命日の

日付を間違えたまま収録し、そのままオンエアーされてしまいました。 
ご報告とともに御命日の日付を間違たことを心よりお詫びいたします。 

 
【ニュースの読み方】新たなステージに入ったネット言論[桜H24/1/20] 
http://broadcast.kohyu.jpn.com/2012/01/h24120.html 

 

2012/01/21 07:25Commented by sakurara2 さん 

ご子息様、おはようございます。 
花うさぎさんのＨＮ由来についてお教え下さってありがとうございます。 
Niftyフォーラム時代からとお聞きした事はありましたが、詳細な由来までは初めてお聞き

したように思います。 

 
ところでご心痛の中、誠に恐縮ですがお願いが２つあります。 

 
①このエントリーＴＯＰに花うさぎさんがされていたように、政治ブログランキングバナーを

貼れますでしょうか？ 
たぶん、花うさぎさんがＵＰされたエントリーに「編集」で入り、 
先頭のバナーが貼ってある数行をコピーし、その画面はそのまま閉じ、 
このエントリーの「編集」で先頭に貼り→「プレビュー」で確認 
キチンと表示されていたら「公開」で大丈夫だと思います。 
（一応自ブログでも試してみました） 

 
現在、コチラのランキングは４９位や５０位までになってしまいました。 

http://blog.with2.net/rank1510-0.html 
 
出来れば５０位以内はキープしてこの↑ページの中で、いつでも「花うさぎ」さんが探せると

いいなと思っています。 
先頭にランキングボタンがあったら、コチラを覗いた方々は必ず！押下して下さると思い

ますので、バナー設置に挑戦して頂けましたら嬉しいです。 

 

 

2012/01/21 07:27Commented by sakurara2 さん 

②こちらのコメント欄を、拡散情報や近況報告の場に使わせて頂きましたら嬉しいです。 
デモ情報や、動画紹介などをすると、花うさぎさんからの「お～情報感謝です！」というお

言葉がとても嬉しかったです。 

 
こちらのブログは花うさぎさんのエントリーとともに、皆様からのいろんな情報からも勉強

させて頂きました。 
「国籍法改正」「人権擁護法案」「夫婦別姓」「外国人参政権付与」なども、皆様で情報を共

有し、阻止のために、ＦＡＸ、メール、電凸なども頑張りました。 

 
これからもこちらのコメント欄を覗くと、そういう情報があると助かります。 
今はエントリーの内容から、コメントを遠慮されていらっしゃる方も多いんじゃないかと思い

ます。もし息子さんから許可を頂けますと、コメントを書きやすくなるのではないかと思い

ました。 

 
しばりょうさんのように「孫が出来ました！」というようなご報告もお聞きしたいです。 

 
これからもこちらの読者さんたちと「花うさぎさんブログ」と「日本」を守っていけたら…と思

っていますので、どうぞご検討をよろしくお願い致します。 
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長文失礼致しました。 

 

2012/01/21 17:04

Commented by autosuture77 さん 

西村幸祐様 

 
その節は父が大変お世話になり、真先に自宅へご連絡いただきありがとうござ

いました。 
その後のチャンネル桜での父へのコメント、今回もこのような形で言及頂いたこと感涙い

たております。 
心より感謝申し上げます。 

 
私もネット言論の広がりと可能性を信じております。 
ネットでの正しい情報の発信により日本人が少しづつでも確実に目覚め正しい国となるこ

とを信じております。 

 
西村様のご尽力に感謝を申し上げるとともに今後のご活躍を祈念しております。 

 
 

 

2012/01/21 17:21Commented by autosuture77 さん 

sakurara2様 
 
ブログでの非常に心のこもった父へのエントリに感謝の言葉もありません。 

 
①につきましては父のｐｃを開ける環境にないため少しだけ時間をいただけますか？ 
②についても全く問題ありませんのでぜひご活用ください。 

 
このブログは父のブログですので極力干渉はせずこのままの形で起こしておくつもりです

が、皆様からのコメント欄の活用については気になさらずにコメントいただければと思いま

す。 

 
父のように皆様への訳はだてない返信、お礼が行き届かないことをご容赦ください。  

 

2012/01/22 20:08Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 
お忙しい中、お返事頂きありがとうございました。 
無理なお願いを致しまして申し訳ありませんでした。 

 
①については、本当にお時間があるときでいいです。 
今覗いたら、一時は50位になっていたらランキングが47位になっていました。 
皆さんが過去エントリーにランキングクリックに行って下さったのかな？と、とても嬉しく思

いました。 

 
＞②についても全く問題ありませんのでぜひご活用ください。 
ありがとうございます。では、お言葉に甘えまして（＾＾。 

 
明日のTVタックルに山際澄夫さんご出演だそうです。 
http://twitter.com/#!/yamagiwasumio/ 
２３日の『ＴＶタックル』（テレビ朝日系）。「自民党は社会保障と税の一体改革で与野党協

議に応じろ」「次の首相には国家観のしっかりした〇〇さんがいい」（三宅翁）「あわわ・・あ

わわ・・」（山際） 
～～～～～～ 

 
○○が気になりますが、カットになる可能性もあるんじゃないかと（＾＾。 
山際さんがたくさんTwitterで花うさぎさんの事を呟いて下さったおかげで、花うさぎさん

の事を知って下さった方も多いんじゃないかと思います。 

 
そうやって新しい方々にも花うさぎさんの事、ブログの事を知って頂けたらとても嬉しいで

す。 
そしてこのままブログを残して下さるとの事、本当に感謝致します。ありがとうございます。
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2012/01/23 11:41Commented by causal さん 

To sakurara2さん  
 
>今覗いたら、一時は50位になっていたらランキングが47位になっていまし

た。 
>皆さんが過去エントリーにランキングクリックに行って下さったのかな？と、とても嬉しく

思いました。 

 
そうなんですよ。毎日花うさぎ様の過去のエントリーの中で、私は特に花うさぎ様の特徴

でもあった、アンサーコメントをテーマ別にPCに保存する事を始めました。コメントの生の

声も、記事に劣らず珠玉の言葉に満ちています。 

 
そしてこの場所を訪問した印に「2クリック」欠かしません。  

 

2012/01/23 17:15Commented by 国民の声 さん 

ご本人が亡くなられたのに、まだまだ投稿が多いブログなんて前代未聞です。 
安仲さんの人柄が偲ばれます。 

 
そういう私もこのブログを覗くのが日課です。 
安仲さんは本当に良い人だった。  

 

2012/01/23 19:06Commented by 日本の花言葉 さん 

当ＩＺＡブログのメインブロガーともいえる存在でした「花うさぎさん」が昨年末に脳梗塞で

急逝されたそうで、 近、青山繁晴氏のブログのコメント欄でsakurara2さんが「花うさぎ

さん」への哀惜の言葉を述べられていて、はじめて知りました。以前はよく「花うさぎさん」

のフログを拝見していたのですが、ここ暫く御無沙汰していましたので、驚きとショックで落

ち込んでしまいました。 
 私が「花うさぎさん」のブログにＴＢさせていただいた事もあり、私のブログにコメントを寄

せていただいた事がありました。２００９年１月のことです。それはカルロスクライバー指揮

のベートーベンのシンフォニー第７番の 高級の演奏をテレビでみた印象を記したブログ

でした。「花うさぎさん」もクライバーの「信者？」であることを知り、親近感をもちました。 
 中川昭一氏が亡くなられたとき、「花うさぎさん」は中川昭一氏は次の総理になる人、ま

たイザという時、「日本国」のためにリーダーとなって起ち上がってくれる人だったのに、と

ブログに書かれていたのが強く印象に残っています。そして、中川昭一氏の言葉「日本が

危ない！」と訴えられていました。同じ意味で「花うさぎさん」は、ブロガーとして「日本国」

のために、「ＩＺＡ」を通して日本人がいま為すべきことを率先して発信されていました。 

 
 経年の御活動に敬意とともに、 心より御冥福をお祈り致します。 

 
 
 ”またひとり 愛国者ゆきて むつきなり ” よし子  

 

2012/01/23 20:02Commented by monesperance さん 

ご子息様 

 
ご子息様のｺﾒﾝﾄが心なしか父上に似てきたような気がするのは私だけでしょうか。きっと

陰で援けておられるのではないかと思っております。 

 
仏教では死者の霊魂がこの地上を去る35日目または49日目に法要が行われますね。

その日を境に花うさぎ様がほんとうに私たちから去って行くのだと思うと寂しさもひとしお

です。 

 
35日忌または49日忌は内輪で営まれるものと承っておりますが私もささやかながら何ら

かの形でお別れさせていただければと考えております。 お差支えなければ日時をお知ら

せくださいますようお願いします。   

 

2012/01/24 10:20Commented by nokotan さん 

To causalさん  
>To sakurara2さん  
> 
>>今覗いたら、一時は50位になっていたらランキングが47位になっていました。 
>>皆さんが過去エントリーにランキングクリックに行って下さったのかな？と、とても嬉し
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く思いました。 

> 
>そうなんですよ。毎日花うさぎ様の過去のエントリーの中で、私は特に花うさぎ様の特徴

でもあった、アンサーコメントをテーマ別にPCに保存する事を始めました。コメントの生の

声も、記事に劣らず珠玉の言葉に満ちています。 

> 
>そしてこの場所を訪問した印に「2クリック」欠かしません。 
 
ほぼ毎日訪問していますが、しばらくクリックしていませんでした。 
ランキング上げたいのでこれからクリックします。せめて民主党政権がなくなるまでは。詐

欺政権及びマスゴミを壊滅させることが 大の供養になると思います。  

2012/01/24 14:40

Commented by 古東正舟 さん 

御子息様 （autosuture77さん） 
 
 

> このブログは父のブログですので極力干渉はせず 
> このままの形で起こしておくつもりですが、 
> 皆様からのコメント欄の活用については気になさらずに 
> コメントいただければと思います。 
 
 
ありがとうございます。 
お言葉に甘えて、情報拡散させて頂きます。 

 
 
『そよ風』さんのブログ 
“ 花うさぎさん、お元気ですか？ ” 

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/51725601.html 
 
↑ 
 
今、このブログを読んで、また、貰い泣きしました。 

 
まだ読まれてない方、 
是非とも読んでください。  

 

2012/01/24 17:37

Commented by 古東正舟 さん 

１２月２日に 

 
花うさぎさんが、UPされた、ブログ 

『歴代天皇の正妻嫡男数を公表、谷田川惣氏』 
 http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2527535/ 
 
 ↑ 
このブログで、谷田川惣（やたがわ おさむ）さんを 
全面的に推されていましたが、 

 
その谷田川惣さんのツイッター 

https://twitter.com/#!/yatagawaosamu 
 
を発見しました。 

 
ホームページ 

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/ 
 
も開設されてます。 

 
花うさぎさんが、全面的に推されていただけに 
さすが、頼もしい保守の論調です。 

 
フォローをよろしくお願いします。  

 

2012/01/24 23:57

Commented by causal さん
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2012/01/25 02:06Commented by sakurara2 さん 

ご子息様並びに花うさぎさんブログ読者様 

 
Twitterでは告知をしたのですが、花うさぎさんのブログエントリーを第一回から専用アカ

ウントで呟く事にしました。 
以下、Twitter投稿文です。 
 
＞花うさぎさんのエントリーを予約投稿（毎朝５時）を利用して第一回から呟くことにしまし

た。本日第一回を呟いています。本日からの理由は花うさぎさんの初投稿が2008年8月

24日で日付が一緒というだけです。朝刊代わりにどうぞです。http://bit.ly/xaWvqh 
 
コチラにはTwitterに二の足を踏んでいらっしゃる方のために、Twitterの使い方エントリ

ーと一緒に紹介しようと思い、ご報告が遅くなりました。 
が、結局まだエントリーが出来ていません（＾＾。それを待っていると本日の５時も過ぎそう

なので、お知らせさせて頂きました。 
これを機会にTwitterを始められる方が増えるといいなとも願っています。 
（理由：拡散力＆Twitterをされている方々のプロフィールを読むだけでも頑張ろう！とい

う気持ちになりました） 

 
ただ、携帯からは見れないというご報告も頂いていますので、そちらについては調査中で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
https://twitter.com/#!/hanausagifan 

 

2012/01/25 02:27Commented by sakurara2 さん 

ＰＳ．ランキングが50位から44位にまで復活してきました！ これは凄いことだと思いま

す。ありがとうございます☆ 

 
それから笑い話(?)です。 
昨日、会社で「花○さん」という方に呼びかける時に、思わず「花うさぎさん」と言ってしまい

ました(>_<)。 
保守の方同士でしたら笑って済ませられますが、会社では・・・。 
知らん振りして会話を続けました（＾＾。 

 
周りに「花○」さんという方がいらっしゃる方は注意して下さいです（＾＾。 

 

 

2012/01/25 13:40Commented by 古東正舟 さん 

To 日本の花言葉さん 
 
 
> カルロスクライバー指揮のベートーベンのシンフォニー第７番 
 
 
貴重な情報をありがとうございます。 

 
今、ユーチューブ 

http://www.youtube.com/watch?v=aaV9n_XVKfI 
 
でカルロスクライバー指揮のベートーベンのシンフォニー第７番を 
視聴しました。 

 
花うさぎさんのブログの美的センスを彷彿とさせる演奏だと 
感じました。 

 
花うさぎさんのハートの深部を垣間見た思いがしました。 

 
どうも、知らせて下さり有難う御座います。  

 

2012/01/27 00:26Commented by shou さん 

皆様、こんばんは。 
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谷田川惣さんの数日前のツイッターコメントを転記します。 
というか、古東正舟さんのツイートへの谷田川さんの返信なのですが(^-^) 
 

引用ここから 

------ 
@gakuyoh 花うさぎさんという方は、存じ上げなかったのですが、亡くなられたときに、ネ

ット上でとても話題になっており、非常に立派な方だったのだと知りました。一度、お会い

したかったものです。ご冥福をお祈りいたします。 

------ 
ここまで 

 
 
花うさぎさんは、これからも多くの人に影響を与え続けていかれると思います。 
むしろ、そうなる様に皆で伝えて行きましょう。 
人気ブログランキングとIZAブログランキングのクリックも大切ですね！  

 

2012/01/28 13:28

Commented by sakurara2 さん 

ご子息様、ランキングボタン設置ありがとうございました。 
ボタンを見つけた時はハッと息を飲みました。 

 
現在42位にまで上がっています。ボタン設置によって、もっと上がると思います。 
お忙しい中、本当にありがとうございました。 

 
 
花うさぎさん読者様 

 
ランキングクリックで、ランキングページに行かれた後に、 
ランキングページで、花うさぎさんのブログをクリックしてコチラに戻ってきますとOUT数に

カウントされます。 

 
OUT数はランキングには関係ないみたいですが、私はOUT数が高いブログほど、ネット

ユーザーの興味や関心が高いブログなんだなぁと見ています。（今現在OUT数では、cof
feeさん１位、瀬戸さん２位です） 
 
花うさぎさんにも、「ランキングが上がらなくても、花うさぎさんもOUT数が多いので大丈夫

だと思いますよ～」とお話した事があります。 

 
花うさぎさんのお返事は、「えっそうなの！？ 実はOUTとINの意味がわからないんだよ

～」でしたけど（＾＾。 

 
花うさぎさんご自身はそんなにランキングに興味を持っていなかったみたいですし（旧ブロ

グではizaランキングを表示していません）、ランキングの順位についても、 
 
「できるだけ現場取材して一次情報の提供をし、『マスコミが報じないニュース』を届けるブ

ログにしたいと思っているので、それほど気にしないことにしています」 
とおっしゃっていました。 

 
花うさぎさんはたくさんの宝物を残して下さいました。 
私は「日本のため」に、花うさぎさんブログを拡散したり、ランキングを上げるのは読者で

ある私たちの役目かなと思っていました。 

 
今も42位を保っているのは、本当に皆様のお力が凄いんだと思います。 
これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

2012/01/29 15:00

Commented by 古東正舟 さん 

２００９年６月３日の 

 
花うさぎさんのブログ 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1065985/ 
より抜粋します。 

 
■Ｎスペが躍起になった帝国憲法悪玉論を排す… 
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2012/02/03 08:07Commented by usaginomimi さん 

花うさぎさまのことを思い出すだけで今も泣いてしまう自分なので、 
ここを、開けずにいました。 
が、明日、花うさぎさまが拡散していらした、人権侵害救済法案のデモがあり・・・・ 
ありえないことと解りながらも、 
「もしかして、花うさぎさまのブログにデモの告知があるのでは。」 
と、幻想をいだいて、ここを開いてしまいました。 
そうしたら、コメントが ずっと伸びていて、目が丸くなりました。 

 
ご子息さま、ここのコメント欄に情報を載せることをお許しくださってありがとうございます。

sakurara2さん、ご子息さまにお願いしてくださって、ありがとうございました。 
 
明日のデモ、花うさぎさまなら、きっと、ブログに載せて下さっただろうと思うので、ここに情

報を書きこませていただきます。 

 
 
◆◆人権侵害救済法反対デモ◆◆ 

 
開催場所 東京都日比谷公園 

 
平成24年2月4日（土） 
 
内容 

 
13時00分 日比谷公園 霞門集合 
13時30分 出発 
15時00分 解散（雨天決行） 
※ プラカード持参可 

 
主催 

 
言論の自由を奪う人権侵害救済法に反対する地方議員の会 

 
お問合せ 

 
事務局長 渡辺 眞（090-1113-2061） 
事務局  倉橋幸二（080-6810-7685）  

 

2012/02/05 12:20Commented by no-minsu さん 

先日、日本政策研究センターから 
（「明日への選択」という月刊誌を出しています） 
各種リーフレットの入った封書が届きました。 

 
その中に、平成23年(2011)２月に行われた「正論の会」を 
リポートした花うさぎさんのブログを印刷したものが入っていました。 
（花うさぎ新聞では2月19日付） 
 
どうしても報告をしたくなってしまい、書き込みいたします。  

 

2012/02/05 20:53Commented by 国民の声 さん 

4日（土）行われた「人権侵害救済法案反対デモ」に参加してきました。 
この日は本デモの他に、渋谷、六本木、秋葉原で街宣があり、保守系団体の講演会も2
か所で開催されということで、参加者が分散されてしまったようです。 

 
花うさぎさんだったら、一日中あちこち飛び回って取材されたのにと、参加者と話をしまし

た。 
花うさぎさんは我々の間では未だに存命です。  

 

2012/02/10 00:46Commented by izaidttenani さん 

花うさぎさん 
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天国でやすらかにお過ごしのことと思います。 

 
日本全国の各地でデモがあるたびに花うさぎさんのことを思い出します。 

 
どうぞこの大八洲が良い方向に向かうように花うさぎさんも天国でお見まもりください。 

 
 
 

2012/02/11 00:17

Commented by izaidttenani さん 

花うさぎ様，ご子息様 

 
今日は，紀元節です。花うさぎさんのご自宅の日の丸の旗，とてもきれいで

す。 

 
おもわずこのブログに参りました。 

 
ありがとうございました。  

 

2012/02/11 00:58

Commented by heartail さん 

可愛いお孫さんを前に優しく微笑んでおられる花うさぎさん。 
お会いしたいです。お話ししたいです。 
今頃どこで何を思っておられるでしょう？ 

もうすぐ四十九日ですね。  

 

2012/02/11 04:26Commented by sakurara2 さん 

おはようございます。 

 
コメントをしようとコチラに訪れたら写真が変わっていてビックリしました。 
しかも、今日の花うさぎさんTwitter予約投稿（５時）は、建国記念日特集という事で下記

投稿３連発を予定していました。 
ピッタリの写真でとっても感動しています。本当にありがとうございます。 
写真もtwitterで流させて頂きますね。 
 
花うさぎの『世界は腹黒い』@hanausagifan 
http://twitter.com/#!/hanausagifan 
祝！建国記念日☆本日は国旗を掲揚しましょう！花うさぎさん建国記念日特集①②③  
①2009年「盛大に建国記念の日・中央式典」http://bit.ly/wvN7NB  
私共も闘って闘って、何とか「日本が良くなるように全力をつくす事を誓います」中川財務

大臣が決意 

 
＊2009年2月11日は中川さんもご存命だったのですね。 
 きっと花うさぎさんは中川さんともいろいろなお話をされますね。 
 日本の事、私たちの事を見守って頂けたらと思います。 

 
ところで何度かTBを試みたのですが、出来ませんでしたのでコチラに貼らせて下さい（＾

＾。  

 
まだTwitterを始めてらっしゃらない「愛国者・憂国者」さんへTwitterへのお誘いです。 
これからの選挙にも向け、愛国議員へのフォローに回ったり、情報拡散のために始めて

はいかがでしょう？と思いました。花うさぎさんのフォローもして頂けましたら嬉しいです。

どうぞよろしくお願い致します。 

 
☆愛国者・憂国者さんへTwitterのお勧め☆ 
http://ameblo.jp/sakurara-f/entry-11151862825.html 

 

2012/02/11 04:28Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 
花うさぎさんの四十九日はもしかしたら2月14日のバレンタイン？と思っていたら、当日を

入れるそうなので２月13日でしょうか？ 
余り関係ありそうでなさそうで…、その近辺に何人かの女性からチョコが届くかもしれませ

ん（＾＾。 
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お母様に「同士から」とお伝え頂けますと、とっても助かります（＾＾。 
チョコもお孫さんたちで食べて頂けるといいかなぁと思いました。 
どうぞよろしくお願い致します。 

 
PS. 先頭のランキングボタンが、写真貼り替えでリンク切れになったみたいです。 
お時間がある時に、コピーし直して頂けましたら幸いです。 
ご子息様の重ね重ねのお気遣いに深く感謝いたしております。 
本当にありがとうございます。 

 

2012/02/11 11:13

Commented by ぽちちゃ～ん さん 

花うさぎ様，ご子息様 

 
更新、ありがとうございます。 

お父様が逝かれて、そろそろ四十九日を迎えようとしているのですね。 

 
本日は建国記念の日、日の丸が映えていますね。 

 
我が家でも、起床後まもなく日の丸を掲揚いたしました。 
祝日には、必ず国旗掲揚を欠かしません。近隣では当家のみかも。 
１０年前は、まだ２～３軒のお宅で掲揚を見ることが出来ましたが、 
それも高齢者だけの世帯でしたので。 

 
日の丸、君が代、国家に敬意を払うべきです。義務化している国もあるほどですから。 

 
話が逸れますが、公務員（教職員）こそ、そうあるべきです。ルールに従わない！ルール

を示すことが出来ない！そんな連中に子供達に指導は出来ません。 
彼らの思想信条は別として。公と私の混同も甚だしいです。そんな奴ら（非国民）が国民

の税金で生活していることが腹立たしいです。  

 

2012/02/11 11:32Commented by izatom55 さん 

ご家族の皆様、ご子息様、 
新しい写真ありがとうございます。 後の写真思わず微笑んでしまいました。 
きっと天上から、厳しい中にも微笑みながら私たちを見守って下さっていると思います。 
私のＰＣの中では、いつもお気に入りにもフィードにも「花うさぎの世界は腹黒い」は残って

います。いつも力を与えていただいていると思っています。 
デモのお知らせを掲載しながら、「国旗以外の旗は禁止します」が悲しいです。 
何で旭日旗やＺ旗が駄目なのでしょうか？今は「国難」戦争状態と同じである時に、私に

もわかりません。 
１９日にゆうさん主催のデモがあります。堂々と戦いの旗が掲げられます。 
花うさぎさんが駆けつけてくださるような気もします。 
戦いはこれからです。頑張ります！（猫多摩）  

 

2012/02/11 11:37Commented by ririann48 さん 

更新ありがとうございます。 
ご自宅前ほほえましいお写真の、美しい日の丸に目から涙が…。   

2012/02/11 13:40Commented by tom-h さん 

お父様が亡くなられたことは去年一番ショックだった出来事のひとつでした。  

 

2012/02/11 15:24Commented by しばりょう さん 

ありがとうございます。 

 
私にも、孫ができたことを、報告しますと。 

 
「本当に孫ちゃん、可愛いですよ」と花うさぎ様が、おっしゃられた、いい写真ですね。 
国旗がうつくしいです。  

 

2012/02/11 21:59Commented by 09079216 さん 

花うさぎさんのブログは毎朝の楽しみでした。 
お人柄を感じさせる文章が好きでした。 
日の浅い読者でしたが日の丸とＺ旗の美しさを教えていただきました。 
感謝しています。 
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お父様のいい写真のアップありがとうございます。 

 

2012/02/12 00:28Commented by pochimaru さん 

花うさぎ様ご子息様 

 
お忙しい中ブログ更新のお気遣いを頂き、ありがとうございます。 

 
sakuraraさんも仰るように、もう週明けの13日が御尊父様の満中陰、月日の流れの早

さが、このところの寒さ以上に身に沁みて参ります。 

 
新しい写真を拝見して、我が家でも亡父が国旗を自宅に掲げていた頃を思い出し、何か

懐かしく感じてしまいました。 
写真のお孫さんをご覧になる花うさぎさんのお顔、お人柄がよく表れていますね。 

 
微力ですが、花うさぎさんの「御志」のごく一部でも担うことが出来ればと存じます。 

 

 

2012/02/12 00:47Commented by matacyann さん 

ご子息様 
お父様のお写真のアップありがとうございます。 
時々お願いします。 
花ふさぎさんは私達の中で生きています。 

 

2012/02/12 01:41Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 
こんばんは。早速のリンク修正ありがとうございます。 
ランキングがまたＵＰしています↑ 
ところで、先ほど花うさぎさんの「凛として愛」関連エントリーを探していましたら、下記エン

トリーを発見しました。 

 
感動です「永遠のゼロ」 （2009/10/31） 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1298209/ 
「親爺、これ見た方がいい、感動ものだ」と息子からポンと渡された本がこの「永遠の０（ゼ

ロ）」（百田尚樹著、講談社文庫）。 
著者のデビュー作で2006年8月に出版され、2009年7月にこの文庫本が発売されたと

あります。 

 
文庫本とはいえ600頁もありますから「長編」なのですが、面白くて一気に二日間で読破

してしまいました。 

 
・・・・・・・・・・・ 

 
なんかぶっきらぼうな感じが逆に微笑ましく…、きっとご子息様やご家族の方も、もっとも

っとたくさん花うさぎさんとお話ししたい事があったんだろうなぁと思ったりしました。 

 
私はまだ『永遠の０（ゼロ）』を読んでいなくて、検索したらこういう↓動画もありましたので

お知らせしますね。 

 
映画『永遠の０（ゼロ）』オリジナル予告編  
(注：映像化を願って、勝手に作成した現段階で存在しない映画の予告編です) 
http://www.youtube.com/watch?v=zi5nO8JuoZQ 
 
ご子息様が一緒にこのブログを守って下さる事をとても嬉しく思います。 
ありがとうございます。 

 

 

2012/02/12 08:57Commented by dqmaster さん 

更新ありがとうございます。 
毎日訪れてクリックしています。 
昨日は日の丸を揚げました。  
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2012/02/12 13:55Commented by iza0032 さん 

ご子息様、ありがとうございます。 

 
素敵なお写真ですね。 

 
合掌  

 

2012/02/12 14:10Commented by zeppekikun さん 

御子息様 

 
 本日は、花うさぎさんの写真を上げてくださり、まことにありがとうございます。ここにくれ

ば、あの優しい花うさぎさんがずっと待っていて下さるような気がして毎日訪れていまし

た。 

 
 花うさぎさんの後姿や、穏やかな、普段のお顔を拝見させて頂き、嬉しくてそして、涙が

あふれ出てきます。 

 
 本当の事を見ていた方、これ以上ないくらいの優しい方です。 
 日本人の 高の姿を花うさぎさんが、私たちに現してくださった。 

 
 感謝しても感謝しても、足りません。 

 
御子息様、ありがとうございました。  

 

2012/02/12 16:11Commented by yamagiwa さん 

自宅でくつろぐ花うさぎさん、本当に格好いい。人間の幸福を凝縮したような光景ですね。

昨日は「埼玉建国祭」に行ってきました。台湾フォーラムの永山さんのお導きですが、「埼

玉の花うさぎさん」がいっぱい集まっていましたよ。「雲にそびゆる高千穂の～」の紀元節

の歌も一生懸命歌いました。（山際澄夫）  

 

2012/02/12 21:08Commented by すずめめだか さん 

御子息様 

 
写真の更新ありがとうございます。 

 
民主党政権下で行われる売国と日本崩壊政策が出てくるたびに花うさぎさんの力が欲し

いとできないことと知っていながら考えてしまいます。 

 
花うさぎさんが普通のやんわりとしたおじいちゃんの姿をなさっているのは 
これも戦いを終えあちらにいらっしゃるからそのように感じてしまうのかもしれません。 

 
花うさぎさんミンス倒閣へ頑張りますよ。  

 

2012/02/13 10:04Commented by nokotan さん 

おはようございます 

 
いい写真ですね。じわじわと順位が上ってきています。どれ程たくさんの人から愛されて

いたかがわかります。  

 

2012/02/14 13:29Commented by 国民の声 さん 

ご子息様 
良い写真を有難う御座います。 
ご自宅前での笑顔の写真を拝見していますと、懐かしくて涙が出てきました。 
お忙しいでしょうが、このブログをできるだけ続けて頂きたいと切望します。  

 

2012/02/14 23:14Commented by autosuture77 さん 

izaidttenani さん  
紀元節に日の丸…本当に美しいですよね。 
住宅に国旗を掲げる人が一人でも増えてほしいと父は生前言っておりました。 

 
heartail さん  
四十九日が過ぎ2月11日(土)建国記念日に納骨を済ませて参りました。 
父への思いをいろいろ聞かせていただくたびに父の人柄を思い出します。 
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本当にありがとうございます。 

 
sakurara2 さん  
本当にいろいろとお世話になり感謝の言葉もありません。 
建国念日には国旗を掲げました。喪中なので躊躇しましたが父がいれば間違いなく庭に

国旗を掲げたであろうと思いましたので… 
ちなみにチョコは私の2歳の愛娘(写真中央)の大・大・大好物なのでいつまで父に備えら

れるかわかりません…(^_^.)  

2012/02/14 23:31

Commented by autosuture77 さん 

ぽちちゃ～ん様 
私には記憶のどこにも住宅に国旗を掲げている風景がないのです。 
国旗を掲げるという家がある種思想家のような特別な目で見られてしまうのか

なと感じることがありました。 
みんながみんな揚げるとまではいいませんが普通に国が好きな人が当たり前のように国

旗を掲げる。そんな時代になればいいと思います。 

 
izatom55 様  
国旗以外は禁止ですか… そういうものなんですかね。 
私は本当に今まで何も知らなかったんだなと感じています。 
19日のデモ、遠方の為何もできない自分ですが心から応援しております。 
 
ririann48 様 
写真をお褒めいただきありがとうございます。 
国旗があるだけで微笑ましくかつなにか芯のある風景になっている気がして掲載させてい

ただきました。 

 

2012/02/14 23:41

Commented by autosuture77 さん 

tom-h 様 
そういっていただけると父も本当に充実した日々を送っていたんだと感じられ

ます。ありがとうございます。 

 
しばりょう 様 
お孫さんがいらっしゃるんですね。  
孫と接しているときの父はいつも笑顔で連れてきてよかったと感じていました。お孫さん、

本当に可愛いんでしょうね。 

 
09079216 様  
日の丸とＺ旗の美しさは私もこのブログで教えられました。 

 
pochimaru 様  
本当に月日が経つのは早いものです。 
あまり頻繁にはコメントできませんが、少しづつ皆様にお礼をしたいと思います。 

 

 

2012/02/14 23:59Commented by autosuture77 さん 

matacyann 様  
すこしづつですが、時々なにかありましたら報告したいと思います。 
そういっていただけますと父は本当に幸せだったと思うことができ救われます。 

 
sakurara2 様 
「永遠の０」をブログにｴﾝﾄﾘしてたんですね、懐かしいです。 
私が父にすすめたのですが、感想というか捉え方が深い…(汗) 
私とは全然違います…。 
あの小説は 初、戦争反対という教育を受けて育った孫たちが祖父宮部久三の足跡を

追うにしたがって、戦争で亡くなった人たちが如何に家族を、国を守るために命を懸けた

かを感じとり、英霊に敬意を示すようになる話です。 
一見するとリベラルな思想の小説なのですが読み終えると感慨深く、無関心な人たち何

かを感じ取るのにはいいなと感じています。 
真正保守の方からすると物足りないし変だと感じる部分もありますが、初心者向けかな

と… 

 
dqmaster 様 
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足をお運びいただきありがとうございます。 

 
iza0032 様  
そういっていただけますと幸いです。  

2012/02/15 00:13Commented by autosuture77 さん 

zeppekikun 様 
本当に感謝の言葉しか言えません。 
父は皆様と共有した時間は心の底から幸せだったんだと感じます。 

 
山際澄夫様 
山際様にはいつどのようにお礼をすべきか日々思い悩んでおりました。 
なにもできず今日に至ってしまい、本当に申し訳ありません。 

 
父のＰＣには山際様の講演の写真が山程入っておりました…。 
また、ツイッターの写真をお借りし事後の承諾となってしまったこと本当に申し訳ありませ

んでした。 
私も少しづつできることから始めようと思っております。 

 
すずめめだか様 
今年は石原新党、維新の会、解散の可能性もあり本当に激変の年となりそうです。 
父は常々、自民も民主もその他政党も一度ガラガラポンして真の保守政党と左翼政党に

分けての政界再編こそこの国を正しい方向に導く第一歩と言っておりました。  

 

2012/02/15 00:17Commented by autosuture77 さん 

nokotan 様 
写真をお褒めいただきありがとうございます。 
父の写真ってすくないんです。 
いつも父が家族を撮る側だったので… 

 
bunkyo-ku 様 
いつもありがとうございます。  
父のようにはいきませんができることをやってみようと思います。 

 

2012/02/16 08:41Commented by causal さん 

ご子息様 有難うございます。 
 Ｚ旗を手にＮＨＫをにらみつけているお写真も凛然たる気配が感じられ 
素晴らしいですが、国旗の下、天使の様なおさなごを慈愛に満ちた表情で見守る 
お姿もまた、良き音楽が静かに聞く者の心に浸み渡るような感動を覚えます。 

 
有難うございます。 

 
本日のランキング25位にまで上昇していました。  

 

2012/02/18 12:46Commented by sakurara2 さん 

明日、花うさぎさんも応援されていました「ゆうさん」主催のデモが浅草でありますので、告

知させて下さい。今回Ｚ旗、旭日旗もＯＫになっています。 
デモ隊の中に入るのが抵抗ある方は沿道からの応援でもとても心強いです。 
そのほか、ニコ生の視聴など、拡散・応援よろしくお願いいたします。 

 
http://yuh20112525.kagennotuki.com/ 
◆竹島は日本固有の領土 ◆日本国民が戦う東京下町デモ！！ 
韓国は即刻竹島から出て行けin浅草  
 
２０１２／０２／１９（日） 
【集合場所】浅草、金竜公園 東京都台東区西浅草３－２５ 
【集合時間】１３：３０   【出発】１４：００ 
【アクセス】 
●つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ浅草駅徒歩2分 ●地下鉄銀座線田原町・稲荷町徒歩5分 
●東武伊勢崎線浅草駅徒歩10分 ●都営浅草線浅草駅徒歩10分 
 
【前夜決起放送】開場：2012/02/18 18:57 開演：19:00～ 
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☆韓国は即刻竹島から出て行け☆浅草デモ!!決戦前夜決起放送 
（放送者：ゆう）http://com.nicovideo.jp/community/co1130407 
 
【生放送予定】開場：2012/02/19 12:57 開演：13:00～ 
【デモ行進】韓国は即刻竹島から出て行けin浅草 
（放送者：静和）http://com.nicovideo.jp/community/co1261189 
 

2012/02/20 08:19

Commented by deliciousicecoffee さん 

↑上の【2月19日 韓国は即刻竹島から出て行け 日本国民大規模デモin浅草】

の記事をTB（トラックバック）させて頂きます。   

2012/02/22 06:45

Commented by sakurara2 さん 

嬉しいニュースです。「Ｚ旗新聞」が創刊されました。 
とても素晴らしい記事で感動しました。 

 
花うさぎさん＆ご家族の方＆読者様もきっと感動＆喜ばれると思いましたので紹介させて

頂きます。 

 
発行情報はコチラから↓ 
Ｚ旗新聞社 http://twitter.com/#!/zshinbun 
 
創刊号です。 

http://mikosuma.s120.coreserver.jp/uploda/src/file789.pdf 
 
創刊者さんは昨年１２月に花うさぎさんブログを知ったばかりだそうです。 
拡散にご苦労されているようでしたので、代わりにコメントさせて頂きました。 
許可を頂いてコチラにページも作りました。 

 
Ｚ旗新聞コーナー 

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/zshinbun.html 
 
どうぞ「Ｚ旗新聞」拡散にご協力をよろしくお願い致しますm(_ _)m。 
 

 

2012/02/22 06:48Commented by sakurara2 さん 

残念な？ニュースです。 
今日と来週のアンカー、青山繁晴さんはインドネシア・フランス出張のため、２週続けてお

休みだそうです。ご連絡まで。 

 
いま成田空港にいます 

http://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/4e8d3e7022fce94940033b4531
68ff6b 

 

2012/02/22 08:10Commented by sakurara2 さん 

ＰＳ．本日のＴＶ欄を見ると、青山さんの変わりに宮崎哲弥氏ご出演だそうです。 

http://tv.yahoo.co.jp/program/52656446/ 
 
▽与党内もバラバラ…消費増税は 
▽野田政権のごまかし消費税のからくりとは、宮崎哲弥が鋭く迫る！ 
▽奈良で決まりじゃなかったの？リニアルートに京都が名乗り！ 

 

 

2012/02/24 08:12Commented by sakurara2 さん 

明日、国民大更新が２つありますのでお知らせします。 

 
「保守宣言 デモまとめ 逆襲の日本行くぞ！！」より 

http://ameblo.jp/hosyuyamato/ 
 
【頑張れ日本】 
２．１５野田民主党内閣打倒！中国のアジア侵略糾弾！反日メディア糾弾！ＴＰＰ阻止！

アジアに自由と平和を！人権侵害救済法案阻止！国民集会＆国民大行進 

http://www.ganbare-nippon.net/ 
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【告知動画】http://youtu.be/Lmlu6RoS_H0 
11時30分 開場 代々木公園野外音楽堂 
     （JR「原宿」・地下鉄「代々木公園」徒歩3分） 
12時00分 集会開会 
14時00分 隊列準備 
14時15分 デモ行進出発 
（NHK前抗議行動→ハチ公前→宮益坂→青山通→表参道→原宿→代々木公園けやき

並木） 
16時15分 解散 
 
 
【在特会東京支部】 
２．２５大田区の北朝鮮友好政策に断固抗議！国民大行進 

http://wp.me/pOg1o-hhv 
区議時代に金正日にパソコンを献上した区長以下、議員の大半が北朝鮮べったり。 
朝鮮学校へ補助金。公費で堂々と反日講座。 
大田区は北朝鮮友好政策を今すぐやめろ！ 
テロ国家北朝鮮友好政策の大田区長、大田区議会議員を許さないぞ！ 
良識ある国民は大田区に結集せよ！ 
【時間】14：15集合 14：30分出発  【集合場所】区立西蒲田公園 
東京都大田区西蒲田8丁目（JR蒲田駅西口より徒歩約7分） 
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M04010/13111/L0687810/ 
【生中継】ニコニコ生放送にて14：00分より中継予定 
http://live.nicovideo.jp/gate/lv82676859 
 
【ゲスト】犬伏秀一（大田区議） 
◆大田区区民の声課長vs犬伏秀一大田区議＜音声＞ 
http://www.youtube.com/watch?v=QZrSjTk4Oas 
 
◆犬伏節が冴えわたる！雨の秋葉原に！ 

http://youtu.be/W0_r01R3Wqc 

2012/02/25 08:35

Commented by sakurara2 さん 

上記、大田区での国民大行進、時間が変更になっていましたのでお知らせし

ます。 

 
注 集合・出発時間変更 
◆◇◆大田区の北朝鮮友好政策に断固抗議！ 国民大行進◇◆◇ 

http://www.zaitokukai.info/modules/piCal/index.php?smode=Daily&actio
n=View&event_id=0000000933&caldate=2012-2-24 
【日時】平成24年2月25日(土)14：45分集合 15：00分出発 16：00終了予定 
 
参考情報：いぬぶし秀一の激辛活動日誌より 
恐るべし大田区役所情報公開の詭弁ｂｙ区民の声課  

http://blog.goo.ne.jp/inuhide/d/20120202 
なお、大田区役所幹部は私を「危険人物」として、蒲田警察署に通報しようとしたらしい

が、危険なのは通報しようとした区幹部のほうである。 
何しろ、大学在学中にヘルメットをかぶり火炎瓶を投げていたのだから！それが今や権

力の中枢。やるな！おぬし 

 
後日Ａさんから、録音と画像が届いた。しかし、まったく録画、録音に気付かなかった。詭

弁役人には録音、録画が必要であると反省した。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
それから、ゆうさんが28日（火）に下記の通り街宣されるそうです。 
平日ですがご参加できる方はよろしくお願い致します。 
マイクが回ってくるかも知れませんので、言いたい事を紙に書いて行くといいかもしれませ

ん(^^。 
 
http://yuh20112525.kagennotuki.com/ 
12/02/28(火) ロート製薬本社前街宣＆渋谷ハチ公前街宣 
【集合場所】東京都港 海岸 番 号 製薬本社

 

2012/02/26 17:51
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2012/02/28 07:53Commented by sakurara2 さん 

上記告知の本日のロート製薬抗議街宣、新しい試みとして多摩川ボートさんとゆうさんの

小芝居？？が見れるかも知れません（＾＾。 
(タイムシフトが見れる方は昨日のゆうさん放送をご覧下さい。１時間後位) 
成功するか不発に終わるかも楽しみに、ご参加＆ニコ生視聴での応援をよろしくお願い

致します。 

 
生中継予定、以下コニュにティーをチェックして下さい。 
中道行動派さん：http://com.nicovideo.jp/community/co1435515 
ゆうさんコミュ：http://com.nicovideo.jp/community/co1130407 
 

 

2012/02/28 19:13Commented by yamagiwa さん 

皆さんこんにちは、 
２月２６日の夜、国会横の民主党本部前の座り込み抗議行動の応援に行ってきました。

前から、気になっていましたが、下のビデオを見ていてもたってもいられなかったのです。

集まっているのはネットを通じた集まった互いに名前も知らない青年男女で、１８時から２

３時ごろまで寒い吹きっさらしの中で民主党本部に向かって、「騙し取った政権を国民に

返せ。ただちに解散総選挙だ」「外国人ばかりにやさしいのはなぜ」など、思い思いに抗議

のコールをします。 
抗議は毎晩行われ、もう開始から毎日連続で４カ月を突破しています、おそらく政治家は

みんな知っているはずです。しかし駆けつけた国会議員は西田昌司一人だそうです。国

民にここまでさせて恥ずかしくないのでしょうか？当日は３０人ぐらいが集まっていました

が、私が直接知っている方は一人もいませんでした。 
ところが驚いたことに、彼らは「花うさぎさん」のことを皆知っていました。２回も３回も顔を

出しされていたそうです。このブログを知っている女性もいました。みんな好感のもてる明

るい方々ばかりです。近くの方は是非、激励に駆け付けてください。お願いします。 

 
山際澄夫 
追伸   
浦和の埼玉県庁の民主党前、また大阪の民主党前でも行われているようです。 

http://www.twitmunin.com/c/659447/%E3%80%902012-1-8%E3%80%
91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E6%9C%AC%E9%83%A
8%E5%89%8D%E5%BA%A7%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF-
%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%
E3%81%AE20%E5%88%86%E9%80%A3%E7%B6%9A%E6%8A%97%
E8%AD%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB/  

 

2012/03/01 08:17Commented by sakurara2 さん 

28日の多摩川ボートさんとゆうさんの漫談？の動画がＵＰされていますのでお知らせ致

します。 
花うさぎさんはきっと笑いながら、そして保守がここまでするようになった！と感動しながら

記事を書かれたのではないかと思ったりしました。 

 
【ロート】竹島問題抗議！in渋谷反日女優のCM起用を許さないぞ2【2/28】 
http://www.youtube.com/watch?v=W0r9x-sf0RA 
 
ところで、大阪でも憂国・愛国の国士が亡くなられたそうです(T-T)。 
日の丸を掲げた作本さん、Ｚ旗を掲げた花うさぎさん、お二人で私たちを見守り・応援して

下さい。ご冥福を心からお祈り致します。 

 
★重要なお知らせ。緊急の訃報です。関西の国士、作本晃一さん共に冥福をお祈り下さ

い 

http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/2117/ 
 
◆作本晃一さんのお葬儀について 作本さんの言葉「義を見てせざるは勇なきなり」 

http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/2126/ 
 
２月２３日 先立つ国士に言葉を贈る動画 チーム関西 

http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/2120/ 
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◆コンテナ崩れ運転席直撃 運転手死亡 大阪・南港 
2012.2.23 17:30 ［ｗｅｓｔナビ］ 
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120223/waf12022317
340023-n1.htm 
 

2012/03/06 07:10

Commented by izaidttenani さん 

 
花うさぎさん 

 
何かあるとこのブログに来て花うさぎさんに話しかけたくなります。 

 
さきほど ねずきちさんのブログに 忠犬ハチ公のエントリーがありました。その中で「忠」

の字が心の真ん中にあることから来ていることをあらためて教えてもらいました。 

 
そういえばいつから「忠」ということを私たちはいわなくなったのでしょうか。ハチ公がはく

製になっているそうですが，その説明文にはなんと「忠犬」の文字がはずされて単に秋田

犬ハチと書かれているとか・・・・。 

 
おかしいじゃありませんか。 

 
ちょっと前にみた動画で，一刻を争う救急車両の前面に，それを遮るかのように，多くの

人びとが知らない振りしてとおりすがっていくものがありました。 

 
愕然とした思いで，その動画を見ました。いったいいつからこれほどの酷い状態になって

しまったのでしょうか。 

 
花うさぎさん 天国からどうかよいアドバイスを授けてください。お願いいたします。 
   

 

2012/03/10 04:12Commented by zeppekikun さん 

花うさぎさん、 御子息様、 

 
  今日も悲しみの雨、小さな己を思い知らされ、なすすべもない、 
  けれど、前だけは向いていたい、 

 
  花うさぎさんのひさしをかりて、雨宿り。 
    

 

2012/03/10 17:02Commented by 古東正舟 さん 

花うさぎさん 

 
西村幸祐さんが、私のツイートをRTして下さいました。 
 
そのツイートを下に転載します。 

 
 
【拡散を！】 日本の漁船転覆 韓国人船長を逮捕 
amba.to/z34JGP #害サヨ #犬HK は、なぜ重大な事故を 
山口放送局だけで報道するんだ？全国報道しろ！ 
犬HKは、 #イカサマ韓流ブーム を仕掛けた罪をまだ 
反省していないのか！ネットで拡散するしかないです。 

 
 
↑ 
花うさぎさんが、絶大な信頼を寄せておられた 
西村幸祐さんがRTして下さったので、重要な情報だ 
と確信できました。  

 

2012/03/11 00:37Commented by autosuture77 さん 

本日、東日本大震災から一年が過ぎ 
父の過去ｴﾝﾄﾘをコメントとして投稿いたします。 
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以下転載 

 
緊急！是非、お願いします！ 

 
山際澄夫氏が支援物資の協力依頼 

 
まず、こちらのエントリーを読んで下さい。 

 
http://www.geocities.jp/s_yamagiwa2003/ 
 
こうした過酷な運命にある避難民に少しでも人間らしい生活をしてもらいたい。そう思っ

て、団体や政府を通すのではなく私が現地訪問を通じて知りあった避難民に直接、物資

を送ることを考えつきました。  
 これを読んでいただいた皆さんも宅急便で被災者に少しでも物資を送りませんか？ も

し、賛同していただけるようでしたら何をどれぐらい送れるかについて私宛にメール（s_ya
magiwa2003@yahoo.co.jp）をください。避難民個人の住所（避難所）と氏名、携帯番

号をお教えしますので、ヤマト運輸の宅急便でそこに直接配送してください。 

 
物資はいくらあっても足りません。 夜、避難所の外で、たき火を囲んで４、５人の避難民

の方と、地震の恐怖や故郷への思いなどさまざまなことを語りあいました。 

 
 
 言いたいことはたくさんあるはずなのに誰も政府や行政に文句をいうでもなく、東北人の

純朴さと忍耐強さがひしひしと伝わってきました。車の走る音も街の雑音もネオンのあか

りもなく、空は満点の星でした。  
段ボール一箱で結構です。 

 
 不足しているのは以下のようなものです。 
☆女性用の下着（新品）、各種衛生用品、リップクリーム、化粧品（なぜか女性のものは少

ない） 
☆たばこ、お酒（みんなストレスがたまっています。嗜好品は大歓迎されます） 
☆野菜（大根、人参、ジャガイモ、キャベツ） 
☆レトルト食品（カレーなど、缶づめ）  
☆本（避難民だって本を読みたい） 

 
転載ここまで 

 
 
こちらのブログに来訪いただいている皆さんには当たり前のことであまり意味がないこと

かとも思いましたが、もし一年とういう節目に改めてなにかをできると感じ取っていただけ

る方が一人でもいればと思いコメントさせていただきます。 

 
一年が経過した今でもまだまだ被災地への支援が十分とは思えません(どっかの政権与

党のせいで…)。 
 
上記の山際様の活動は今も続いています。 

2012/03/11 01:23Commented by monesperance さん 

日本の現状にいても絶ってもいられない想いで街宣やﾃﾞﾓに参加してきた人が事故やな

にかで突然命を失っている例が心なしか頻繁に起こっているような気がします。ただの偶

然でしょうが不吉な思いが心をよぎるのも事実です。 

 
日本の侵略を企む中韓露の動きに鈍感でいられる大多数の日本人が腹立たしく怒りを禁

じ得ません。花うさぎさんだったらどんな記事を書かれただろうかと思いめぐらしながら道

半ばで私たちの前からあまりにも突然に去ってしまった花うさぎさんに会いたくて毎日ここ

を訪れています。 

 
このﾌﾞﾛｸﾞの存続にお力添えくださっているご子息様とsakuraraさん、これからもよろしく

お願いします。 

 

 

2012/03/11 11:15Commented by shou さん 
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ご子息様、皆様こんにちは。 
大震災から一年が経ちました。 

 
季節は春が近いとはいえ、被災地で仮設住宅住いをされている方達は今でも

不便な思いを我慢しておられると思います。 

 
一日も早い復興を祈るとともに、小さなことでも助けになれる様にして行きたいと思いま

す。 
自分の身に置き換えて考えれば、そう考えずにはいられない。 

 
それは、拉致問題でも同じだと思います。 
日本人の助け合う心を守り伝えていきたいものです。  

 

2012/03/11 11:17Commented by tourokurad さん 

 
＞To autosuture77さん  
 
丁寧なご挨拶、有難う御座います。 
何よりも御悲しみは深いと推察致します。 

 
微力ながら、花うさぎさんの特集を組んでみました。 
御逝去なさって、ブログを自分で運営する事になり、 
ブログの書き方に四苦八苦する事、2ヵ月半。 
未だ道遠し。 
花うさぎさんの後を行く。 

 

 

2012/03/12 00:35Commented by yamagiwa さん 

御子息様 
私のブログまで紹介してくださいましてありがとうございます。 
ほんとうにささやかな被災地支援なのですが、支援者は当ブログからやってきてくれた方

が多かったのです。今すぐにでも何人もの名前を挙げることが出来ます。花うさぎさんの

お陰です。本日（３・１１）と言ってももう夜１２時を回りましたが、被災地はマスコミなども大

勢繰りこんで、お祭り騒ぎのところもあったようです。夜に入ってみんな泣いているんじゃ

ないかと思います。で、久しぶりに一人でいろんなことを考えて酒を飲んでいます。 
支援を通じて知り合った青森の方が詠んだ歌をご紹介します。花うさぎさんも聞いて下さ

いよ。 

 
たちあがる みちのくの魂耐へつつも山川海も涙ぬぐひて 

 
山際澄夫  

 

2012/03/14 08:06Commented by sakurara2 さん 

ご子息様、震災１年にあたり、改めて被災地の方への支援について考えるきっかけを与

えて下さってありがとうございます。 

 
花うさぎさんがすぐにご自分で送られた写真をＵＰされたのも覚えています。 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2233083/ 
＞私はこんな状態で発送しました。中にはビール１ケース 
＞タバコ２カートン、文庫本の小説15册を入れました。 
 
私も花うさぎさんのエントリーを見て、山際さんへメールをお送りし宅急便を送りました。 
それがきっかけで山際さんとも花うさぎさんを失った悲しみを共有できていると思っていま

す。 

 
ところで、西村幸祐さんも被災地支援をされていますのでご案内させて下さい。 

 
【震災復興】復興庁の無情、仮設住宅においしい水を！[桜H24/3/7]  
http://youtu.be/7ahHfP6x65c 
 
蓮井幹生（はすいみきお）さんのブログ 
仮設住宅のお水を美味しくしたい。 
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http://blog.mhasui.com/?eid=1100421 
一口1000円から 
お振込口座：七十七銀行石巻支店 普通預金 口座番号 9247289 
特定非営利活動法人DoTankみやぎ地域政策研究行動会議 理事 遠藤 学  
コンビニやネットバンキングのカタカナ表記の場合 
トクヒ.ドゥタンクミヤギチイキセイサク 
 
それから、花時計でも山際澄夫氏の呼び掛けに賛同して「南三陸のお母さんが今一番ほ

しいものを送ろう！」キャンペーンを続けています。 
ご賛同頂ける方はよろしくお願いいたします。 
今までの支援状況や詳細はコチラまで↓ 
http://www.hanadokei2010.com/hisaichi.php 

2012/03/14 08:13

Commented by sakurara2 さん 

続投すいません。ゆうさん情報です。 
４連続街宣を行う予定です。 
明日の渋谷では再び多摩川ボートさんとの漫談？コント？予定で、渋谷の若

者向けに新ネタも準備中だそうです。 
「全部の参加は大変だと思いますので、２３日にたくさん集まって頂けたら嬉しいです」と

の事でした。 
詳細はＨＰやニコ生コミュニティーをチェックしてみて下さい。 

 
公式HP http://yuh20112525.kagennotuki.com/ 
ニコ生 http://live.nicovideo.jp/watch/lv85177931 
CMに反日女優を起用したロート製薬に対する街宣決定！ 
３月１５日 渋谷ハチ公街宣 １５：００集合１６：００開始  
３月１８日 幕張街宣１２：００集合１３：００開始☆海浜幕張駅南口集合  
３月２０日 小売店街宣２０～３０店舗（一般参加者の募集は無し）  
３月２３日 ロート製薬支社前 １７：００集合１８：００開始  

 

2012/03/17 22:51Commented by sakurara2 さん 

【明日１８日、反メディアデモin那覇】が行われます。 
ニコ生放送は朝9:30から開演となっております。 
是非、ニコ生視聴＆コメント応援等よろしくお願い致します。 

 
公式HP：http://demookinawa.blogspot.com/ 
日時：平成２４年３月１８日 午前９時４５分集合 
場所：新都心公園 

 
【生放送】開場：2012/03/18 09:27 開演：09:30 ～ 
①沖縄・反メディアデモin那覇【うどん県民視点】（放送者：京極六万石） 
http://live.nicovideo.jp/gate/lv85115648 
尖閣事件、震災報道、フジTVの捏造、NHKの嘘。沖縄にあっては基地問題。 
捏造と偏重がはびこった日本のメディア。 
その報道姿勢を正すべく、沖縄で抗議の声を上げるデモです。 
コミュニティー：http://com.nicovideo.jp/community/co1060287 
（四国フジ抗議デモ主催者さん） 

 
②第１回 沖縄反メディアデモ in 那覇（放送者：生中） 
http://live.nicovideo.jp/gate/lv85100755 
コミュニティー：http://com.nicovideo.jp/community/co542434 
配信者の生中さんは４月から自衛隊の高校？へ、 後のニコ生出張配信だそうです。 

 
＊＊＊＊＊＊ 

 
明日は前コメントでも紹介しました、ゆうさん主催幕張街宣もあります。 
コチラもニコ生放送されますので、参加できない方は拡散＆応援コメント等をよろしくお願

い致します。 

 
【海浜幕張】CMに反日女優キムテヒを起用したロート製薬に対する街宣（放送者：静和） 
開場：2012/03/18 11:57  開演：12:00 ～ 
http://live.nicovideo.jp/gate/lv85602541 
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なお、ゆうさん街宣の前に、花王デモ主催によるチラシ配布・街宣もあります。 

 
花王デモ公式サイト：http://kaodoff.blog.fc2.com/blog-entry-156.html 
【時間】午前９時集合 ９時半～１２時頃配布（チラシがなくなり次第終了） 
【配布場所】ＪＲ京葉線 海浜幕張駅 南口タクシーロータリー 

2012/03/19 01:57Commented by sheltem さん 

ガレキの広域処理利権は 
田中派の紅白戦です。 

 
野田、検察、ガッキーのやる気のなさは異常です。 

 
小沢と創価が解散させない理由は簡単。 

 
それは小沢と創価が黒幕だからです。 

 
事実、野田のマズイ政策は 
すべて小沢の利権と結びついています。 

 
詳細はこちら↓ 
 
ht■tp://blog.livedoor.j■p/sheltem2/  

 

2012/03/19 22:06Commented by sakurara2 さん 

吉田昌郎さんは健在です【青山繁晴さんブログ】 
2012年03月18日 20時32分24秒 
http://bit.ly/xDaNlD 
 
「注目度の高い有名サイトをはじめ、ネットで『福島第１原発の吉田昌郎･前所長が亡くな

ったのに報道管制で隠されている』という情報がアップされている。事実かどうか答えて欲

しい」というＥメールや、この地味ブログへの書き込みが、相次いでいます。 
     （略） 
 そこで念のため、吉田昌郎さんご本人に直接、確認しました。 
 返ってきた吉田さんの言葉のうち、以下の部分だけを公開します。 
 なお、この言葉は、２０１２年３月１８日･日曜午後４時１２分に、吉田さんから発せられま

した。 

 
「吉田は何の問題もなく生きておりますのでご安心ください。 
 一昨日から同様の問い合わせが何件かありまして気づきましたが、何の目的でデマを

流すのか全くわかりません。」 

 

2012/03/20 09:26Commented by sakurara2 さん 

青山繁晴さんのトークイベント本日14時からですが、まだ席が埋まっていないそうです。

お時間がある方、どうぞよろしくお願い致します。 

 
◎http://bit.ly/GzGe8m（2012年03月18日） 
▽まず目前に迫った３月２０日火曜（祝日、春分の日、本来は春季皇霊祭）に、「救国 超

経済外交のススメ」（ＰＨＰ）発刊記念のトークイベントを開きます。 
 会場は、紀伊國屋書店（新宿）で、会費は１５００円だと聞いています（会費は独研に入

るわけではありません）。 
 電話で予約を受け付けているのですが、まだ席が埋まっていなくて編集者のＳさんから

心配するＥメールが来ました。 
 電話予約は、キノ・チケットカウンター03-3354-0141（受付時間10：00～18：30）。

定員は３００名ほどです。 

 
 ぼくの講演を１４時より１時間半おこないます。 
 サイン会は、会場の使用時間に限りがあるためできませんが、代わりに、事前に青山繁

晴がサインをした本を直売します。これは１００冊限定です。 

 
◎http://bit.ly/GzGiov（2012年02月29日） 
 そこでＳさんが大胆にやってのけたのが、イベント戦略でした。 
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 ３月２０日のイベント開催を、なんと勝手に、ぼくも独研も知らないうちに紀伊國屋書店と

交渉して決めてしまって、「センセイ！ みなさんがイベントを待っておられますよ、そのと

きに本がなくて、いいんですか」とぼくに迫ったのでありました。 

 
 ぼくは、ふだんは、こうしておのれの自由意志を制限されるのが大嫌いです。 
 ふつうなら、ぼくも独研も、これに大激怒して、話はおしまいです。 

 
 しかし今回に限っては、彼の、もうひとつの小さな行動があったために、ぼくは赦し、そし

て、『こりゃどうしても３月２０日までに本を出せるようにしないと』と、おのれをあらためて

スーパー・フル回転させたのでした。 

 
◎http://bit.ly/GzGqEy（2012年02月26日） 
 みなさん、３月２０日の春分の日（祝日）を空けておいていただけませんか？ 
 うわー、お願いします。 
 それを励みに、これから機内で頑張ります。 

2012/03/20 23:27

Commented by autosuture77 さん 

causal さん 
本日は春分の日ですね。 
本日も実家に戻り国旗を掲揚いたしました。 

 
sakurara2 さん  
青山繁晴さんの著書をサインまでいただきました。 
感謝の言葉もありません。 
子供に読ませる本、祖国を教える本ですね。すべての国民に読んでもらいたいと感じまし

た。そんな素晴らしい本をありがとうございました。 

 
また花時計さんでも被災地復興へ様々な呼びかけをしているのですね。 
私がそうなのですがなかなか時間がなくネットを見る時間が限られている人にとってデモ

や講演、その他情報できるだけ多くの様々な場所で発信していただけると本当に助かりま

す。 
今後もこちらのコメント欄を活用いただけますと嬉しく思います。 

 

 

2012/03/21 00:04Commented by autosuture77 さん 

deliciousicecoffee さん 
いつもブログを大変参考に拝見させていただいております。 

 
yamagiwa さん 
復興支援のご活動本当に尊敬いたします。 
父は口先だけの民主党よりよほど意味があるとコメントをしていましたが、 
それは震災から1年たった今でも変わりませんね。 
 
民主党本部前の座り込み抗議行動の情報ありがとうございました。 
恥ずかしながらこういう方々いるということ初めて知りました。 
そこに父が取材をしていた… 
なんとも言えない不思議な感慨深さです。 

 
izaidttenani さん  
父への哀悼のコメントをありがとうございます。 
無知な私には感謝の言葉しかありませんが父は日本人の忠に対して武士道と結んでｴﾝﾄ

ﾘしておりました。 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/886597/ 
 
お時間がありましたらご覧くださいませ。 

 
zeppekikun さん  
まさに今の私の想いと同じ素晴らしい歌ですね。 
日々悩み模索しながらも前を向いて生きていたいです。 

 

2012/03/21 00:21Commented by autosuture77 さん 

古東正舟 さん  
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貴重な情報をありがとうございます。 
今後も情報などコメントくださいませ。 

 
monesperance さん  

コメントありがとうございます。 
父の過去ｴﾝﾄﾘや資料などを見て勉強しておりますが、なんせ数が多いです。 
限られた時間の中で様々な疑問に、父から意見を聞きたいと感じることがありますが、そ

れもかなわないです。 
ですが、父は懐が深い人でした。 
ですので私が現在の政権、日本、日本人に対して怒りを覚えイライラしても父は淡々と真

実の情報を収集し記事を書き上げ、行動をしたのです。 
以前国籍改正法についてまだ父が認識していない時に私が国籍改正法は危険だとアラ

ートをした際、即座に 
以下のエントリし、さらの各種抗議などをし具体的内容で迅速に行動したのです。 
正直、圧倒されました。 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/day/20081113/ 
 
shou さん  
本当に被災地の方には一刻も早く充実した支援をしてほしいものです。 

 

2012/03/21 00:27

Commented by autosuture77 さん 

tourokurad さん  
父の特集を組んでくださり誠にありがとうございます。 
ブログを拝見させていただきましたが本格的な素晴らしい内容ですね。 

少しづつ楽しみにじっくり拝見させていただきますので、更新頑張ってください。 

 
sheltem さん  
貴重な情報ありがとうございます。 
小沢利権とがれき利権がリンクしていたとは… 
やはり情報は力だと感じます。 
ネットの力を信じております。 

 
 
 

 

2012/03/21 07:51Commented by sakurara2 さん 

ご子息様コメントありがとうございます。 
お言葉に甘えまして（＾＾。 
3月23日（金）「頑張れ日本！全国行動委員会 設立二周年＜日本一心・救国＞野田民

主党内閣打倒！国民総決起集会＆国民大行動」が行われます。 
登壇予定に、平沼赳夫議員や、稲田朋美議員、中山恭子議員、宇都隆史議員、一色正

春さんのお名前もあります。 
平日ですがお時間のある方はご参加をよろしくお願い致します。 

 
http://www.ganbare-nippon.net/news/diary.cgi?no=42 
内容 
13：00 集会開会（日比谷公園・野外音楽堂） 
16：00 デモ行進出発～銀座経由～常盤橋公園まで。 
生放送はコチラ⇒http://ch.nicovideo.jp/lives/ch132 
 
花うさぎさんの「頑張れ日本！」結成大会、設立一周年のエントリーです。 

 
2010.2.2「頑張れ日本！全国行動委員会」結成大会（2010/02/03） 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1443297/ 
 
2010.2.2「保守の大同団結」促す決議文！（2010/02/04） 
「日本を護る」ために戦うのは私たち「草の根」、草莽堀起せよ！ 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1444767/ 
 
2011.1.30「頑張れ日本！」設立一周年！国民大行進＆国民決起集会（2011/01/3
0） 
大きな成果あげた「頑張れ日本」一年間の活動 
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有楽町デモに約1500人が参加！ 争点を尖閣に絞り、打倒菅内閣を 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2133023/ 
 
Twitterでも呟きましたので、twitterをされている方はフォロー＆RTして頂けますと幸い

です。 

https://twitter.com/#!/hanausagifan 

2012/03/21 08:05Commented by sakurara2 さん 

青山繁晴さん新刊「救国 超経済外交のススメ」より 

(P20) 
救国とは何だろう。それは、求国である。 
われら今、誰もが日本を救いたいと願っている。救われるのではない。救うのだ。 
それは、もはや右でも左でもなく、まっすぐ真ん中から、祖国らしい祖国を求めるということ

である。すべての国民が共に踏みしめることのできる土台としての日本を求めることだ。 

 
(P354） 
この書の冒頭に記したとおり、救国は、キュウコクという音でつながる求国である。 
求めましょう、わたしたちは、祖国を。 

 
＊＊＊＊＊＊ 

 
（全文紹介したいのですが一部抜粋致します。是非、下記エントリーから全文を読んでみ

て下さい） 
その細き一筋の道が消える危機 

http://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/6abfb7823df93678840676e367d
f72ec 
▼「ぼくらの祖国」は世に出てしばらくの間は、驚くほど多くのかたに読まれました。 
 そして現在は、やや潮が引いたようになっている印象です。 

 
 書き手のぼくがいちばん懸念していたのは、実はこれでした。 
 なぜか。 
 祖国の行方をみずから心配し、その根っこは何なのかを、これまでの教育やマスメディ

アのつくりだした常識に囚われずに、みずから考えていこうとする日本国民が、世代を超

えて、増えています。 
 これは凄いことです。明らかに、日本の新しい希望です。 

 
 ただ、日本社会全体からすれば、まだまだ絶対の少数派です。 
 わたしたちの祖国について「敗戦後の日本のままにしておけ。その方が都合がいい。そ

の方が儲かる」という国内外の不当な力を打ち破るには、現状ではまったく足りない少数

派です。 
（略） 

 

2012/03/21 08:08Commented by sakurara2 さん 

▼そこで、すでに「ぼくらの祖国」を手に取られたみなさんに、お願いがあります。 
 口コミやネットを活かして、できれば語っていただけないでしょうか。 
 そこに何が書かれ、みなさんが何を感じられたか。 
 それだけでいいのです。 
 みなさんの感じられたことを、そのまま、語っていただくだけで、いいです。褒めてくださ

い、というのでは、ゆめ、ありませぬ。 
 ありのままに語っていただければ、それを聞いた１００人のうち、ひとりぐらいは「自分

も、その本をぱらぱらめくって、何か引っかかるところがあれば考えてみようか」と思うひと

が出てくると信じます。 
（略） 

 
 あるいは逆に、まずこの「救国 超経済外交のススメ」で、ひとつひとつのニュースへの、

これまでとは違う見方を見ていただいて、それから「ぼくらの祖国」によって、『ではその根

っこは何なのか』を考えていただくことも、深く願います。 

 
「ぼくらの祖国」は、本が出た当初にたくさん問い合わせがあったのに、なかなか刷っても

らえなくて、本が書店に出回らず、たいへんに辛い思いをしました。 

 
「救国 超経済外交のススメ」は、その体験を踏まえて、ＰＨＰの編集者のＳさんが事前に
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良心的に奮闘してくれて、かなり刷られているはずです。 
 彼の志が裏目に出ないためにも、順調に滑り出すように祈る心境ですが、「ぼくらの祖

国」とは対照的に、こちらは出だしから苦しんでいるような印象もあります。 
  

2012/03/21 08:14Commented by sakurara2 さん 

すいません、一周年の日付が間違っていました。 

 
2011.1.30「頑張れ日本！」設立一周年！国民大行進＆国民決起集会 
 ↓↓↓ 
2011.1.29 
 
「頑張れ日本！」デモ行進の後に、余力があります方は浜松町のゆうさん街宣も覗いて見

て下さい＾＾。よろしくお願い致します。 
公式HP http://yuh20112525.kagennotuki.com/ 
ニコ生 http://live.nicovideo.jp/watch/lv85177931 
３月２３日 ロート製薬支社前（浜松町駅）１７：００集合１８：００開始  

 

 

2012/03/26 22:33Commented by deliciousicecoffee さん 

＞deliciousicecoffee さん 
＞いつもブログを大変参考に拝見させていただいております。 

 
ありがとうございます。 
４月９日発売の「歴史通」５月号には、私も参加した座談会の模様が掲載される予定で

す。 
座談会では、皆が花うさぎさんのことを語っていたので、その時の話も掲載されると思い

ます。 

 

 

2012/03/30 13:40Commented by 古東正舟 さん 

To エーリヒ・ハルトマンさん 
 
１年４ヶ月前の花うさぎさんの 

 
『【祖国再興 救国内閣 閣僚名簿】（案）』 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1898009/ 
より転載します。 

 
財務大臣：山田宏＊ 与謝野馨 三橋貴明 麻生太郎 

 
↑ 
与謝野馨には、私たちは、騙されましたね。 

 
振り返ってみますと青山繁晴が、与謝野馨の事を 
論評する時に、皮肉を込めていた意味がよく判りました。 

 

 

2012/04/01 13:04Commented by sakurara2 さん 

【Ｚ旗新聞・号外４月１日号】 
野田総理辞意表明○○。 
超短命８ヶ月２０日○○ 
売国の志半ばに倒閣○○ 

 
○○は実物を是非お読み下さい↓ 
http://mikoup.ebb.jp/src/file803.pdf 
 
Ｚ旗新聞バックナンバーはコチラです↓ 
http://zshinbun.web.fc2.com/backnumber.html 
 
花うさぎさん宅にも全号送付させて頂きました。 
透明な袋で送付致しましたので、奥様が驚かれたかもしれません（＾＾。 
ご子息様フォローをよろしくお願い致しますm(_ _)m。 
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2012/04/01 20:47Commented by autosuture77 さん 

sakurara2 さん  
 
青山先生の情報感謝いたします。 

 
以下青山氏ブログより抜粋 
「ぼくらの祖国」が、こうした少数派のかたがたに読まれることも、思わず眼を閉じて天に

感謝を捧げるほどに、素晴らしいことです。 
 しかし、そこにとどまれば、「ぼくらの祖国」が本来はわずかでも果たさねばならない務め

は、果たすことができません。 

 
 このぼく自身も受けてきた敗戦後教育、たった今も、幼い子から大学院生に至るまで続

いている敗戦後教育、いまだそのなかに居て、たとえば、『日本は戦争に負けたんだか

ら、同胞（はらから）を北朝鮮ごときにやすやすと拉致されても、取り返すために実力部隊

を出したりしてはいけないんだ』と、ほとんど無意識に思い込んでいる、ぼくらと同じ国民

のかたがたにも読んでいただけるかどうか、それが、たいせつです。 

 
 しかしいまだ、そうしたかたがたには、ほとんど読まれていません。 
 これが、ありのままの現実です。 
 このままでは、細きに細い道ではあっても、わずかに引かれた一筋の道が消えてしまい

ます。 

 
抜粋ここまで 

 
 
素晴らしい本ですね。心から感動しました。 
著者の祖国への想いと真実の歴史、情報がわかりやすく解説されています。 
特に 後のメタンハイドレードの真実の部分はおそらくほとんどの一般人は知らないだろ

うなと感じます。 
何もできない自分ですがまずはこの本を広めてみようと感じます。 
多くのネットユーザーがそうであって欲しいものです。 
行動しなければ何も変わりませんから。 

 
父なら即座にエントリーしただろう、どんな記事をｱｯﾌﾟしたのだろうとつい想いを馳せてし

まいます…。 

 

2012/04/01 21:00Commented by autosuture77 さん 

deliciousicecoffee さん  
 
座談会で話をしていただいたのですね。感謝申し上げます。 
「歴史通」５月号、楽しみに拝見させていただきます。 
willの別冊ですね。 
以前でしたら実家に帰省すれば父が勝手に購読されていたのですが、さてどうやって入

手しようかと考えてしまいます…（＾＾；） 

 
 
 
 
 
 
 

 

2012/04/01 21:15Commented by autosuture77 さん 

古東正舟 さん  

 
＞与謝野馨には、私たちは、騙されましたね。 

 
与謝野氏については私もよく父に意見を聞きました。 
立場、理念がよくわかりませんでしたので… 
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彼は財政再建論者で主義、主張はないに等しい。 
だから保守としての動きを期待する類の政治家ではないけど、財務の経験知識は本物

で、ああいう専門家はいてもいいと思う。 

 
こういうスタンスだったと思います。 

 
なんにせよ立ち上がれ日本から民主党への動きはいくらなんでも節操がなさすぎですよ

ね…。 

 
 

2012/04/01 21:25

Commented by autosuture77 さん 

sakurara2 さん  
 
Ｚ旗新聞、送付いただいたそうでありがとうございます。 

 
この新聞、見出しがかっこいいんですよね。 
内容も民主党への皮肉たっぷりでわかりやすく面白い。 

 
色々な形でいろいろな方が行動をしています。 
これしかこの国を救う道はないと思います。 

 
 
 
 
 

 

2012/04/03 13:27Commented by 古東正舟 さん 

To autosuture77さん  
> 古東正舟 さん  
> 
>＞与謝野馨には、私たちは、騙されましたね。 
> 
>与謝野氏については私もよく父に意見を聞きました。 
>立場、理念がよくわかりませんでしたので… 
> 
>彼は財政再建論者で主義、主張はないに等しい。 
>だから保守としての動きを期待する類の政治家ではないけど、財務の経験知識は本物

で、ああいう専門家はいてもいいと思う。 

> 
>こういうスタンスだったと思います。 
 
 
なるほど・・・。 

 
凄い鋭さですね。 

 
 
副総理 
（安全保障統括） 西田昌司 
国家公安委員会委員長  西田昌司 

 
↑ 
１年４ヶ月も前に、西田昌司議員をこのポストに 
候補されていたのも凄いと思います。 

 
その西田昌司議員が・・・ 

 
解散選挙の投票日は、 
５月２０日（日）と予想されています。 

 
【ソース】 
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http://ameblo.jp/nippon-no-hokori/entry-11155858495.html 
 
いよいよ、民主党を消滅させる時が来ました。  

2012/04/03 13:37Commented by 古東正舟 さん 

連続投稿、恐れ入ります。 

 
傑作なブログです。 

 
↓ 
 
三原じゅん子の 
『枝野大臣がキレた！』 

http://ameblo.jp/juncomihara/entry-11211031719.html 
 
予算委員会でのこと 

 
 
枝野大臣がキレた！ 

 
 
もともと、質問者の岩城議員は枝野大臣の出席を求めていなかったのに、指名した首相

ではなく枝野大臣が答弁したことに抗議をしたら「だったら出て行っていいのか！！」とぶ

ち切れた。 

 
 
 
委員会は当然中断。 

 
 
 
 
大臣がキレちゃ駄目でしょ。 

 
 
以上、 
三原じゅん子の 
『枝野大臣がキレた！』 
より転載しました。 

 
 
三原じゅん子は、喧嘩馴れしているので・・・ 

 
枝野をまるでガキ扱いwww 
 
傑作です！  

 

2012/04/07 10:46Commented by sakurara2 さん 

明日の「4.8ゆうさんデモ告知動画」に花うさぎさんが映っていました。 
１分10秒～23秒ぐらいです。画面左下に注目して下さい。 
いつもこうやって出発からゴールまで暖かい目で見守って下さっていました。 

 
【告知】韓国は竹島から即刻出て行けin新大久保～新宿【デモ行進】 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17412911 
【日時】平成24年4月8日(日) 
【集合時間】14:00 【開始時間】14:30 
【集合場所】新宿、大久保公園  

http://www.shinjuku.info/S52121.html 
＊日章旗、旭日旗、Z旗、プラカード大歓迎 
HP：http://yuh20112525.kagennotuki.com/  
 
生放送予定 
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京極ちゃんねる：http://com.nicovideo.jp/community/co1060287 
東京せいわ放送局：http://com.nicovideo.jp/community/co1261189 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
上記お二方は本日も下記生放送予定です。 

 
◎放送者：京極六万石 
第２８回『同期の桜を歌う会』【靖国神社】 
開場：2012/04/07 14:27  開演：14:30 ～ 
 
第28回 靖国神社の桜の花の下で「同期の桜」を歌う会  
http://eireinikotaerukai.com/sakura.html 
平成24年4月7日（土）14時45分開会（雨天決行） 
靖国神社内 大村益次郎銅像前特設ステージ  

 
◎放送者：静和 ← ゆうさんと２日連続デモ？？ 
【宮城県】フジテレビ・NHK・マスメディア偏向報道抗議周知デモin仙台 
開場：2012/04/07 12:57  開演：13:00 ～ 
 
http://sendaihosyudemo.blog.fc2.com/ 
4月7日13時30分錦町公園集合 
出発：14時00分   終了：肴町公園解散 
 
 

2012/04/07 10:51Commented by sakurara2 さん 

＊「同期の桜を歌う会」は昨年は震災の影響で中止でしたが、一昨年の模様は花うさぎさ

んが報告されています。 

 
靖國神社の桜の花の下で同期の桜を歌う会（2010/04/04） 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1533128 
九段の桜は満開、花見もピークに 
「暁に祈る」から「同期の桜」まで、１８曲を二千人の参加者が熱唱！ 

 
桜が満開を迎えた靖國神社のスナップ集をお届けします。 
4月3日の土曜日は午前中は家内と花見で靖國神社と千鳥ヶ淵を、途中で仕事をはさん

で、午後二時から再び靖國神社で行われている「靖國神社の桜の花の下で同期の桜を

歌う会」に、終わって今度は鎌倉で行われた田母神講演会と、結構忙しい一日でした。 

 

 

2012/04/09 11:41Commented by no-minsu さん 

仙台でもフジテレビがらみのデモが行われましたが、 
デモ参加と合わせて被災地を見てきました。 

 
4月7日の石巻の様子です。 
http://no-minsu.at.webry.info/201204/article_3.html 
 
花うさぎさんにご報告をと思って、久しぶりにコメントいたします。 

 

2012/04/09 13:03Commented by エーリヒ・ハルトマン さん 

To 古東正舟さん、こんにちは。  
 
ご丁寧に☆ありがとうございますm(__)m。  
 
 
ところで、変わりなく☆お元気でしょうか☆？  

 

2012/04/09 17:27Commented by 古東正舟 さん 

To エーリヒ・ハルトマンさん  
>To 古東正舟さん、こんにちは。  
> 
>ご丁寧に☆ありがとうございますm(__)m。  
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> 
> 
>ところで、変わりなく☆お元気でしょうか☆？ 
 
はい。お陰様で元気に過ごしています。 

 
今、イザにブログをUPしました。 
http://kotoh.iza.ne.jp/blog/entry/2650585/ 
 
お時間が空かれた折にでも、ご笑覧ください。  

2012/04/10 08:21Commented by sakurara2 さん 

【歴史通】５月号《ブロガー座談会》 
花うさぎさん、ありがとう 
「オレたち、ワルいけど手ごわいよ！」 
大マスコミが無視するニュースをフォロー、チョンボと見るや即「電凸！」、抗議文…  
一騎当千の保守系ブロガーを侮るなかれ！ 

 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 
西村幸祐さんTwitterより https://twitter.com/#!/kohyu1952 
４月９日、花うさぎさんを偲ぶブロガー座談会が掲載された「歴史通」５月号が発売され

た。 
僕が司会をしています。花うさぎさんから、馬鹿なこと言いやがって、とお叱りを受けるか

もしれませんね。 

http://web-wac.co.jp/magazine/rekishi/201205_r 
 

 

2012/04/10 16:16Commented by kokeko さん 

(m_m)です！自分が 近死にそうで・・・花うさぎさんのブログ見ていませんでした！私

は、子供時代に門脈閉塞ですが・・・しんでるはずが生き残りました！ 
ご家族に功徳と新しい知恵がふりますように・・・★の金貨ふって！！ 

 
嫌いな親からでも学ぶことは多い！！げいごうは nasi !! 
私はカキコを花うさぎ腹黒いさんにした記憶がありますよ！！！ 
あの方は！！！若い方の思いを把握して生かして下さる方でした！ 
私たちは、彼のために・・・大人になろう！！！ 
子供と市民運動している全学連とか革マルとか・・・その他！！！ 
自分たちが・・・次世代の居場所をうばってきたよね！！！ 
自分たちだけの利益のために！！！多数で！亡き者にしたし！！！  

 

2012/04/11 08:02Commented by sakurara2 さん 

西村幸祐さん、テキサス親父さん東京講演会に友情出演だそうです！ 

 
【テキサス親父】重要！大阪・東京講演会＆ファンの集いに関するお知らせ 

http://staff.texas-daddy.com/?eid=294 
【東京講演会に関する一部予定変更についてのご連絡】 
東京講演会＆ファンへは、作家・評論家そして、チャンネル桜でも、レギュラー番組をお持

ちの真の愛国者として知られています 西村幸祐先生 が友情出演して下さる事になりま

した。 
西村幸祐先生とテキサス親父はご友人で、先生の監修する「ジャパニズム」等へテキサ

ス親父が寄稿したりする間柄でもあります。 
日本の愛国者と米国の愛国者の対談になると思いますので、今から楽しみです。 

 
◎大阪講演会＆ファンの集い 
平成24年4月15日 ＰＭ：2時～ＰＭ：4時 
大阪：財団法人 大阪国際交流センター 
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8－2－6 
 
◎東京講演会＆ファンの集い 
平成24年4月22日 ＰＭ：6時45分～ＰＭ：8時45分 
東京：牛込箪笥区民ホール 
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〒162-0833 新宿区箪笥町15番地 2012/04/12 08:03

Commented by sakurara2 さん 

【瀬戸さんブログより】 
ミサイル発射を祝賀に行ったバカ女 

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52848015.ht
ml 
 
明日よりミサイル発射抗議行動を開始します。 

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52847878.html 
北朝鮮による日本への戦争挑発行為を許さない！ 
＜朝鮮総連前において日本人怒りの抗議行動を開催＞ 
【日時】平成２４年４月１２日～４月１５日（日曜日）  
      １２日と１３日は少人数でも実施します。 
【時間および集合場所】午後１時 靖国神社第二鳥居のそばにある境内茶屋前 
朝鮮総連中央本部前に移動して抗議活動を行ないます。 
【その他】プラカード、日章旗など持参歓迎 各団体の旗なども持ち込み可です。 
【呼びかけ】せと弘幸ＢＬＯＧ『日本よ何処へ』主宰者  

 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 
【ぼやきくっくりさん】 
「アンカー」拉致を旧日本兵遺骨返還にすり替え！北の新たな仕掛け 

http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1174.html 
今日のお話はかなりショッキングです。 
…どうか 後までご覧下さい。お忙しい方は後半だけでも。 

 
＊動画はまだ見れます。お早めに！ 
北朝鮮のミサイル発射が目前！ 
機能不全に陥っている野田外交と拉致問題の行方を青山がズバリ！ 
キーワードは「喜ぶ北朝鮮」「むごい新事実」 絶対必見！ 

http://blogs.yahoo.co.jp/tankou_2008/36255098.html 
 

 

2012/04/13 14:13Commented by 古東正舟 さん 

青山繁晴が４月１１日に関西テレビのアンカーで 

 
「自衛隊の将校によると、 
『北朝鮮のミサイル発射は、政治ショーに過ぎない。 
日本にとって、軍事的な脅威に変化はありません』」 

 
と断定していました。 

 
以上、 
ぼやきくっくりさん 

http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1174.html 
の【文字起こし】より転載しました。 

 
私は、関西に住んでいますので生放送をリアルタイムで 
見ていました。 

 
青山繁晴の二ュース解説以外のマスコミは本当に 
マスゴミですね。 

 
日本国民が知りたい情報を伝えているのは 
青山繁晴だけです。 

 
花うさぎさんが、「毎週、水曜日の深夜にはネットで 
青山繁晴さんの解説の映像をチェックしています」 
と言っておられましたが・・・ 

 
さすが、青山繁晴です。 
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sakurara2 さんが 
「かなりショッキングです。 
…どうか 後までご覧下さい。お忙しい方は後半だけでも。」 
と勧められるのは、もっともです。 

 
野田豚の本性が如実に読み取れます。 

 
 
 
 
 
しかし・・・ 

 
１年４ヶ月前の花うさぎさんの 

 
『【祖国再興 救国内閣 閣僚名簿】（案）』 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1898009/ 
 
↑ 
読み返しましたが、青山繁晴の名前を挙げておられません。 

 
当時の花うさぎさんは、『青山繁晴の“ニュースDEズバリ”』 
をまだ視聴されていなかったのでしょうか？ 

 
政治家よりも遊撃手の立場のほうが、力を発揮するタイプだ 
と思いますので、別に謎のままでも構いませんが・・・ 

2012/04/16 06:37Commented by sakurara2 さん 

ご子息様、おはようございます。 
タイトルが変わっていてビックリしました（笑）。 

 
Ｚ旗新聞を取り上げて下さってありがとうございます。 
ポスティングや、チラシ配布等に好評みたいです。 
土曜日に上野での「人権救済機関設置法案反対」チラシ配布に、Ｚ旗新聞を持参して参

加させて頂きましたが、新聞を持っている方には「Ｚ旗新聞もお願いしまーす」と言うと

渋々？＾＾受け取って下さる方もいらっしゃいました。 

 
ただ発行者さんは本業もありますので、「日々発信」ではなく、「筆の進むままに」のようで

す。 
それでもこんなに立派な新聞が作れる事に感動＆感謝しています。 
末長く発行してもらえるようプレッシャーをかけない程度に、応援よろしくお願い致します

m(_ _)m。 
 
Ｚ旗新聞Twitter： http://twitter.com/#!/zshinbun 
ＨＰ     ： http://zshinbun.web.fc2.com/ 
バックナンバー： http://zshinbun.web.fc2.com/backnumber.html 
 
 

 

2012/04/16 07:21Commented by sakurara2 さん 

昨日は新宿で行われた「パチンコ廃止を求める会」第１回署名活動にも、花うさぎさんと瀬

戸さんのエントリーを両面チラシにして参加させて頂きました。 
お二人のエントリーを拝読すると、本当に志同じく、日本のために頑張って下さっている事

が感じられ、私も「頑張らねば！」という気持ちになりました。 

 
◎「なぜ韓国はパチンコを全廃できたのか」(2011/01/22) 
若宮健氏の新著が大反響、一ヶ月半で6刷！ 
マスコミ、政治家、警察の対応ＧＪ！日本は正反対、癒着・利権の構図？  

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121428/ 
＞その10兆円のうち、二分の一の５兆円を毎年国防費に廻せば、本当に「自分の国は自

分で守る」普通の国になることが出来ます。絶対に実現させましょう。 

 

51戦後の歴史で今ほど保守が広がっている時代はない：イザ！

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2556660/allcmt/



 
◎『パチンコ廃止を求める会』のサイトが完成 

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52846260.html 
＞私はこの運動に自分の残された人生をかけて戦う覚悟です。どのような妨害行為があ

っても絶対に屈しません。日本民族の正義の力を信じて必ずや勝利します。 

 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 
昨日はナント！若宮健氏も来て下さっていましたので、「花うさぎさんが若宮先生の本を

紹介されたエントリーをチラシにしてきました。よかったらどうぞ。これからも頑張ります

ね。」と、チラシをお渡し出来ました。 

 
「パチンコ廃止を求める会」はＨＮでも入会可だそうです。 
どうぞパチンコ廃止に向けて入会・寄付などご協力をよろしくお願い致します。 
昨日は若い男性の署名も多く、一人の方に「どうして署名されたんですか？」と聞いたら

「自分が辞めれないから、もう辞めます」との事でした（＾＾。 

 
パチンコ廃止を求める会 

http://www.pachinko-abolition.net 
 

2012/04/16 07:46Commented by sakurara2 さん 

（連投すいません＾＾） 
To 古東正舟さん、おはようございます。  
> sakurara2 さんが 
>「かなりショッキングです。…どうか 後までご覧下さい。お忙しい方は後半だけでも。」

と勧められるのは、もっともです。 

 
すみません、くっくりさんのコピペです＾＾。 

 
>当時の花うさぎさんは、『青山繁晴の“ニュースDEズバリ”』 
>をまだ視聴されていなかったのでしょうか？ 
 
青山繁晴さんは以前、水曜日の関西テレビ「アンカー」の他に、土曜日の「ぶったま」（現

在終了）という番組にも出られていました（隔週ゲストだったかもです）。その番組も放送

終了後にネットに動画が上がっていましたので、花うさぎさんもチェックされていたと思い

ます。動画サイトを紹介致しましたので（＾＾。 

 
たぶんですけど、青山繁晴さんは政治家にはならないだろうというのと（ご本人もそういう

発言をされていたと思います）、政治家になるより、メディアを通じて発信してくれる方が、

日本のためにはいいと思ったのではないでしょうか？ 今のコメントテーターでまともな人

はいませんから…と、 近テレビを見てないのでわかりませんけど＾＾。 

 

 

2012/04/16 12:14Commented by matacyann さん 

頑張れ！ 
応援しています。   

2012/04/17 16:57Commented by zeppekikun さん 

御子息様 

 
 Ｚ旗新聞 知りませんでした。 

 
ありがとうございます。 
花うさぎさんが、いつもおられると感じて、日本の為に何かするために、 
自分は生を頂いたのだと思っています。 

 
 御子息様 今を生き抜いてください。  

 

2012/04/18 07:55Commented by sakurara2 さん 

本日、「頑張れ日本！全国行動委員会」の緊急行動があります。 
ご参加・ニコ生視聴などで応援よろしくお願い致します。  
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http://www.ganbare-nippon.net/event/diary.cgi?no=217 
◎4/18（水）人権救済法案阻止！女性宮家創設阻止！緊急行動 
15時00分（～17時00分）衆議院第二議員会館前 
 
ニコ生放送：http://ch.nicovideo.jp/lives/ch132 
 
それから拡散依頼も出ています。 

 
【拡散】「日本海」維持嘆願署名にご協力を 

http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1177.html 
 
韓国側はすでに25000名を突破していますが、日本はまだまだ足りません（さきほど見

たら2200名でした）。 
米国大統領府の署名嘆願ページなので、署名まで辿り着くのが大変みたいですが、くっく

りさんのコメント欄などを参考にして何とか頑張ってあきらめずに一票をお願いします。 

 
一度、チベットを救う署名やＴＰＰ反対署名をされた方は比較的簡単に署名できます。 
私も 初に署名した時のメールが残っていましたので、そこに書かれているメルアドとパ

スワードをコピーしたら簡単に投票できました。 
一度投票されている方は、メールを探して挑戦してみてください。 
まだの方は、今後のためにも一度挑戦してみてください。 
よろしくお願い致します。 

2012/04/19 14:17

Commented by ansund-59 さん 

本気で社会正義・日本を思う方は、 
http://blogs.yahoo.co.jp/ansund59 の真相究明を！！ 
犯罪国家になってる日本が見えます。 

 
長年、【八百長裁判】のパンドラ箱を開ける人はいないんでしょうか？ 

 
裁判官、弁護士、書記官、市民団体、郵便局などが組んで 
偽裁判、不正・不当な裁判を行ってます。 

 
目的は、 

 
１．大手企業、官公庁など公権力や権力者が相手である本当の被害者に 
近づき、信頼を得て監視、揉消し、口封じする為で、 
裏で取引をした見返りで報酬を貰う・・・ 

 
２．偽事件を作りたて、映画撮影のようの完璧な演出・芝居で 
国家損害賠償を分けまいする為。。。 

 
表では社会正義・愛国・国家保安などを掲げて 
裏では国と弱い人達を食い物にしてる。。 
みんなとうかしてます！！ 

 
 
 

 

2012/04/21 12:10

Commented by 古東正舟 さん 

To sakurara2さん 
 
 

１年４ヶ月前の花うさぎさんの 

 
『【祖国再興 救国内閣 閣僚名簿】（案）』 

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1898009/ 
より転載します。 

 
 
【祖国再興 救国内閣 閣僚名簿】（案） 

 

 

53戦後の歴史で今ほど保守が広がっている時代はない：イザ！

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2556660/allcmt/



2012/04/21 12:22Commented by 古東正舟 さん 

皆さん 

 
 
『特定アジア』（ウィキ） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%82%A2%
E3%82%B8%E3%82%A2 
より転載します。 

 
 
BBCの国際世論調査によれば、 
日本が世界的に高評価を得る中、中国の 
日本に対する評価は低く、韓国の 
日本に対する評価も総じて低い 
（2011年度の調査では評価は高い）。北朝鮮は現在も 
日本に対する敵視政策を採っている。 
また、これらの国々では共通して反日教育を実施している。 

 
 
↑ 
以上、 
『特定アジア』（ウィキ） 
より転載しました。 

 
 
つまり、中国・韓国・北朝鮮こそが、 
日本民族を差別する差別主義者（レイシスト）なのです。 

 
害サヨ特亜勢力のデマに騙されないよう気をつけましょう。  

 

2012/04/21 12:33Commented by 古東正舟 さん 

今、当ブログのランキングボタンを押して確認しました。 

 
３５位です。 

 
凄いです。 

 
『虎は死して皮を留め、人は死して名を残す』 

 
花うさぎさんは、真正保守の道しるべです。  

 

2012/04/23 12:00Commented by 古東正舟 さん 

皆さん 

 
ユーチューブに 

 
石原裕次郎の『日本海』という歌がアップされています。 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bwXs-B6ZoFY 
 
↑ 
グッドタイミングですので、グッドボタンを押しました。 

 
今、確認したら、私を入れて高評価しているのは、まだ２人です。 

 
石原慎太郎を応援するために 

 
そして、日本海を東海と呼ぼうという韓国の横暴を阻止する為に 

 
石原裕次郎の『日本海』を日本人に周知徹底させましょう！  
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2012/04/23 12:28Commented by 古東正舟 さん 

『伊藤博文』【ウィキ】 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%
8D%9A%E6%96%87 

より転載します。 

 
長州藩が第一次長州征伐で幕府に恭順の姿勢を見せると、 
高杉らに従い力士隊を率いて挙兵。 
この時、高杉の元に一番に駆けつけたのは伊藤だった。 
その後、奇兵隊も加わるなど各所で勢力を増やして俗論派を 
倒し、正義派（革新派）が藩政を握った。 
後に伊藤は、この時のことを述懐して、 
「私の人生において、唯一誇れることがあるとすれば、 
この時、一番に高杉さんの元に駆けつけたことだろう」 
と語っている。 

 
 
井上聞多は自身が刺客に襲われた際に駆けつけた 
伊藤の様子について 
「（伊藤は）自分の枕辺に涙をホロホロ落とした。 
自分は（喋ることも出来ないので）ただ手まねで、 
お前も危ないから一刻も早く帰ってくれ 
と頼むようにせきたてたけれど、 
なかなか枕許を離れようとしなかった」 
と語っている。 

 
 
 
近年発見された伊藤のメモには 
「韓国の富強の実を認むるに至る迄」 
という記述があり、 
これについて 
伊藤博文研究の第一人者とされる京都大学教授の伊藤之雄は、 
「伊藤博文は、韓国を保護国とするのは 
韓国の国力がつくまでであり、日韓併合には 
否定的な考えを持っていた事を裏付けるものだ」 
としている。 

 
 
以上、 
『伊藤博文』【ウィキ】 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%
E6%96%87 
より転載しました。 

 
 
↑ 
日本は、誇り高き武士道の国です。 

 
日本が誇る伊藤博文。 

 

2012/04/23 12:30

Commented by 古東正舟 さん 

『安重根』【ウィキ】 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%87%8D%E6%
A0%B9 

より転載します。 

 
 
日本の初代内閣総理大臣・伊藤博文を 
暗殺したことで知られる。 
現在では、大韓民国の国民的英雄である。  

 

2012/04/23 12:43

Commented by 古東正舟 さん 
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2012/04/26 22:40Commented by usaginomimi さん 

ご子息様 

 
Z旗新聞のエントリーをあげていただき、ありがとうございます。 
この新聞、噂には聞いていたのですが、 
なかなかチェックする時間を持てずにいました。 
画像つきで見せて頂き、参考になりました。 
時間を作って、私も読んでいくようにしたいと思います。 

 
花うさぎさま 

 
国際水路機関（ＩＨＯ）の討議、「日本海」単独呼称で決定ですね。 
とりあえず、「ふーっ」って感じなのですが・・・ほぼ同時期の報道では、 
韓国は、今後は日本を「韓国海」とするように働きかけるのですって。 
私たち、どうすりゃいいのでしょうね？？ 
ため息が出ることばかりで、疲れます。 

 
トラバいただいてまいります。いつもありがとうございます。  

 

2012/04/29 08:50Commented by おっさん さん 

尖閣購入費の寄付金の口座は、平成24年4月28日の産経新聞には掲載されていまし

た。   

2012/05/01 12:06Commented by hatchan さん 

花うさぎさん こんにちは 

 
 
ご子息様  
花うさぎさんのブログを残していただき、お礼を申し上げます。 
おかげ様でこのブログを訪れると、花うさぎさんに会えたような気が致します。 

 
尖閣諸島寄付金のお知らせ 有難う御座います。 
お仕事の妨げに成らない程度で結構ですので、時々ブログを更新して頂けると有り難い

と思っています。 

 
また、花うさぎさんのブログのコメント欄に投稿された方々にお礼を申し上げます。 

 
さて、今日もクリック２回 

 

2012/05/04 13:00Commented by sakurara2 さん 

ご子息様、こんにちは。 
お忙しい中、出来ましたらでいいのですが提案があります。 

 
このエントリーは200コメントを超えたため、201以降のコメントはコメント 後の「→コメン

ト全件表示」をクリックして読む事になります。 

 
きっとコレからもコメントをされる方はいらっしゃると思いますし、来る「民主党政権崩壊」の

際にはお祝いのメッセージが押し寄せるのではないかと（笑）、出来ましたら200コメントを

区切りに新エントリーを作って頂けるといいかなと思いました。 
本文はコピーでも大丈夫だと思います。 

 
例としてですが…、 

 
このエントリーはタイトルを 初に戻し 
「有難うございました。花うさぎ通夜告別式（2012/01/02～2012/05/01コメント分）」 
として、本文をＺ旗新聞とご子息様のご挨拶 

 
新エントリーのタイトルは 
「尖閣諸島寄付金口座は」にして 
本文は、寄付金口座の件とご子息様のご挨拶としたらいかがかと思いました。 
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ご子息様のご挨拶は是非、コチラに新しく訪れた方たちには読んで頂きたい文章ですの

で…。 

 
新エントリーも200コメントを超えそうになったら、タイトルに日付を追加して、新新エントリ

ーを立てるといいかなと思いました。 

 
それから「画像挿入」ボタンの右隣の隣に「横罫線」ボタンがありますので、記事と記事の

区切れとして、花うさぎさんの写真の数行前に、「横罫線」を入れるといいかも知れません

（＾＾。 

 
タイトルや内容は一提案ですので、ご子息様の方でもお考えがおありでしたらそちらの方

でも全然かまいませんので、ご検討をよろしくお願い致します。 
このコメントは削除して頂いて大丈夫です（＾＾。 

 

2012/05/07 20:24

Commented by しばりょう さん 

http://www.youtube.com/watch?v=XU2d5873WnA&feature=yo
utu.be 
 

拡散】民主党がまたまた売国法案を成立させました。これで日本の保険 

 
証目当てに韓国人、中国人が日本に押し寄せ日本の税金が彼等に絞り 

 
取られます！！外国人登録証がなくなります 外人住民票記載＞日本人 

 
と同様！！  

 

2012/05/09 08:08

Commented by sakurara2 さん 

おはようございます。 
明日、花時計が「従軍慰安婦はいなかった！周知街宣」を渋谷で行います。 
お時間がある方は是非ご参加＆ニコ生視聴をよろしくお願い致します。 

 
告知動画には花うさぎさんも映っています。 
お母様方の携帯を使って映してあげているシーンです。 

http://www.youtube.com/watch?v=-8PU9OhMYlo 
 
チラシには花うさぎさんエントリーも使いました。 

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/ianfu-chirashi.pdf 
 
詳細は花時計ＨＰを↓ 
http://www.hanadokei2010.com/schedule_detail.php?schedule_no=194 
【花時計主催】従軍慰安婦はいなかった！周知街宣のお知らせ  
自虐史観教育のせいで、「日本は悪い事をした」、「従軍慰安婦はかわいそう」と思ってい

る人たちに教えてあげましょう。本当の事。 
【日時】平成24年5月10日（木）12時～13時 （約1時間） 
【場所】渋谷駅ハチ公前 
【主催】愛国女性のつどい花時計＆愛国女性のみなさん 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
コチラ↓もよろしくお願い致します。 
明日の街宣でお手紙セットも配布予定だそうです。 

 
なでしこアクション２０１２ 第二弾 
NY慰安婦ストリート・記念碑計画 
絶対 阻止！アクション 
NY市議に反対の手紙を送ろう！！ 
http://sakura.a.la9.jp/japan/ 

 

2012/05/10 07:16Commented by sakurara2 さん 

本日のニコ生中継はこちらです。 
ちょうどお昼休みですので、パソコンやスマホでご視聴できる方はアクセス、よろしくお願 
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い致します。 
今日の街宣では、高木弁護士、インドネシア政府の対応（韓国との違い）、河野談話、朝

日なども取り上げるそうです。 

 
ニコ生中継「おにぎり＆ももちゃんの日本大好き！」 

http://com.nicovideo.jp/community/co1603869 
▼予約スケジュール 開場：2012/05/10 11:27  開演：11:30 ～（放送者：おにぎ

り） 

 
ゆうさんが昨夜、応援放送もして下さいました。 

 
5.10花時計☆慰安婦の嘘を許すな渋谷街宣告知応援放送byゆうさん5.9-1 
http://www.youtube.com/watch?v=iZyxeR7kC9k 
 
5.10花時計☆慰安婦の嘘を許すな渋谷街宣告知応援放送byゆうさん5.9-2 
http://www.youtube.com/watch?v=IyOg9zaiHNc 
 

2012/05/12 10:59

Commented by 古東正舟 さん 

To autosuture77さん 
 
花うさぎさんから、 

 
大阪府大阪狭山市と兵庫県芦屋市が 
条例に依ってパチンコを廃絶している 
背景を知りたい 

 
と言われた事がありました。 

 
凄い事実が判りましたので 
トラックバックいたしました。 

 
お時間が空かれた折にでもご覧ください。 

 
 

 

2012/05/21 07:18

Commented by sakurara2 さん 

ランキングが50位になっています。 
http://blog.with2.net/rank1510-0.html 
 

現在も50位以内を維持している事は本当にとても凄い事だとは思いますが、なるべく50
位以内を維持できるように、ランキングクリックをどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)
m。 

 

2012/06/01 10:59Commented by matacyann さん 

Z期新聞は知りませんでした。 
ラスト侍、青山さん。応援しています。 
花うさぎさんも立派な侍でした。ご子息に受け継がれた事と思います 
私などは何の力もありませんが、花うさぎさんに今も教えを乞い 
たいと、ブログに来て良かったと思いました。 
貴重な情報を有難うございます。  

 

2012/06/02 12:36Commented by deliciousicecoffee さん 

人気ブログランキング５０位。 

 
トップ５０維持のためにランクリ！ 

 

2012/06/02 16:00Commented by hatchan さん 

忙しくて、久し振りに見たら５０位！ 
５０位以内を確保しましょう。 

 
ランクリ！！  

 

2012/06/13 06:11Commented by sakurara2 さん 

58戦後の歴史で今ほど保守が広がっている時代はない：イザ！

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2556660/allcmt/



花うさぎさんブログのデモ写真を使ってチラシを作成致しました。 
花うさぎさんが応援されていたゆうさんコミュアドレスや、デモまとめブログ＆政

治ブログランキングのアドレスも記載致しました。 
こういうデモがマスコミで報道されない事、こういう活動をしている「普通の一般

国民」がいる事、全国津々浦々に拡散して頂けますと幸いです。 
どうぞよろしくお願い致します。 

 
マスコミが報じないデモ～花うさぎさんブログより～（カラー） 

http://mikoup.ebb.jp/src/file954.pdf 
マスコミが報じないデモ～花うさぎさんブログより～（モノクロ） 

http://mikoup.ebb.jp/src/file955.pdf 
 
いろんなチラシがあります↓ 
【ミコスマアップローダー】http://mikoup.ebb.jp/ 
 

 

2012/06/16 18:06Commented by sakurara2 さん 

いよいよ明日『6.17民主党をぶっ潰せ！デモin秋葉原～民主党から日本を取り戻そう！

～』が行われます。 
花うさぎさんが熱望されていた「打倒！民主党！」＆実行委員会の方々は、花うさぎさん

も応援に行かれた民主党前座り込みのメンバーです。 
告知動画やチラシ、プラカードなどとても素晴らしいです。 
是非、ｗｉｋｉも覗いて見て下さい。 
そして明日は、多くの方のご参加、沿道からの応援（wikiのコース地図が載っています）、

ニコ生でのご視聴を宜しくお願い致します。 

 
民主党をぶっ潰せデモ @ ウィキ  
http://www32.atwiki.jp/antidpj/  
【日時】2012年06月17日（日）13:30集合 / 14:00出発 
【集合場所】錦華公園（予定）千代田区猿楽町1－1－2  
アクセス：御茶ノ水橋口より徒歩5分 / 神保町駅A5出口より徒歩5分  
 
【ニコ生】東京せいわ放送局（放送者：せいわ） 

http://com.nicovideo.jp/community/co1261189 
開場：2012/06/17 13:27 開演：13:30 ～ 
 
その他のデモ情報はコチラ↓ 
保守宣言 デモまとめ 逆襲の日本行くぞ！！ 

http://ameblo.jp/hosyuyamato/ 
 

 

2012/06/19 08:16Commented by sakurara2 さん 

珈琲さんから、花うさぎさんはデモの際はいつも主催者さんから「コール文」をもらって掲

載されていたとお聞きした事があります。 
「民主党をぶっ潰せ！デモ」のコールもとても素晴らしく、きっと花うさぎさんも取材されて

いたら、ご報告していただろうなぁと思いましたので、お知らせさせて頂きます。大作です、

じっくりお読み下さい。 

 
６．１７ 民主党をぶっ潰せデモ コールの全貌  

http://www32.atwiki.jp/antidpj/pages/23.html 
 
それから実行委員会様の許可を頂いて、上記花うさぎさんのチラシも沿道の方々に配布

して頂きました。 
チラシを受け取った方々が、TVや新聞を見て「アレッ？やっぱりデモの事やってない」と不

思議に思ってくれたらいいなと願っています。 

 
【2012.06.17】民主党をぶっ潰せ！デモ in 秋葉原（ダイジェスト） 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18121276 
 

 

2012/06/20 07:09Commented by sakurara2 さん 

なでしこアクション第三弾が行われています。ご協力よろしくお願い致します。 
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まだfacebook & twitterを始められていない方は、この機会に始められたら

如何でしょう？♪ 
これから選挙も行われます。「○○で○○議員が街頭演説をやっています」とか「○
○で街頭演説をやる予定です」という情報が駆け回ると思います。 

近はデモ情報などもtwitterで拡散されています。 
拡散力増強のためにも、ご検討をどうぞよろしくお願い致します！ 

 
＊＊＊＊＊＊ 

 
なでしこアクション２０１２ 緊急！第三弾 

http://sakura.a.la9.jp/japan/?page_id=1391 
 
第二の慰安婦記念碑 絶対反対！ 
facebook & twitter 抗議アクション 
ＮＹナッソー群アイゼンハワー公園に第二の慰安婦記念碑が建設されました。 
6月20日の除幕式にナッソー郡長（Nassau County Executive Edward P. Manga
no）が出席するとの報道があります。 
この郡長の名前は石碑にも刻まれています。 
慰安婦記念碑に日本人が反対していることをfacebook と twitterでナッソー郡長に伝

えましょう！ 

 

 

2012/06/20 07:58Commented by sakurara2 さん 

ご子息様 
『永遠のゼロ』がいよいよ映画化されるそうですので、お知らせしますね。 

 
映画「永遠の０」公式サイト  

http://www.eienno-zero.jp/ 
 
映画「永遠の０」公式アカウント  

https://twitter.com/#!/eienno0_movie 
 
百田尚樹氏Twitter 
https://twitter.com/#!/hyakutanaoki 
 

 

2012/06/26 23:05Commented by izaidttenani さん 

うさぎさん， 

 
 
久しぶりにうさぎさんの顔を拝見しにまいりました。 

 
天国でいかがお過ごしでしょうか？ 

 
うさぎさんのことです。カメラを片手に天空から大八州を心配そうに眺めておられることで

しょう。 

 
まだまだうさぎさんを心配させてばかりで心苦しいですが，以前のように立派で道義心の

ある日本になるよう，努力いたします。 

 
どうぞうさぎさん，安らかにお眠りください。 

 
それでは失礼します。  

 

2012/07/06 00:32Commented by usaginomimi さん 

花うさぎさまが継続的に取り上げていらした、 
７．５ウイグル虐殺を忘れないための平和的デモが、 
今週の土曜日、都内で行われます。 

 
2010年の、花うさぎさまのレポートは、こちら。（↓） 
 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1684699/ 
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◆ウイグル人を殺すな！銀座でデモ行進 

 
 
今年は 7月7日（土） 
日本ウイグル協会主催でデモ行進を行うそうです。 
以下、情報を貼らせていただきます。 

 
 
「７・５ウルムチ虐殺三周年抗議デモ」案内  

 
[集合場所] 常盤公園 (中央区日本橋本石町4-4-3) (地図) 
※京王プレッソイン大手町の裏、新日本橋駅から徒歩５分、神田駅から徒歩６分、三越前

駅から徒歩６分 

 
[日時] 平成24年7月7日(土) 集合開始 15:30 
出発 16:00 解散 17:00 
 
[コース予定] 常盤公園→八重洲中央口前→数寄屋橋→日航ホテル前右→日比谷公園

解散 

 
[主催] 特定非営利活動法人「日本ウイグル協会」 代表 イリハム・マハムティ 
※お問合わせ ＨＰ：http://uyghur-j.org Ｅ-MAIL：info@uyghur-j.org  

 
[協賛団体]台湾研究フォーラム、内モンゴル人民党、モンゴル自由連盟党、チベット問題

を考える会、四方僧伽、チベット百人委員会、呉竹会、チベット交流会 
※協賛団体は交渉中であり、ご承諾頂けました団体より順次追加させて頂きます。 

2012/07/15 21:40Commented by no-minsu さん 

花うさぎさんのお言葉が愛国者の皆様に響いているようです。 
以下、http://2nnlove.blog114.fc2.com/blog-entry-7116.htmlさんより引用で

す。 

 
この前、片山議員支援デモの時、残ってたビラもらったけど 
あるブロガーの記事が出ていて、ちょっと勇気づけられた。 

 
（以下引用） 

 
戦後の歴史で今ほど保守の活動が広がっている時代はない。 

 
それはネットの力を借りて、この国を憂いている人たちが思いを馳せ行動を開始し、 
真実の情報を発信し、多くの人が気づき初めているからだ。 

 
だからお前は、家族を大切して、この国を好きになって毎日を過ごせばそれでいい。 

 
マスコミに騙されず、自立した人生を送って、日本を好きになって、 
勇気をもって活動しているみなさんを応援してあげて。」 

 
(p)http://nihonnococoro.at.webry.info/201201/article_5.html 
 
この方は昨年亡くなられたけど、遺志をついで俺たちは新生日本を見てから死のうぜぃ  

 

2012/08/13 06:57Commented by sakurara2 さん 

To no-minsuさん 
おはようございます。 
嬉しい情報をありがとうございます！ 
ご紹介のチラシはコレだと思います。 

http://mikoup.ebb.jp/src/file977.pdf 
 
他にも全面花うさぎさんバージョンもあります。 

http://mikoup.ebb.jp/src/file1021.pdf 
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沿道でこのチラシを受け取った方々が、反原発デモに対するマスコミ報道の偏向ぶりに

気付いてくれたらいいなと願っています。 
これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

 

2012/08/13 07:24

Commented by sakurara2 さん 

花うさぎさんへ 
明日、花時計が 
【8月15日は靖国神社に行こう！「凛として愛」を見よう！】渋谷街宣（11時～

12時）を行いますヨ。 
http://www.hanadokei2010.com/schedule_detail.php?schedule_no=204 
やまと新聞には「凛として愛」の広告が掲載されました。 

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/rintositeai_yamato500.jpg 
花うさぎさんがいらしたらどんなに喜んで下さっただろうと思います。 
泉水隆一監督、花うさぎさんの分も頑張りますネ！ 

 
 
読者の皆様 
明日は、やまと新聞、「凛として愛」の丸団扇、 
Ｚ旗新聞http://mikoup.ebb.jp/src/file1017.pdf 
花うさぎさんチラシ 

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/rintositeai_hanausagi.pdf 
と盛りだくさん配布予定です。 
ご参加出来る方は、是非是非ご参加を宜しくお願い致します。 
また配布のお手伝いもして頂けたらとっても嬉しいです（＾＾。 
ご参加出来ない方は、コチラで生中継予定ですので、ご視聴＆ご声援をどうぞ宜しくお願

い致します。 

http://com.nicovideo.jp/community/co1603869 
 

 

2012/08/15 13:11

Commented by shiratama さん 

今日は終戦記念日です。 
Yohkanさんのエントリは英霊たちと共にいる花うさぎさんのイラストです。  
http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2796781/ 

 
ぜひ遊びにおいでください。 

 

2012/08/18 09:00Commented by sakurara2 さん 

８月14日の花時計渋谷街宣「靖国神社に行こう！凛として愛を見よう！」の動画がＵＰさ

れました。 
１：http://www.youtube.com/watch?v=4z-hOH9Nn8w 
２：http://www.youtube.com/watch?v=ttWtTrqOOv0 
３：http://www.youtube.com/watch?v=GHvlSAK1XGU 
４：http://www.youtube.com/watch?v=A70gk4gJ6qw 
５：http://www.youtube.com/watch?v=jJzk1uDU25s 
６：http://www.youtube.com/watch?v=dryfTnE1u80 
７：http://www.youtube.com/watch?v=FYbdWtNeD-Y 
 
【「凛として愛」上映会情報】 
愛媛：８月１８日（土）←本日です！お近くの方は是非！ 

http://www.hanadokei2010.com/schedule_detail.php?schedule_no=199
&pref_no= 
京都：９月２日（日） 

http://www.hanadokei2010.com/schedule_detail.php?schedule_no=203
&pref_no=0 
 

 

2012/08/24 08:10Commented by sakurara2 さん 

2008年の今日（8月24日）は、花うさぎさんがブログを開設された日です。 
本当に貴重なエントリーの数々をありがとうございました！ 

 
「１０００万人移民」にＮＯ！国民集会（2008/08/24 17:06） 
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/691807/ 
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それから8月19日にフジテレビ抗議デモが行われましたが、その時にdeliciousicecoffe
eさんが、花時計・藤さんに、「花うさぎさんはいつもここから、この角度で撮影していた」

と、撮影ポイントなどを教えて下さったそうです。とてもいい写真が撮れたと言っていまし

た。 
花うさぎさんは、いつまでもいつまでも私達の心の中にいます。 
これからも応援よろしくお願いしますね。 

2012/09/04 01:43

Commented by izaidttenani さん 

うさぎさん， 

 
久しぶりにここにやってきました。花ウサギさん，そちらの方はいかがでしょう

か？ ここ日本は，どこの国の政府だかわからない外国人が好き勝手し放題で，もうすぐ

人権擁護法案らしきものが閣議決定されるようです。 

 
どうしてしまったんでしょうね。日本は・・・日本人は・・・。先ほど小野田寛郎さんの動画を

見ました。ルパング島からの帰国直後の眼光鋭い目を持った本当の侍はどこに行ってし

まったのでしょう。 

 
Ch桜の水島さんを除けば，ほとんど真の侍などはいません。どうしてしまったのでしょう

ね。 

 
日本の侍たちよ，目覚めてくれ！ 
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